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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）
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ＲＯ医療用水製造装置　一式 H28.4.13
(株)サナス
愛媛県松山市南吉田町２２０９－１

一般競争入札 － 9,666,000 －

ダウンフローユニット付対面式切出し台　一式 H28.4.14
四国医療器(株)
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 12,960,000 －

血液浄化療法室生体情報モニタ　一式 H28.4.15
(株)サナス
愛媛県松山市南吉田町２２０９－１

一般競争入札 － 8,100,000 －

細隙灯顕微鏡システム　一式 H28.4.15
(株)アーガス・ビー・エム・シー
愛媛県松山市南江戸３丁目１番６０号

一般競争入札 － 8,478,000 －

多人数用透析液供給システム　一式 H28.5.18
(株)サナス
愛媛県松山市南吉田町２２０９－１

一般競争入札 － 13,154,400 －

作業環境測定業務 H28.5.23
㈱環境技術研究所
香川県高松市成合町823番地1

一般競争入札 7,766,280 7,668,000 99

小児撮影室Ｘ線撮影システム保守点検業務 H28.5.25
㈱キタムラメディカル高松営業所
香川県高松市国分寺町新名４７１－２

一般競争入札 - 10,692,000 －

医学部構内緑地管理業務 H28.5.27
㈲半田植物園
香川県高松市鬼無町鬼無442番地2

一般競争入札 8,917,560 5,940,000 67

ガスエンジンヒートポンプ式空気調和設備保全業務 H28.5.30
パナソニック産機システムズ㈱
東京都墨田区押上一丁目1番2号

一般競争入札 9,876,600 9,828,000 100

空気調和設備保全業務 H28.6.1
三建設備工業㈱
東京都中央区新川一丁目17番21号

一般競争入札 18,414,000 18,252,000 99

NICU生体情報モニタシステム　一式 H28.6.3
(株)カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６番地１

一般競争入札 － 61,884,000 －

　　国立大学法人香川大学長　　筧　　善　行
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超音波画像診断装置　一式 H28.6.3
日本光電工業㈱
東京都新宿区西落合１丁目３１－４

一般競争入札 - 12,636,000 －

香川大学キャンパス包括ソフトウェアライセンス　一式 H28.6.8
日本ビジネスシステムズ株式会社
東京都港区虎ノ門１丁目２３番１号虎ノ門ヒルズ
森タワー

一般競争入札 － 19,249,593 －

多用途透析装置　一式 H28.6.17
(株)サナス
愛媛県松山市南吉田町２２０９－１

一般競争入札 － 15,120,000 －

財務会計システム　一式 H28.6.17
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号

一般競争入札 － 60,852,600 －

神経機能検査装置　一式 H28.6.22
四国医療器(株)
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 10,368,000 －

病理標本作成用実験台　一式 H28.6.22
四国医療器(株)
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 11,124,000 －

医療ガス設備保全業務 H28.6.22
高松帝酸㈱
香川県高松市朝日町五丁目14番1号

一般競争入札 6,392,520 6,264,000 98

医療用液体酸素　外 H28.6.23
高松帝酸(株)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

医学部自動制御設備保全業務 H28.6.23
アズビル㈱
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

一般競争入札 8,100,000 7,560,000 93

物流システム対象物品（医薬品） H28.6.24
(株)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） H28.6.24
(株)日医工四国
香川県高松市松島町３－２４－６

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） H28.6.24
四国アルフレッサ(株)香川営業部
香川県高松市国分寺町福家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（医薬品） H28.6.24
中澤氏家薬業(株)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） H28.6.24
東和薬品（株）高松営業所
香川県高松市伏石町２１４９－１７

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） H28.6.24
（株）カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６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） H28.6.24
(株)西日本ジェネリック高松支店
香川県高松市三条町３６４

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） H28.6.24
(株)アスティス高松第一支店
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（医薬品） H28.6.24
(株)若松薬品
香川県高松市国分寺町新名５４０－２

