
平成２２年度　一般競争契約又は指名競争契約

指名 住所

1 平成22年3月5日 役務 一般競争 磁気共鳴断層撮影装置の保守　一式（平成22年度分） １式 3,675,000 島津ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ（株）東京支社 東京都豊島区西巣鴨1-2-5 財務課契約係 年間契約

2 平成22年3月8日 役務 一般競争 筑波技術大学学生及び職員定期健康診断実施業務　一式（平成22年度分） １式 4,464,936 （財）茨城県総合健診協会　 茨城県水戸市笠原489-5 財務課契約係 単価契約

3 平成22年3月8日 役務 一般競争 電子複写機の賃貸借および保守等業務（平成22～24年度分） １式 3,876,516 富士ゼロックス（株）茨城営業所 茨城県水戸市城南2-1-20 財務課契約係 年間見込額

4 平成22年3月24日 役務 一般競争 東西医学統合医療センター医事業務（平成22年度分） １式 6,665,400 （株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9 財務課契約係 年間契約

5 平成22年3月29日 役務 一般競争 筑波技術大学建物清掃業務（平成22年度分） １式 11,340,000 （株）ともゑ 茨城県つくば市天久保1-8-7 財務課契約係 年間契約

6 平成22年3月29日 役務 一般競争 筑波技術大学警備業務及び寄宿舎管理業務（平成22～24年度） １式 24,192,000 東京警備保障（株） 東京都港区東新橋2-11-7 財務課契約係 年間見込額

7 平成22年3月29日 役務 一般競争 研究推進・国際交流事務に関する労働者派遣業務（平成22年度分） 1860H 1,785 （株）フジスタッフつくば支店 茨城県つくば市竹園1-6-1 財務課契約係 1人1時間当り

8 平成22年3月29日 購入 一般競争 医薬品　アムロジンOD錠5　外（平成22年度分） 2,134,272 アルフレッサ（株） 東京都千代田区内神田1-12-1 財務課契約係 年間見込額

9 平成22年3月29日 購入 一般競争 医薬品　ニューロタン錠25mg　外（平成22年度分） 15,336,741 （株）メディセオ 東京都中央区八重洲2-7-15 財務課契約係 年間見込額

10 平成22年3月29日 購入 一般競争 医薬品　エパデールS300　外（平成22年度分） 4,280,398 （株）アスカム 宮城県仙台市青葉区木町通1-3-7 財務課契約係 年間見込額

11 平成22年9月27日 工事 一般競争 筑波技術大学春日地区校舎棟空調設備更新工事 １式 8,908,200 山田空調設備（株） 茨城県土浦市高岡2390-1 財務課施設係

12 平成22年9月29日 リース 一般競争 筑波技術大学事務用計算機システム（平成22～26年度） １式 3,642,660 （株）エス・エイ・ケー 茨城県筑西市乙589番地 財務課契約係 年間見込額

13 平成22年9月30日 購入 一般競争 ｴｱｰﾌﾟﾚﾁｽﾓｸﾞﾗﾌ 一式　 １式 3,150,000 フクダ電子南関東販売（株） 千葉県千葉市中央区矢作町382-3 財務課契約係

14 平成22年9月30日 購入 一般競争 両眼表示ｼｽﾃﾑ 一式 １式 3,832,500 三友（株）関東営業所 茨城県つくば市梅園2-33-6 財務課契約係

15 平成22年10月7日 購入 一般競争 自動視野計　一式 １式 5,999,700 （株）ムトウ茨城支店 茨城県つくば市谷田部5631-1 財務課契約係

16 平成22年10月7日 購入 一般競争 デジタルオシロスコープ　一式 １式 4,074,000 日本電計（株）茨城営業所 茨城県つくば市東光台4-4-2 財務課契約係

17 平成22年10月22日 購入 一般競争 デジタルマイクロスコープ　一式 １式 4,623,570 （株）キーエンス 大阪府大阪市東淀川区東中島1-3-14 財務課契約係

18 平成22年11月1日 購入 一般競争 恒温恒湿室　一式 １式 10,998,750 遠藤科学（株）つくば営業所 茨城県つくば市天久保1-12-22 財務課契約係

