
契約者の役職、氏名及び所在地

　　香川県高松市幸町１番１号 （予定価格及び落札率の欄の「－」は、他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しないもの。）

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
一般競争入札・指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％） 備　　　　考

病理標本作製システム　一式 R2.4.2
四国医療器（株）
香川県高松市錦町１丁目１１－１１

一般競争入札 - 14,960,000 -

香川大学作業環境測定業務 R2.4.20
シコク分析センター株式会社
香川県丸亀市北平山町２丁目１４番１０号

一般競争入札 11,132,000 11,000,000 98

香川大学空気調和設備保全業務 R2.4.21
三建設備工業株式会社
東京都中央区新川１丁目１７番２１号

一般競争入札 30,107,000 29,700,000 98

香川大学医学部自動制御設備等保全業務 R2.4.24
アズビル株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目７番３号

一般競争入札 16,558,300 14,850,000 89

香川大学医学部附属病院医療ガス設備保全業務 R2.5.20
高松帝酸株式会社
香川県高松市朝日町５丁目１４番１号

一般競争入札 6,827,700 6,732,000 98

香川大学ガスエンジンヒートポンプ式空気調和設備保
全業務

R2.5.21
パナソニック産機システムズ株式会社
東京都墨田区押上一丁目１番２号

一般競争入札 8,278,600 8,250,000 99

香川大学医学部構内緑地管理業務 R2.6.4
有限会社溝渕造園
香川県高松市多肥上町１１１５番地１

一般競争入札 8,705,400 8,085,000 92

一般廃棄物収集運搬処分業務請負 R2.6.18
香川県木田郡三木町池戸2960番地
株式会社　三木山田清掃

一般競争入札 - 29.7 円/1kg当り - 単価契約

合併浄化槽汚泥引抜業務請負 R2.6.18
香川県木田郡三木町池戸2960番地
株式会社　三木山田清掃

一般競争入札 - 14,512.3円/㎥当り - 単価契約

実験排水汚泥引抜運搬及び処分業務請負 R2.6.18
香川県綾歌郡綾川町山田下2994番地1
株式会社　富士クリーン

一般競争入札 - 26,950円/㎥当り - 単価契約

医療用液体酸素　外 R2.6.19
高松帝酸㈱高松事業所
香川県高松市朝日町５丁目１４番１号

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

　　国立大学法人香川大学長　　筧　　善　行

                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　令和２年４月～令和３年９月契約分
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物流システム対象物品（特定治療材料） R2.6.22
㈱アスティス高松支店
香川県高松市勅使町７６１－１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R2.6.22
㈱ウイン・インターナショナル
第二営業部高松営業所
香川県高松市伏石町２１５８－４

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R2.6.22
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R2.6.22
㈱ジェイ・シー・ティ高松営業所
香川県高松市伏石町２０４９－７
レイクウエストⅡ２Ｆ

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R2.6.22
㈱シーメック高松営業所
香川県高松市太田下町３０２０番地１４

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R2.6.22
㈱ムトウ四国
香川県高松市香川町浅野３３２番地

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R2.6.22
㈱幸燿
香川県高松市田村町９４８番地

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R2.6.22
宮野医療器㈱高松営業所
香川県高松市東山崎町４３５－２－１０２

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R2.6.22
四国アルフレッサ㈱香川営業部
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R2.6.22
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R2.6.22
尾路医科器械㈱
香川県高松市中野町１２番６号

一般競争入札 － 省略 － 単価契約
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物流システム対象物品（特定治療材料） R2.6.22
㈱大一器械香川営業所
香川県高松市伏石町２１２８番地１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
㈱アスティス高松支店
香川県高松市勅使町７６１－１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
㈱ウイン・インターナショナル
第二営業部高松営業所
香川県高松市伏石町２１５８－４

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
㈱エム・イー・サイエンス高松営業所
香川県高松市松縄町１０１１－１７

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
㈱ジェイ・シー・ティ高松営業所
香川県高松市伏石町２０４９－７
レイクウエストⅡ２Ｆ

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
㈱サナス
愛媛県松山市南吉田町２２０９－１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
㈱ムトウ四国
香川県高松市香川町浅野３３２番地

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
㈱幸燿
香川県高松市田村町９４８番地

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
宮野医療器㈱高松営業所
香川県高松市東山崎町４３５－２－１０２

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
四国アルフレッサ㈱香川営業部
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 － 省略 － 単価契約
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物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
中澤氏家薬業㈱香川本社
香川県綾歌郡綾川町陶１１９３番地７