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） H28.6.24
(株)アスティス高松第一支店
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） H28.6.24
(株)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） H28.6.24
(株)カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６－１

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） H28.6.24
(株)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） H28.6.24
(株)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） H28.6.24
(株)幸燿
香川県高松市田村町９４８

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） H28.6.24
宮野医療器(株)さぬき営業所
香川県高松市林町２５３８番地８

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） H28.6.24
四国アルフレッサ(株)香川営業部
香川県高松市国分寺町福家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） H28.6.24
四国医療器(株)
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） H28.6.24
尾路医科器械(株)
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） H28.6.24
（株）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） H28.6.24
（株）シーメック高松営業所
香川県高松市一宮７３７－２

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） H28.6.24
ハクゾウメディカル(株)四国営業所
香川県観音寺市豊浜町媛浜１５１２番地２

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） H28.6.24
(株)アスティス高松第一支店
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） H28.6.24
(株)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） H28.6.24
(株)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） H28.6.24
(株)カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６－１

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） H28.6.24
(株)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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物流システム対象物品（診療一般材料） H28.6.24
(株)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） H28.6.24
(株)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（診療一般材料） H28.6.24
宮野医療器(株)さぬき営業所
香川県高松市林町２５３８番地８

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） H28.6.24
四国アルフレッサ(株)香川営業部
香川県高松市国分寺町福家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） H28.6.24
四国医療器(株)
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） H28.6.24
中澤氏家薬業(株)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） H28.6.24
尾路医科器械(株)
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） H28.6.24
（株）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） H28.6.24
(株)アスティス高松第一支店
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） H28.6.24
(株)カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６－１

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） H28.6.24
(株)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） H28.6.24
宮野医療器(株)さぬき営業所
香川県高松市林町２５３８番地８

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） H28.6.24
四国アルフレッサ(株)香川営業部
香川県高松市国分寺町福家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） H28.6.24
四国医療器(株)
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） H28.6.24
四国八洲薬品(株)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） H28.6.24
尾路医科器械(株)
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） H28.6.24
(株)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） H28.6.24
（株）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） H28.6.24
（株）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（検査材料） H28.6.24
アルフレッサ篠原化学（株）香川支店
香川県高松市国分寺町福家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） H28.6.24
(株)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（試薬） H28.6.24
アルフレッサ篠原化学（株）香川支店
香川県高松市国分寺町福家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） H28.6.24
四国医療器 (株)
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） H28.6.24
四国八洲薬品(株)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
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物流システム対象物品（試薬） H28.6.24
四国アルフレッサ(株)香川営業部
香川県高松市国分寺町福家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） H28.6.24
(株)アスティス高松第一支店
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） H28.6.24
(株)カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６－１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） H28.6.24
四国アルフレッサ(株)香川営業部
香川県高松市国分寺町福家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） H28.6.24
四国医療器(株)
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） H28.6.24
四国八洲薬品(株)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（雑品） H28.6.24
中澤氏家薬業(株)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） H28.6.24
尾路医科器械(株)
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） H28.6.24
(有)赤井商会
香川県木田郡三木町大字平木

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） H28.6.24
（株）ニューパック住友香川支店
香川県高松市勅使町８１４番地３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） H28.6.24
（株）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） H28.6.24
(株)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
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物流システム対象物品（雑品） H28.6.24
四国八洲薬品(株)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（雑品） H28.6.24
(株)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） H28.6.24
(株)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（歯科材料） H28.6.24
(株)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（歯科材料） H28.6.24
(株)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） H28.6.24
(株)カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６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） H28.6.24
(株)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） H28.6.24
四国医療器(株)
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

一般廃棄物収集運搬処分業務請負 H28.6.28
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 － 26.67 － 単価契約（1Kgあたり）

熱傷患者治療用ベッド　一式 H28.7.1
(株)カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６番地１