19 平成22年11月10日 購入 一般競争 Ａ重油　JIS1種2号 64.000ℓ 61.95 （株）稲葉燃料 茨城県常総市若宮戸字井戸田664 財務課契約係 1L当り

20 平成22年11月10日 購入 一般競争 運動機能解析システム　一式 1式 3,949,601 （株）ディケイエイチ 東京都板橋区成増1-27-2 財務課契約係

21 平成22年11月19日 購入 一般競争 脳波計　外 3,570,000 日本光電東関東（株） 千葉県千葉市中央区末広5-4-1 財務課契約係

22 平成22年12月3日 購入 一般競争 視線計測装置　一式 １式 11,550,000 ﾄﾋﾞｰ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） 東京都港区高輪3-4-13ｱｿﾙﾃｨ高輪4F 財務課契約係

23 平成22年12月3日 購入 一般競争 モバイル型眼球運動計測装置　一式 １式 4,693,500 （株）ﾅｯｸｲﾒｰｼﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 東京都港区北青山2-11-3 財務課契約係

24 平成22年12月10日 購入 一般競争 生体電気生理測定システム　一式　 １式 3,697,260 インタークロス（株） 東京都豊島区西池袋3-21-13-1610 財務課契約係

25 平成22年12月10日 購入 一般競争 視線計測装置　一式　 １式 3,202,500 ﾄﾋﾞｰ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） 東京都港区高輪3-4-13ｱｿﾙﾃｨ高輪4F 財務課契約係

26 平成22年12月24日 購入 一般競争 ﾏﾄﾘｯｸｽ支援ﾚｰｻﾞｰ脱離ｲｵﾝ化飛行時間型質量分析装置　一式 １式 16,957,500 竹田理化工業（株） 東京都渋谷区恵比寿西2-7-5 財務課契約係

27 平成23年1月11日 購入 一般競争 ﾌｫｰｽ＆圧分布計測ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙｼｽﾃﾑ　一式 １式 5,754,000 （株）イノメディックス　 東京都小石川4-17-15 財務課契約係

28 平成23年1月28日 役務 一般競争 筑波技術大学春日キャンパスで使用する電気 31,760,465 丸紅(株） 東京都千代田区大手町1-4-2 財務課契約係 年間見込額

29 平成23年1月28日 役務 一般競争 筑波技術大学天久保キャンパスで使用する電気 26,337,243 丸紅(株） 東京都千代田区大手町1-4-2 財務課契約係 年間見込額

30 平成23年1月28日 購入 一般競争 ﾈｯﾄﾜｰｸ実習ｼｽﾃﾑ 一式　 １式 5,142,900 （株）エス・エイ・ケー 茨城県筑西市乙589 財務課契約係

31 平成23年2月4日 購入 一般競争 電動式集密書架　一式 １式 9,975,000 （株）文祥堂 東京都中央区銀座3-4-12 財務課契約係

32 平成23年2月7日 工事 一般競争 筑波技術大学天久保地区メディアセンター棟脇渡り廊下屋根設置工事 １式 5,775,000 (株)折本工業 茨城県土浦市港町1-1-7 財務課施設係

33 平成23年2月16日 購入 一般競争 講義収録システム　一式　 １式 13,860,000 三友（株）関東営業所 茨城県つくば市梅園2-33-6 財務課契約係

34 平成23年2月17日 購入 一般競争 Eラーニングスタジオシステム　一式 １式 8,999,550 三友（株）関東営業所 茨城県つくば市梅園2-33-6 財務課契約係

35 平成23年2月21日 購入 一般競争 タスク評価システム　一式　 １式 8,494,500 （有）ティーケーシステム 茨城県つくば市小田2581-1 財務課契約係

36 平成23年2月23日 購入 一般競争 三次元運動解析システム　一式 １式 13,440,000 日本ＳＧＩ（株） 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 財務課契約係

37 平成23年2月23日 購入 一般競争 ハイビジョン対応ビデオ字幕作成装置　一式 １式 6,940,500 （株）ラムダシステムズ 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-26 財務課契約係

38 平成23年3月18日 購入 一般競争 エネルギー遠隔監視システム　一式 １式 7,350,000 オムロン(株) 東京都港区江南2-3-13品川ﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ7F 財務課施設係
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