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
尾路医科器械㈱
香川県高松市中野町１２番６号

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
㈱大一器械香川営業所
香川県高松市伏石町２１２８番地１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
㈱アーガス・ビー・エム・シー
愛媛県松山市高岡町２８番地１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R2.6.22
㈱シーメック高松営業所
香川県高松市太田下町３０２０番地１４

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
四国アルフレッサ㈱香川営業部
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
中澤氏家薬業㈱香川本社
香川県綾歌郡綾川町陶１１９３番地７

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
尾路医科器械㈱
香川県高松市中野町１２番６号

一般競争入札 － 省略 － 単価契約
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物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
㈲赤井商会
香川県木田郡三木町大字平木９

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
㈱ニューパック住友香川支店
香川県高松市勅使町５３４－１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
㈱マツシタ
香川県東かがわ市三本松３５２番地

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
㈱ムトウ四国
香川県高松市香川町浅野３３２番地

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
㈱大一器械香川営業所
香川県高松市伏石町２１２８番地１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
㈱富士通エフサス中四国支社高松支店
香川県高松市藤塚町１丁目１０番３０号

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
㈱アスティス高松支店
香川県高松市勅使町７６１－１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
日本電子機器㈱高松営業所
香川県高松市松縄町１１４３番地２４

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
㈱ジェイ・シー・ティ高松営業所
香川県高松市伏石町２０４９－７
レイクウエストⅡ２Ｆ

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R2.6.22
化研テクノ㈱高松営業所
香川県高松市林町１４８－１９

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（歯科材料） R2.6.22
㈱玉井歯科商店高松店
香川県高松市栗林町３丁目４の１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約
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物流システム対象物品（機器付属消耗品） R2.6.22
㈱アスティス高松支店
香川県高松市勅使町７６１－１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（機器付属消耗品） R2.6.22
㈱ウイン・インターナショナル
第二営業部高松営業所
香川県高松市伏石町２１５８－４

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（機器付属消耗品） R2.6.22
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（機器付属消耗品） R2.6.22
㈱ムトウ四国
香川県高松市香川町浅野３３２番地

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（機器付属消耗品） R2.6.22
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R2.6.22
㈱アスティス高松支店
香川県高松市勅使町７６１－１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R2.6.22
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R2.6.22
㈱ムトウ四国
香川県高松市香川町浅野３３２番地

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R2.6.22
㈱サナス
愛媛県松山市南吉田町２２０９－１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R2.6.22
四国アルフレッサ㈱香川営業部
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R2.6.22
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 省略 － 単価契約
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物流システム対象物品（検査材料） R2.6.22
化研テクノ㈱高松営業所
香川県高松市林町１４８－１９

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R2.6.22
尾路医科器械㈱
香川県高松市中野町１２番６号

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R2.6.22
㈱ウイン・インターナショナル
第二営業部高松営業所
香川県高松市伏石町２１５８－４

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R2.6.22
㈱大一器械香川営業所
香川県高松市伏石町２１２８番地１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R2.6.22
アルフレッサ篠原化学㈱香川支店
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R2.6.22
㈱幸燿
香川県高松市田村町９４８番地

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R2.6.22
㈱ジェイ・シー・ティ高松営業所
香川県高松市伏石町２０４９－７
レイクウエストⅡ２Ｆ

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（試薬） R2.6.22
㈱アスティス高松支店
香川県高松市勅使町７６１－１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（試薬） R2.6.22
㈱幸燿
香川県高松市田村町９４８番地

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（試薬） R2.6.22
四国アルフレッサ㈱香川営業部
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（試薬） R2.6.22
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 省略 － 単価契約
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物流システム対象物品（試薬） R2.6.22
化研テクノ㈱高松営業所
香川県高松市林町１４８－１９

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（試薬） R2.6.22
㈱サナス
愛媛県松山市南吉田町２２０９－１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（試薬） R2.6.22
アルフレッサ篠原化学㈱香川支店
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

生体情報管理システム保守点検業務 R2.6.22
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 － 19,800,000 －