一般競争入札 - 9,288,000 -

受水タンク・高置タンク保全業務 H28.7.1
ハウス美装工業㈱
香川県高松市藤塚町三丁目12番12号

一般競争入札 5,482,080 5,400,000 99



                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　平成２８年４月～平成３０年１月契約分
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

真空アーク溶解炉（NAF-361-51C形）　一式 H28.7.5
丸文ウエスト（株）四国営業所
高松市古新町３－１

一般競争入札 6,976,800 6,804,000 98

病理用什器　一式 H28.7.8
コクヨ山陽四国販売(株)高松オフィス
香川県高松市紺屋町４番地１０

一般競争入札 － 5,400,000 －

水同位体比アナライザー　一式 H28.7.15
三洋貿易株式会社
東京都千代田区神田錦町２丁目１１番地

一般競争入札 - 9,367,380 -

放射能測定装置　一式 H28.7.20
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 － 9,720,000 －

電子ジャーナル（Wiley Online Liblary）の利用　一式 H28.7.29
丸善雄松堂株式会社岡山支店
岡山県岡山市北区表町１丁目３番５０号

一般競争入札 － 24,938,017 －

超音波手術器　一式 H28.8.23
(株)カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６番地１

一般競争入札 - 8,802,000 -

免疫染色標本解析システム　一式 H28.8.26
四国医療器(株)
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 15,984,000 －

不燃性感染性産業廃棄物収集運搬及び処分業務請負
（収集運搬業務）

H28.9.15
ニッポウ興産株式会社
兵庫県姫路市飾磨区野田町157番地2

一般競争入札 －
313.2

1,274.4
－

単価契約（18㍑一斗缶）

単価契約（50㍑ペール缶）

不燃性感染性産業廃棄物収集運搬及び処分業務請負
（処分業務）

H28.9.15
共英製鋼株式会社
山口県山陽小野田市大字小野田６２８９番地１
８

一般競争入札 －
637.2

1,911.6
－

単価契約（18㍑一斗缶）

単価契約（50㍑ペール缶）

可燃性感染性産業廃棄物収集運搬及び処分業務請負
（収集運搬業務）

H28.9.15
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 － 15.12 － 単価契約（1Kgあたり）

可燃性感染性産業廃棄物収集運搬及び処分業務請負
（処分業務）

H28.9.15
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

一般競争入札 － 27 － 単価契約（1Kgあたり）
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診察衣外賃貸借 H28.9.23
㈱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

入院患者用寝具賃貸借 H28.9.23
㈱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

入院患者用病衣賃貸借 H28.9.23
㈱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

ICUベッド H28.9.28
四国医療器(株)
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 - 6,372,000 -

NICU集中治療支援システム　一式 H28.10.14
(株)カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６番地１

一般競争入札 － 61,992,000 －

2017年発行の外国雑誌 一式 H28.10.20
(株)紀伊國屋書店岡山営業所
岡山県岡山市北区中山２丁目２番１号エスパス
岡山９F

一般競争入札 - 6,332,938 -

西病棟入退室管理システム　一式 H28.11.30
綜合警備保障㈱香川支社
香川県高松市サンポート２－１

一般競争入札 － 12,852,000 －

頭部撮影室X線撮影システム保守点検業務 H28.11.30
（株）キタムラメディカル高松営業所
香川県高松市国分寺町新名４７１－３

一般競争入札 － 9,396,000 －

2017年電子ジャーナルの利用一式 H28.12.1
(株)紀伊國屋書店岡山営業所
岡山県岡山市北区中山２丁目２番１号エスパス
岡山９F

一般競争入札 - 10,687,162 -

2017年電子ジャーナルの利用一式 H28.12.1
丸善雄松堂(株)岡山支店
岡山県岡山市北区表町一丁目３番５０号F

一般競争入札 - 5,291,326 -

運動負荷心電図・心肺検査システム　一式 H28.12.5
（株）ウイン・インターナショナル高松営業所
香川県高松市伏石町２１５８－４

一般競争入札 － 12,765,600 －
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西病棟４階新電算室用無停電電源装置　一式 H28.12.7
富士電機ソリューション(株)四国支社
香川県高松市番町１丁目６番８号

一般競争入札 － 12,571,200 －

香川大学教職員グループウェアシステムカスタマイズ
一式

H28.12.22
ウェブシステムテクノロジー株式会社
香川県高松市西ハゼ町２４４番地１

一般競争入札 - 6,156,000 -

手術室懸垂システム　一式 H28.12.28
四国医療器(株)
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 12,636,000 －

手術室収納・埋込器具　一式 H29.1.11
㈱シーメック高松営業所
香川県高松市一宮７３７－２

一般競争入札 - 25,677,000 -

証明書自動発行機　一式 H29.1.13
ＳＣＳＫ株式会社
東京都江東区豊洲３丁目２番２０号

一般競争入札 - 11,998,800 -

LLシステム　パソコン　外　一式 H29.1.25
平成堂株式会社
香川県高松市田村町496番地

一般競争入札 - 7,877,520 -

全身麻酔装置　一式 H29.1.26
(株)カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６番地１

一般競争入札 － 5,130,000 －

電子ジャーナル（Wiley Online Library）の利用　　一式 H29.1.27
丸善雄松堂株式会社岡山支店
岡山県岡山市北区表町一丁目３番５０号

一般競争入札 - 25,446,681 -

西病棟医療用什器　一式 H29.1.30
四国医療器(株)
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 9,990,000 －

香川大学医学部附属病院中央診療施設等業務請負 H29.2.1
香川文教㈱
香川県木田郡三木町大字池戸1763-1

一般競争入札 - 143,467,200 -

コンピューテッドラジオグラフィ保守点検業務 H29.2.1
（株）キタムラメディカル高松営業所
香川県高松市国分寺町新名４７１－３

一般競争入札 - 28,900,800 -
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ICG蛍光内視鏡システム H29.2.1
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６－１

一般競争入札 - 11,880,000 -

手術室映像管理システム　一式 H29.2.1
㈱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 - 69,444,000 -

手術部生体情報モニタシステム　一式 H29.2.1
(株)カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６番地１

一般競争入札 - 15,768,000 -

血管撮影装置Artis zeego保守点検業務 H29.2.2
㈱シーメック高松営業所
香川県高松市国分寺町新名４７１－３

一般競争入札 - 7,344,000 -

光干渉断層計　米国　カールツァイスメディテック社製
Swept Source OCT PLEX エリート ９００

H29.2.7
㈱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 - 12,592,800 -

香川大学教育学部附属高松小学校で使用する電気 H29.2.10
大一ガス（株）
愛媛県松山市萱町１丁目３の１２

一般競争入札 - 4,551,762 -

デバイス実装加工装置　一式 H29.2.20
(株)日進機械
高松市一宮町７４４番地１

一般競争入札 15,887,880 15,876,000 99.93%

磁気共鳴断層撮影装置（Signa ExiteHD）保守点検業務 H29.2.21
ＧＥヘルスケア・ジャパン（株）高松営業所
香川県高松市上之町１－１－１

一般競争入札 - 20,402,280 -

滅菌物品質管理システム　一式 H29.2.22
四国医療器(株)
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 - 9,720,000 -

関節鏡システム H29.2.28
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 - 15,660,000 -

業務用データバックアップ専用ストレージシステム　一
式

H29.3.3
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号

一般競争入札 - 6,163,560
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香川大学図書館業務委託　一式 H29.3.3
丸善雄松堂（株）岡山支店
岡山県岡山市北区表町１丁目３番５０号

一般競争入札 - 34,992,000 -

香川大学医学部附属病院診療材料等物流管理業務請
負

H29.3.3
㈱大黒
和歌山県和歌山市手平３－８－４３

一般競争入札 - 28,061,640 -

香川大学医学部附属病院予約受付業務請負 H29.3.3
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 - 9,460,800 -