希少糖高感度分析システム　一式 R2.6.30
丸文ウエスト株式会社　四国営業所
香川県高松市古新町３－１

一般競争入札 － 13,310,000

蛋白質結晶化専用ナノリッター分注システム　一式 R2.7.2
株式会社大一器械　香川営業所
香川県高松市伏石町2128番地1

一般競争入札 - 12,769,900 -

教育学部附属学校通信ネットワーク整備（機器）　一式 R2.7.21
四国通建株式会社　高松支店
香川県高松市昭和町１丁目１番２６号

一般競争入札 － 9,892,300 －

教育学部附属学校学習者用コンピュータ　一式 R2.9.1
アライドテレシス株式会社　関西中四国営業本
部
香川県高松市寿町1-2-5　井門高松ビル8F

一般競争入札 － 25,234,000 -

可燃性感染性産業廃棄物収集運搬及び処分業務請負 R2.9.14

番の州エコサービス株式会社
香川県坂出市番の州町７番地１

株式会社塵芥センター
香川県高松市一宮町１６８６番地６

一般競争入札 －
1㎏当たり
47.85円

－ 政府調達（単価契約）

高圧蒸気滅菌装置　一式 R2.9.14
四国医療器株式会社
香川県高松市錦町１丁目11-11

一般競争入札 - 18,700,000 -

がんゲノム医療　C-CAT症例情報連携システム構築業
務

R2.9.18
富士通株式会社四国支社
香川県高松市藤塚町１丁目１０番３０号

一般競争入札 - 8,309,400 -
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不燃性感染性産業廃棄物収集運搬及び処分業務 R2.9.23

共英製鋼(株)山口事業所
山口県山陽小野田市大字小野田6289番地18

ニッポウ興産(株)
兵庫県姫路市飾磨区野田町１５７番地２

一般競争入札 －

＜1缶当たり＞
18L一斗缶   880円
20Lﾍﾟｰﾙ缶1,375円
50Lﾍﾟｰﾙ缶3,135円
70Lﾍﾟｰﾙ缶4,345円

－ 政府調達（単価契約）

香川大学建築物等調査業務 R2.9.28
太平ビルサービス株式会社
東京都新宿区西新宿６丁目２２番１号

一般競争入札 6,318,400 6,158,900 97

希少糖分取・採取システム 一式 R2.10.8
丸文ウエスト株式会社　四国営業所
香川県高松市古新町３－１

一般競争入札 － 10,289,400 －

高精度機能性物質分析・精製システム　一式 R2.10.16
丸文ウエスト株式会社　四国営業所
香川県高松市古新町３－１

一般競争入札 － 5,819,000 －

造血幹細胞数測定装置　一式 R2.10.19
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１－１１

一般競争入札 - 14,960,000 -

ラットを用いた体内動態の評価試験　一式 R2.10.20
株式会社新薬リサーチセンター
東京都千代田区有楽町一丁目７番１号

一般競争入札 － 5,500,000 －

物流システム対象物品（医薬品） R2.10.27
中澤氏家薬業㈱香川本社
香川県綾歌郡綾川町陶１１９３番地７

一般競争入札 - 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（医薬品） R2.10.27
㈱幸燿
香川県高松市田村町９４８番地

一般競争入札 - 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（医薬品） R2.10.27
㈱アスティス高松支店
香川県高松市勅使町７６１－１

一般競争入札 - 省略 － 単価契約

教育学部附属学校電源キャビネット　一式 R2.10.27
四国通建株式会社　高松支店
香川県高松市昭和町１丁目１番２６号

一般競争入札 － 13,948,000 -

香川大学（医病）ヘリポート給油施設新営設計業務 R2.10.30
株式会社内藤建築事務所
京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地

一般競争入札 5,256,900 4,950,000 94
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精密チップ組立実装システム 一式 R2.11.2
株式会社日進機械
高松市一宮町７４４番地１