結核検診（学生対象）　一式 H29.3.8
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 - 777.6 一人あたり単価契約

香川大学医学部附属病院ME機器管理等業務請負 H29.3.9
（株）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 - 7,560,000 -

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

H29.3.13
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 - 12,312,000

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

H29.3.13
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 - 6,480,000

香川大学医学部建物清掃業務請負 H29.3.13
Kanemitsu株式会社
香川県香川郡直島町２２４９番地７　ドラゴンタウ
ン

一般競争入札 - 8,041,680 - (月額　６７０，１４０　円)

洗濯業務請負　 H29.3.14
㈱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

放射線診断画像参照端末　一式 H29.3.15
メディオンリンク㈱
香川県高松市木太町５１０９番地３
ダイアパレス木太三番館１F

一般競争入札 - 32,400,000 -

外注検査 H29.3.16
㈱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

外注検査 H29.3.16
㈱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
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外注検査 H29.3.16
㈱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

香川大学医学部電話交換業務請負 H29.3.16
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 - 17,366,400 -

アイリーア硝子体内注射液40mg/mL　外２件 H29.3.17
㈱アスティス
愛媛県松山市高野町甲1番地１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

アバスチン点滴静注用400mg/16ml H29.3.17
四国アルフレッサ㈱
香川県高松市国分寺町福家甲1255番地10

一般競争入札 - 155,763 -
単価契約
予定調達総額：176,167,953円

香川大学医学部附属病院医事業務等請負 H29.3.17
㈱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 - 170,758,368 -

香川大学医学部附属病院手術部クラーク業務請負 H29.3.17
㈱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 - 11,689,920 -

香川大学医学部附属病院診療情報管理室業務請負 H29.3.17
香川文教㈱
香川県木田郡三木町大字池戸1763-1

一般競争入札 - 16,718,400 -

香川大学医学部附属病院建物清掃業務請負 H29.3.17
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 - 107,568,000 -

ＰＰＣ用紙（Ａ３・Ａ４・Ｂ４・Ｂ５）　一式 H29.3.22
（株）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

採血・免疫検査システム保守点検業務 H29.3.22
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 - 5,125,680 -

総合医療情報システムリース H29.3.22
富士通リース㈱四国支店
香川県高松市藤塚町一丁目１０番３０号

一般競争入札 － 41,580,000 - 月額（リース７２ヶ月）

外来棟・中診棟入退室管理システム　一式 H29.3.23
綜合警備保障㈱香川支社
香川県高松市サンポート２－１

一般競争入札 - 11,448,000 -

香川大学医学部附属病院機器洗浄滅菌消毒等業務請
負

H29.3.24
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６－１

一般競争入札 - 83,203,200 -
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放射線機器保守点検業務 H29.3.27
エム･シー・ヘルスケア(株)
東京都港区港南二丁目１６番１号

一般競争入札 - 154,980,000 -

全身用Ｘ線ＣＴ診断装置移設業務請負　一式 H29.4.5

㈱ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾙｽｼｽﾃﾑｽﾞ営業本
部
東京都港区港南二丁目１３番３７号　ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾋﾞ
ﾙ

一般競争入札 － 10,476,000 －

手術台　一式 H29.4.19
四国医療器(株)
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 5,779,080 －

香川大学総合情報センターネットワークシステム　一式 H29.4.27
ネットワンシステムズ株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目７番２号

一般競争入札（総合評価） － 3,292,056 － 月額（リース６０ヶ月）

新生児・小児用人工呼吸器　一式 H29.4.28
(株)カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６番地１

一般競争入札 － 9,990,000 －

上部下部消化管用及び十二指腸用電子内視鏡システム　一式　外　3件 H29.4.28
ティーメディクス㈱
東京都新宿区西新宿一丁目22番2号

一般競争入札 － 1,060,303 － 月額（リース６０ヶ月）

上部下部消化管用内視鏡システム　一式　外 H29.4.28
リコーリース㈱四国支店
香川県高松市東ハゼ町９番地７

一般競争入札 － 508,321 － 月額（リース６０ヶ月）

３D画像処理ワークステーション　一式 H29.5.19
メディオンリンク㈱
香川県高松市木太町５１０９番地３ダイアパレス
木太三番館１F

一般競争入札 － 51,300,000 －

医学部構内緑地管理業務 H29.5.25
㈱桂組
香川県高松市新田町甲1918番地１

一般競争入札 8,765,280 6,750,000 77

ガスエンジンヒートポンプ式空気調和設備保全業務 H29.5.31
パナソニック産機システムズ㈱
東京都墨田区押上一丁目１番２号

一般競争入札 8,691,840 8,532,000 98

医療ガス設備保全業務 H29.6.5
高松帝酸㈱
香川県高松市朝日町五丁目14番1号

一般競争入札 6,478,920 6,372,000 98
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香川大学構内清掃業務　一式 H29.6.5
株式会社サンメンテナンス
大阪市中央区常盤町２丁目２番５号

一般競争入札 － 44,226,000 - （月額　2,106,000円）

空気調和設備保全業務 H29.6.5
川崎設備工業㈱
愛知県名古屋市中区大須一丁目６番４７号

一般競争入札 26,017,200 23,598,000 91

作業環境測定業務 H29.6.6
シコク分析センター㈱
香川県丸亀市北平山町２丁目１４番１０号

一般競争入札 11,221,200 11,178,000 100

香川大学キャンパス包括ソフトウェアライセンス　一式 H29.6.8
東芝クライアントソリューション㈱
東京都江東区豊洲５丁目６番１５号

一般競争入札 － 20,947,792 －

医学部自動制御設備等保全業務 H29.6.22
アズビル㈱
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

一般競争入札 7,842,960 7,257,600 93

医療用液体酸素　外 H29.6.23
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

物流システム対象物品（特定治療材料） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６－１

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） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
㈱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
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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

物流システム対象物品（特定治療材料） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
宮野医療器㈱高松営業所
香川県高松市木太町５０９９番地５

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） H29.6.26
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） H29.6.26
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） H29.6.26
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） H29.6.26
（株）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） H29.6.26
（株）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） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６－１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約



                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　平成２８年４月～平成３０年１月契約分
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

物流システム対象物品（診療一般材料） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
宮野医療器㈱高松営業所
香川県高松市木太町５０９９番地５

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） H29.6.26
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） H29.6.26
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） H29.6.26
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） H29.6.26
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） H29.6.26
（株）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） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
㈱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



                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　平成２８年４月～平成３０年１月契約分
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

物流システム対象物品（診療一般材料） H29.6.26
ミドリ安全高松㈱
香川県高松市福岡町２丁目２４番３１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） H29.6.26
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６－１

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） H29.6.26
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） H29.6.26
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） H29.6.26
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） H29.6.26
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） H29.6.26
㈲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） H29.6.26
（株）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） H29.6.26
（株）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） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
四国八洲薬品㈱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



                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　平成２８年４月～平成３０年１月契約分
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

物流システム対象物品（雑品） H29.6.26
（株）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） H29.6.26
（株）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） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
㈱キタムラメディカル高松営業所
香川県高松市国分寺町新名４７１－３

一般競争入札 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） H29.6.26
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（歯科材料） H29.6.26
（株）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（歯科材料） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
（株）カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６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） H29.6.26
㈱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） H29.6.26
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） H29.6.29
㈱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



                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　平成２８年４月～平成３０年１月契約分
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

物流システム対象物品（検査材料） H29.6.29
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６－１

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） H29.6.29
㈱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） H29.6.29
宮野医療器㈱高松営業所
高松市木太町５０９９番地５

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） H29.6.29
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） H29.6.29
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 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） H29.6.29
四国八洲薬品㈱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） H29.6.29
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） H29.6.29
㈱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） H29.6.29
（株）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） H29.6.29
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） H29.6.29
㈱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