一般競争入札 － 14,080,000 －

神経機能検査装置　一式 R2.11.30
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５－１

一般競争入札 - 13,838,000 -

Ｘ線照射装置　一式 R2.12.4
化研テクノ㈱高松営業所
香川県高松市林町１４８－１９

一般競争入札 － 5,720,000 －

2021年電子ジャーナルの利用　一式 R2.12.11
(株)紀伊國屋書店岡山営業所
岡山県岡山市北区中山下2丁目2番1号
エスパス岡山9階

一般競争入札 － 9,321,599 －

眼科用レーザ光凝固装置 R2.12.22
㈱アーガス・ビー・エム・シー
愛媛県松山市高岡町２８番地１

一般競争入札 - 9,900,000 -

香川大学医学部附属病院患者給食等業務請負 R2.12.25
㈱中央
香川県高松市香川町川東下１８３５番地１

一般競争入札 - 512,424,000 -

多用途個人用透析装置　一式 R2.12.25
㈱サナス
愛媛県松山市南吉田町２２０９－１

一般競争入札 - 5,665,000 -

教育学部附属学校学習者用コンピュータ（第２次）一式 R3.1.14
アライドテレシス株式会社　関西中四国営業本
部
香川県高松市寿町1-2-5　井門高松ビル8F

一般競争入札 － 45,527,900 -

超音波画像診断装置　一式
（救命救急センター）

R3.1.15
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 - 11,000,000 -

超音波画像診断装置　一式
（総合周産期母子医療センター）

R3.1.21
㈱大一器械香川営業所
香川県高松市伏石町２１２８－１

一般競争入札 - 6,050,000 -

結核検診〔単純撮影、胸部、デジタル撮影〕 R3.1.22
公益財団法人　香川県総合健診協会
香川県高松市郷東町587番地1

一般競争入札 - 11,226,600 -
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閉鎖式保育器　一式 R3.1.27
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 - 9,735,000 -

超音波画像診断装置　一式
（小児科）

R3.1.28
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１－１１

一般競争入札 - 10,890,000 -

超音波画像診断装置　一式
（泌尿器）

R3.1.29
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１－１１

一般競争入札 - 10,780,000 -

耳鼻咽喉科ハイビジョン内視鏡システム　一式 R3.2.9
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１－１１

一般競争入札 － 5,555,000 －

内科外来エコー室の超音波装置 R3.2.18
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１－１１

一般競争入札 － 14,960,000 －

香川大学医学部附属病院ＭＥ機器管理等業務請負 R3.2.24
㈱ムトウテクノス
北海道札幌市中央区北２条西１７丁目１－２

一般競争入札 - 7,524,000 -

香川大学医学部附属病院診療材料等物流管理業務請
負

R3.2.25
㈱大黒
和歌山県和歌山市手平３丁目８番４３号

一般競争入札 - 42,108,000 -

香川大学構内警備業務　一式 R3.2.25
パナユーズ株式会社
香川県高松市多肥下町1556番地13

一般競争入札 － 77,998,717 －

移動型X線装置保守点検業務 R3.2.26
富士フイルムメディカル㈱四国支社
香川県高松市中野町２９番２

一般競争入札 - 27,622,980 -

SPECT-CT装置（SymbiaT16）保守点検業務 R3.3.2
シーメンスヘルスケア㈱四国営業所
香川県高松市伏石町２０８６番地２

一般競争入札 - 17,105,000 -

PET-CTシステム（BIOGRAPH　Vision）保守点検業務 R3.3.2
シーメンスヘルスケア㈱四国営業所
香川県高松市伏石町２０８６番地２

一般競争入札 - 94,160,000 -
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香川大学医学部附属病院内搬送等業務請負 R3.3.4
香川文教㈱
香川県木田郡三木町池戸１７６３－１

一般競争入札 - 36,168,000 -

香川大学図書館業務委託 R3.3.4
丸善雄松堂株式会社
東京都中央区日本橋2-3-10

一般競争入札 － 32,894,400 －

香川大学構内清掃業務　一式 R3.3.5
ミヤオ産業有限会社
広島県広島市中区小町２番２９号

一般競争入札 － 50,160,000 －

香川大学医学部自家発電設備等保全業務 R3.3.8
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
東京都台東区東上野五丁目２４番８号

一般競争入札 103,455,000 102,300,000 98

輸液ポンプ　一式 R3.3.8
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 - 14,462,800 -

香川大学医学部等運転・監視業務 R3.3.9
太平ビルサービス株式会社
東京都新宿区西新宿６丁目２２番１号

一般競争入札 331,870,000 328,680,000 99

香川大学医学部附属病院診療情報管理室業務請負 R3.3.9
香川文教㈱
香川県木田郡三木町池戸１７６３－１

一般競争入札 - 17,595,600 -

香川大学教育学部附属高松小学校給食調理等業務請
負　一式

R3.3.9
株式会社メフォス
東京都港区赤坂２丁目２３番１号

一般競争入札 － 17,688,000 －

香川大学教育学部附属坂出小学校給食調理等業務請
負　一式

R3.3.9
株式会社メフォス
東京都港区赤坂２丁目２３番１号

一般競争入札 － 13,002,000 －

香川大学教育学部附属特別支援学校給食調理等業務
請負　一式

R3.3.9
株式会社メフォス
東京都港区赤坂２丁目２３番１号

一般競争入札 － 5,940,000 －

香川大学医学部電話交換業務請負 R3.3.11
ハウス美装工業株式会社
香川県高松市藤塚町３丁目１２番１２号

一般競争入札 － 17,688,000 －
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香川大学自家用電気工作物保全業務 R3.3.15
一般財団法人四国電気保安協会
香川県高松市福岡町三丁目３１番１５号