                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　平成２８年４月～平成３０年１月契約分
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

物流システム対象物品（試薬） H29.6.29
㈱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） H29.6.29
㈱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（試薬） H29.6.29
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） H29.6.29
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 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（試薬） H29.6.29
四国八洲薬品㈱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） H29.6.29
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

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ植物光合成総合解析ｼｽﾃﾑ　一式 H29.7.31
丸文ウエスト株式会社

兵庫県神戸市中央区海岸通2-2-3東和ビル
一般競争入札 10,869,120 10,864,800 99

ポータブル植物光合成総合解析システム H29.7.31

丸文ウエスト株式会社

兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目2番3号東和
ビル

一般競争入札 10,869,120 10,864,800 99.96

附属学校　給食用真空冷却設備・調理器具　一式 H29.8.4
日本調理機株式会社　高松営業所

香川県高松市太田上町２－１
一般競争入札 7,179,840 7,020,000 98

香川大学キャンパス間等接続用回線サービス　一式 H29.8.9
株式会社ＳＴＮｅｔ
香川県高松市春日町１７３５番地３

一般競争入札 － 830,628 － 月額契約金額

放射線部門端末　一式 H29.8.10
メディオンリンク㈱
香川県高松市木太町５１０９番地３ダイアパレス
木太三番館１F

一般競争入札 － 14,634,000 －
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内視鏡情報管理システム　一式 H29.8.25
(株)カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６番地１

一般競争入札 － 48,060,000 －

西病棟入退室管理システム　一式 H29.9.15
綜合警備保障(株) 香川支社
香川県高松市サンポート２－１

一般競争入札 － 5,680,800 －

香川大学総合情報センターコンピュータシステム　一式 H29.9.20

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
富士通リース株式会社
東京都千代田区神田練塀町３番地

一般競争入札（総合評価） － 4,833,000 － 月額（リース６０ヶ月）

調剤支援・注射薬払出システムサーバ　一式 H29.9.28
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 － 11,680,740 －

物流システム対象物品（医薬品） H29.9.28
㈱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） H29.9.28
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） H29.9.28
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） H29.9.28
東和薬品㈱高松営業所
香川県高松市伏石町２１４９－１７

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） H29.9.28
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６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） H29.9.28
㈱西日本ジェネリック高松支店
香川県高松市三条町３６４

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） H29.9.28
㈱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



                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　平成２８年４月～平成３０年１月契約分
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

物流システム対象物品（医薬品） H29.9.28
㈱若松薬品
香川県高松市国分寺町新名５４０番地２

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

香川大学図書館情報システム　一式 H29.9.29

富士電機ＩＴソリューション株式会社四国支店
香川県高松市番町１丁目６番８号
富士通リース株式会社
東京都千代田区神田練塀町３番地

一般競争入札 － 484,920 － 月額（リース６０ヶ月）

放射線治療計画装置　一式 H29.10.18
（株）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 － 12,992,400 －

2018年発行の外国雑誌　一式 H29.10.20
(株)紀伊國屋書店岡山営業所
岡山県岡山市北区中山2丁目2番1号
エスパス岡山9階

一般競争入札 ‐ 5,866,717 ‐

磁気共鳴画像診断装置　一式 H29.10.20
NTTファイナンス（株）四国支店
愛媛県松山市二番町三丁目6番地

一般競争入札 － 5,887,458 － 月額（リース　72ヶ月）

手術部生体情報モニタシステム　一式 H29.10.27
(株)カワニシ高松支店
香川県高松市西ハゼ町２７６番地１

一般競争入札 － 47,520,000 －

手洗装置　一式 H29.10.31
四国医療器(株)
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 8,964,000 －

香川大学医学部附属病院診療材料等物流管理業務請
負

H29.11.13
（株）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 － 51,516,000 －

2018年電子ジャーナルの利用　一式 H29.11.20
(株)紀伊國屋書店岡山営業所
岡山県岡山市北区中山2丁目2番1号
エスパス岡山9階

一般競争入札 ‐ 9,878,217 ‐

超音波診断装置　一式 H29.11.30
GEヘルスケア・ジャパン（株）高松営業所
香川県高松市上之町1-1-1

一般競争入札 － 15,951,600 －

微生物培養条件検証装置　一式 H29.12.4
四国八洲薬品株式会社
徳島県徳島市東沖洲２丁目１７番地

一般競争入札 － 41,742,000 － 政府調達
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脱塩精製条件検証装置　一式 H29.12.6
四国八洲薬品株式会社
徳島県徳島市東沖洲２丁目１７番地

一般競争入札 － 15,174,000 －

東西病棟デイルーム什器　一式 H29.12.12
(株)成豊堂
香川県高松市番町１丁目９番１１号

一般競争入札 － 4,989,600 －

酵素固定化条件検証装置　一式 H29.12.13
四国八洲薬品株式会社
徳島県徳島市東沖洲２丁目１７番地

一般競争入札 － 15,336,000 －

赤外線加熱システム    一式 H29.12.14
丸文ウエスト株式会社
香川県高松市古新町３－１

一般競争入札 － 5,400,000 －

電子ジャーナル（Wiley Online Library）の利用　　一式 H29.12.18
丸善雄松堂株式会社岡山支店
岡山県岡山市北区表町一丁目３番５０号

一般競争入札 - 25,625,856 -

呼吸機能検査システム　一式 H29.12.20
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 － 13,824,000 －

SPECT-CT装置（SymbiaT16）保守点検業務 H29.12.25
シーメンスヘルスケア（株）四国営業所
香川県高松市伏石町2086番地2

一般競争入札 － 19,440,000 －

高速液体クロマトグラフ　一式 H29.12.26
丸文ウエスト株式会社
兵庫県神戸市中央区海岸通２丁目２番３号

一般競争入札 － 21,600,000 － 政府調達

ナノ微細加工・観察装置　一式 H29.12.26
株式会社日進機械
香川県高松市一宮町７４４番地１

一般競争入札 － 35,127,810 － 政府調達

純水製造システム　一式 H29.12.27
四国医療器(株)
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 7,560,000 －

採血・採尿支援システム　一式 H30.1.22
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 － 15,390,000 －
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香川大学教育学部附属高松小学校で使用する電気
一式

H30.1.31
大一ガス株式会社
愛媛県松山市愛媛県松山市萱町１丁目３−１２

一般競争入札 － 10,976,844 － 複数年契約（H30.5～H33.3）

香川大学教育学部附属高松中学校で使用する電気
一式

H30.1.31
大一ガス株式会社
愛媛県松山市愛媛県松山市萱町１丁目３−１２

一般競争入札 － 8,025,058 － 複数年契約（H30.5～H33.3）

香川大学教育学部附属坂出小学校で使用する電気
一式

H30.1.31
大一ガス株式会社
愛媛県松山市愛媛県松山市萱町１丁目３−１２

一般競争入札 － 6,535,911 － 複数年契約（H30.5～H33.3）

香川大学教育学部附属坂出中学校で使用する電気
一式

H30.1.31
大一ガス株式会社
愛媛県松山市愛媛県松山市萱町１丁目３−１２

一般競争入札 － 7,290,789 － 複数年契約（H30.5～H33.3）

香川大学教育学部附属特別支援学校で使用する電気　一式 H30.1.31
大一ガス株式会社
愛媛県松山市愛媛県松山市萱町１丁目３−１２

一般競争入札 － 4,883,089 － 複数年契約（H30.5～H33.3）

香川大学農学部附属農場で使用する電気　一式 H30.1.31
大一ガス株式会社
愛媛県松山市愛媛県松山市萱町１丁目３−１２

一般競争入札 － 5,224,259 － 複数年契約（H30.5～H33.3）