一般競争入札 78,909,820 78,111,000 98

香川大学教育学部等昇降機設備保全業務 R3.3.15
株式会社日立ビルシステム
東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地

一般競争入札 27,568,200 26,982,687 97

香川大学医学部建物清掃業務請負　一式 R3.3.15
Ｋａｎｅｍｉtsu株式会社
香川県香川郡直島町１９７７番地

一般競争入札 - 9,642,600 -

香川大学（医病）病棟ナースコール設備保全業務 R3.3.17
株式会社ケアコム
東京都調布市多摩川３丁目３５番地４

一般競争入札 7,088,400 7,029,000 99

ＰＰＣ用紙（Ａ３・Ａ４・Ｂ４・Ｂ５）　一式 R3.3.18
株式会社榊紙店
香川県高松市朝日町５丁目３－８１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

香川大学廃水処理施設保全業務 R3.3.18
株式会社西原ネオ
東京都港区芝浦三丁目６番１８号

一般競争入札 12,353,000 12,320,000 99

香川大学医学部附属病院中央診療施設等業務請負 R3.3.18
香川文教㈱
香川県木田郡三木町池戸１７６３－１

一般競争入札 - 75,174,000 -

香川大学農学部等昇降機設備保全業務 R3.3.19
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
東京都千代田区有楽町１丁目７番１号

一般競争入札 13,520,100 13,392,720 99

香川大学防災設備保全業務 R3.3.19
株式会社ツゲ炭酸工業
香川県高松市郷東町１３１番地１１

一般競争入札 97,350,000 97,350,000 100

香川大学医学部等昇降機設備保全業務 R3.3.19
東芝エレベータ株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

一般競争入札 57,365,000 54,615,000 95

香川大学医学部自動制御設備等保全業務 R3.3.22
アズビル株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目７番３号

一般競争入札 11,727,100 10,670,000 90

香川大学医学部附属病院機器洗浄滅菌消毒等業務請
負

R3.3.22
エア・ウォーター・メディエイチ㈱
東京都品川区西五反田２－１２－３

一般競争入札 - 86,592,000 -
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香川大学医学部附属病院建物清掃業務請負 R3.3.22
西日本ビル管理㈱
香川県高松市東ハゼ町５番地６

一般競争入札 - 99,660,000 -

臨床検査請負 R3.3.23
㈱エスアールエル
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

臨床検査請負 R3.3.23
㈱ビー・エム・エル高松営業所
香川県高松市多肥下町１５１０－８

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

臨床検査請負 R3.3.23
㈱ＬＳＩメディエンス
東京都千代田区内神田一丁目１３番４号

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

放射線機器保守点検業務 R3.3.23
エム･シー・ヘルスケア㈱
東京都港区港南二丁目１６番１号
品川イーストワンタワー１２階

一般競争入札 - 129,789,000 -

香川大学医学部附属病院予約受付業務請負 R3.3.23
アビリティーセンター㈱
愛媛県新居浜市坂井町２－３－１７

一般競争入札 - 16,486,800 -

物流システム対象物品（医薬品） R3.3.24
㈱アスティス高松支店
香川県高松市勅使町７６１番地１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（医薬品） R3.3.24
四国アルフレッサ㈱香川営業部
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（医薬品） R3.3.24
㈱幸燿
香川県高松市田村町９４８

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（医薬品） R3.3.24
中澤氏家薬業㈱香川本社
香川県綾歌郡綾川町陶１１９３番地７

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

病室用カーテン賃貸借 R3.3.24
㈱トーカイ
香川県高松市鶴市町２０２５番地３

一般競争入札 - 487,815 - 月額

洗濯業務請負 R3.3.24
㈱トーカイ
香川県高松市鶴市町２０２５番地３

一般競争入札 － 省略 － 単価契約
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香川大学医学部附属病院医事業務等請負 R3.3.24
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地

一般競争入札 - 222,195,600 -

香川大学医学部附属病院手術部クラーク業務請負 R3.3.24
㈱ニチイ学館
東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地

一般競争入札 - 14,120,040 -

全身用X線CT装置保守点検業務 R3.3.25
㈱大一器械香川営業所
香川県高松市伏石町２１２８番地１

一般競争入札 - 158,065,600 -

ソリリス点滴静注（医薬品）（300mg/1瓶） R3.3.25
㈱幸燿
香川県高松市田村町９４８番地

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

スピンラザ髄注（医薬品）（12mg5mL/1瓶） R3.3.25
四国アルフレッサ㈱香川営業部
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

香川大学医学部附属病院患者給食用食器洗浄等業務
請負

R3.3.26
香川文教㈱
香川県木田郡三木町池戸１７６３－１

一般競争入札 - 38,940,000 -

香川大学被ばく放射線量測定検査　一式 R3.3.30
株式会社千代田テクノル
東京都文京区湯島１丁目７番１２号

一般競争入札 - 6,257,306 -

香川大学作業環境測定業務 R3.4.13
シコク分析センター株式会社
香川県丸亀市北平山町２丁目１４番１０号

一般競争入札 37,026,000 34,650,000 93

香川大学空気調和設備保全業務 R3.4.21
川崎設備工業株式会社
愛知県名古屋市中区大須一丁目６番４７号

一般競争入札 34,089,000 33,000,000 96

香川大学ガスエンジンヒートポンプ式空気調和設備保
全業務

R3.5.21
パナソニック産機システムズ株式会社
東京都墨田区押上一丁目１番２号

一般競争入札 8,281,900 8,250,000 99

香川大学医学部附属病院医療ガス設備保全業務 R3.5.24
高松帝酸株式会社
香川県高松市朝日町５丁目１４番１号

一般競争入札 19,525,000 19,305,000 98
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香川大学医学部構内緑地管理業務 R3.6.7
株式会社朝日
香川県高松市仏生山町甲２８４０番地１

一般競争入札 8,694,400 8,580,000 98

香川大学キャンパス包括ソフトウェアライセンス R3.6.8
富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地

一般競争入札 - 65,980,407 -

医療用液体酸素　外 R3.6.16
高松帝酸㈱高松事業所
香川県高松市朝日町５丁目１４番１号

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

一般廃棄物収集運搬処分業務請負 R3.6.17
香川県木田郡三木町池戸2960番地
株式会社　三木山田清掃

一般競争入札 - 29.7 円/1kg当り - 単価契約

合併浄化槽汚泥引抜業務請負 R3.6.17
香川県木田郡三木町池戸2960番地
株式会社　三木山田清掃

一般競争入札 - 14,512.3円/㎥当り - 単価契約

実験排水汚泥引抜運搬及び処分業務請負 R3.6.17
香川県綾歌郡綾川町山田下2994番地1
株式会社　富士クリーン

一般競争入札 - 28,050円/㎥当り - 単価契約

高精度放射線治療システム　一式 R3.6.17
㈱シーメック高松営業所
香川県高松市太田下町３０２０番地１４

一般競争入札（総合評価） - 583,000,000 -

物流システム対象物品（特定治療材料） R3.6.21
㈱アスティス高松支店
香川県高松市勅使町７６１－１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R3.6.21
㈱ウイン・インターナショナル
第二営業部高松営業所
香川県高松市伏石町２１５８－４

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R3.6.21
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R3.6.21
㈱ジェイ・シー・ティ高松営業所
香川県高松市伏石町２０４９－７
レイクウエストⅡ２Ｆ

一般競争入札 - 省略 - 単価契約
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                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　令和２年４月～令和３年９月契約分

物流システム対象物品（特定治療材料） R3.6.21
㈱シーメック高松営業所
香川県高松市太田下町３０２０番地１４

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R3.6.21
㈱ムトウ四国
香川県高松市香川町浅野３３２番地

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R3.6.21
㈱幸燿
香川県高松市田村町９４８番地

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R3.6.21
宮野医療器㈱高松営業所
香川県高松市東山崎町４３５－２－１０２

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R3.6.21
四国アルフレッサ㈱香川営業部
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R3.6.21
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R3.6.21
尾路医科器械㈱
香川県高松市中野町１２番６号

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R3.6.21
㈱大一器械香川営業所
香川県高松市伏石町２１２８番地１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R3.6.21
㈱サナス
愛媛県松山市南吉田町２２０９－１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
㈱アスティス高松支店
香川県高松市勅使町７６１－１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
㈱ウイン・インターナショナル
第二営業部高松営業所
香川県高松市伏石町２１５８－４

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
㈱エム・イー・サイエンス高松営業所
香川県高松市松縄町１０１１－１７

一般競争入札 - 省略 - 単価契約
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契約者の役職、氏名及び所在地

　　香川県高松市幸町１番１号 （予定価格及び落札率の欄の「－」は、他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しないもの。）

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
一般競争入札・指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％） 備　　　　考

　　国立大学法人香川大学長　　筧　　善　行

                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　令和２年４月～令和３年９月契約分

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
㈱ジェイ・シー・ティ高松営業所
香川県高松市伏石町２０４９－７
レイクウエストⅡ２Ｆ

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
㈱サナス
愛媛県松山市南吉田町２２０９－１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
㈱ムトウ四国
香川県高松市香川町浅野３３２番地

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
㈱幸燿
香川県高松市田村町９４８番地

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
宮野医療器㈱高松営業所
香川県高松市東山崎町４３５－２－１０２

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
四国アルフレッサ㈱香川営業部
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
中澤氏家薬業㈱香川本社
香川県綾歌郡綾川町陶１１９３番地７

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
尾路医科器械㈱
香川県高松市中野町１２番６号

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
㈱大一器械香川営業所
香川県高松市伏石町２１２８番地１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
㈱アーガス・ビー・エム・シー
愛媛県松山市高岡町２８番地１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約
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契約者の役職、氏名及び所在地

　　香川県高松市幸町１番１号 （予定価格及び落札率の欄の「－」は、他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しないもの。）

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
一般競争入札・指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％） 備　　　　考

　　国立大学法人香川大学長　　筧　　善　行

                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　令和２年４月～令和３年９月契約分

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
㈱シーメック高松営業所
香川県高松市太田下町３０２０番地１４

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R3.6.21
アルフレッサ篠原化学㈱香川支店
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５－１０

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R3.6.21
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R3.6.21
四国アルフレッサ㈱香川営業部
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R3.6.21
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R3.6.21
中澤氏家薬業㈱香川本社
香川県綾歌郡綾川町陶１１９３番地７

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R3.6.21
尾路医科器械㈱
香川県高松市中野町１２番６号

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R3.6.21
㈲赤井商会
香川県木田郡三木町大字平木９

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R3.6.21
㈱ニューパック住友香川支店
香川県高松市勅使町５３４－１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R3.6.21
㈱マツシタ
香川県東かがわ市三本松３５２番地

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R3.6.21
㈱ムトウ四国
香川県高松市香川町浅野３３２番地

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R3.6.21
㈱大一器械香川営業所
香川県高松市伏石町２１２８番地１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約
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契約者の役職、氏名及び所在地

　　香川県高松市幸町１番１号 （予定価格及び落札率の欄の「－」は、他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しないもの。）

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
一般競争入札・指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％） 備　　　　考

　　国立大学法人香川大学長　　筧　　善　行

                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　令和２年４月～令和３年９月契約分

物流システム対象物品（雑品） R3.6.21
㈱アスティス高松支店
香川県高松市勅使町７６１－１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R3.6.21
日本電子機器㈱高松営業所
香川県高松市松縄町１１４３番地２４

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R3.6.21
㈱ジェイ・シー・ティ高松営業所
香川県高松市伏石町２０４９－７
レイクウエストⅡ２Ｆ

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R3.6.21
化研テクノ㈱高松営業所
香川県高松市林町１４８－１９

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（歯科材料） R3.6.21
㈱玉井歯科商店高松店
香川県高松市栗林町３丁目４の１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（機器付属消耗品） R3.6.21
㈱アーガス・ビー・エム・シー
愛媛県松山市高岡町２８番地１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（機器付属消耗品） R3.6.21
㈱アスティス高松支店
香川県高松市勅使町７６１－１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（機器付属消耗品） R3.6.21
㈱ウイン・インターナショナル
第二営業部高松営業所
香川県高松市伏石町２１５８－４

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（機器付属消耗品） R3.6.21
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（機器付属消耗品） R3.6.21
㈱ムトウ四国
香川県高松市香川町浅野３３２番地

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（機器付属消耗品） R3.6.21
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R3.6.21
㈱アスティス高松支店
香川県高松市勅使町７６１－１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約
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契約者の役職、氏名及び所在地

　　香川県高松市幸町１番１号 （予定価格及び落札率の欄の「－」は、他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しないもの。）

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
一般競争入札・指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％） 備　　　　考

　　国立大学法人香川大学長　　筧　　善　行

                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　令和２年４月～令和３年９月契約分

物流システム対象物品（検査材料） R3.6.21
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R3.6.21
㈱ムトウ四国
香川県高松市香川町浅野３３２番地

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R3.6.21
㈱サナス
愛媛県松山市南吉田町２２０９－１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R3.6.21
四国アルフレッサ㈱香川営業部
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R3.6.21
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R3.6.21
化研テクノ㈱高松営業所
香川県高松市林町１４８－１９

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R3.6.21
㈱ウイン・インターナショナル
第二営業部高松営業所
香川県高松市伏石町２１５８－４

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R3.6.21
㈱大一器械香川営業所
香川県高松市伏石町２１２８番地１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R3.6.21
アルフレッサ篠原化学㈱香川支店
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R3.6.21
㈱幸燿
香川県高松市田村町９４８番地

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R3.6.21
㈱ジェイ・シー・ティ高松営業所
香川県高松市伏石町２０４９－７
レイクウエストⅡ２Ｆ

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（試薬） R3.6.21
㈱アスティス高松支店
香川県高松市勅使町７６１－１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

21



契約者の役職、氏名及び所在地

　　香川県高松市幸町１番１号 （予定価格及び落札率の欄の「－」は、他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しないもの。）

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
一般競争入札・指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％） 備　　　　考

　　国立大学法人香川大学長　　筧　　善　行

                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　令和２年４月～令和３年９月契約分

物流システム対象物品（試薬） R3.6.21
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（試薬） R3.6.21
㈱幸燿
香川県高松市田村町９４８番地

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（試薬） R3.6.21
四国アルフレッサ㈱香川営業部
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（試薬） R3.6.21
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（試薬） R3.6.21
化研テクノ㈱高松営業所
香川県高松市林町１４８－１９

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（試薬） R3.6.21
㈱サナス
愛媛県松山市南吉田町２２０９－１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（試薬） R3.6.21
アルフレッサ篠原化学㈱香川支店
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

凍結組織切片作成装置　一式 R3.6.22
四国医療器株式会社
香川県高松市錦町1丁目11-11

一般競争入札 - 5,280,000 -

生体情報管理システム保守点検業務 R3.6.23
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 - 19,800,000 -

細胞外フラックスアナライザー　一式 R3.6.29
四国医療器株式会社
香川県高松市錦町1丁目11-11

一般競争入札 - 9,680,000 -

心臓用超音波診断装置　一式 R3.7.2
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 - 28,050,000 -
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契約者の役職、氏名及び所在地

　　香川県高松市幸町１番１号 （予定価格及び落札率の欄の「－」は、他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しないもの。）

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
一般競争入札・指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％） 備　　　　考

　　国立大学法人香川大学長　　筧　　善　行

                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　令和２年４月～令和３年９月契約分

病理検査システム　一式 R3.7.30
富士通Japan㈱香川支社
香川県高松市藤塚町１丁目１０番３０号

一般競争入札 - 29,999,200 -

細胞凍結プログラムフリーザー　一式 R3.8.23
化研テクノ㈱高松営業所
香川県高松市林町１４８－１９

一般競争入札 - 6,490,000 -

蛍光顕微鏡　一式 R3.9.10
㈱大一器械香川営業所
香川県高松市伏石町２１２８番地１

一般競争入札 - 14,749,900 -

小動物モニタリング装置　一式 R3.9.17
アルフレッサ篠原化学㈱香川支店
香川県高松市国分寺町福家甲１２５５番地１０

一般競争入札 - 81,865,000 -

バーチャルスライド装置　一式 R3.9.17
㈱大一器械香川営業所
香川県高松市伏石町２１２８番地１

一般競争入札 - 45,502,600 -

香川大学給与関係事務委託業務　一式 R3.9.21
日本郵政スタッフ株式会社
東京都港区赤坂８丁目４番１４号

一般競争入札 － 71,951,520 －

連続血圧・血行動態測定装置　一式 R3.9.29
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 - 7,425,000 -

注射薬自動払出システム　一式 R3.9.30
ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社
東京都港区港南一丁目２番７０号

一般競争入札（総合評価） - 147,121,920 -

シリンジポンプ　一式 R3.9.30
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５番地１

一般競争入札 - 11,724,900 -
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