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香川大学作業環境測定業務 H31.4.25
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 10,854,000 10,854,000 100

香川大学受水タンク・高置タンク保全業務 R1.5.10
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 7,161,480 6,804,000 95

香川大学医学部建物清掃業務請負　一式 R1.5.16
Ｋａｎｅｍｉtsu株式会社
香川県香川郡直島町１９７７番地

一般競争入札 － 7,673,400 －

香川大学空気調和設備保全業務 R1.5.21
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 28,090,800 25,380,000 90

小児撮影室X線撮影システム保守点検業務 R1.5.29
富士フイルムメディカル株式会社四国地区営業
本部
香川県高松市中野町２９番２

一般競争入札 － 10,653,120 －

香川大学医学部附属病院医療ガス設備保全業務 R1.5.31
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 6,703,560 6,609,600 98

香川大学医学部自動制御設備等保全業務 R1.5.31
アズビル株式会社
東京都千代田区丸の内２丁目７番３号

一般競争入札 10,130,400 9,093,600 89

医療用液体酸素　外 R1.6.19
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

血液浄化装置　１式 R1.6.20
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 － 6,515,640 －

総合教育棟ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ用可動机・椅子 一式 R1.6.21
株式会社　成豊堂
高松市番町１丁目９番１１号

一般競争入札 － 10,767,600 －

物流システム対象物品（特定治療材料） R1.6.24
㈱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

　　国立大学法人香川大学長　　筧　　善　行
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物流システム対象物品（特定治療材料） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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（特定治療材料） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
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） R1.6.24
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（特定治療材料） R1.6.24
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） R1.6.24
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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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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物流システム対象物品（診療一般材料） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
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） R1.6.24
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（診療一般材料） R1.6.24
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） R1.6.24
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

物流システム対象物品（診療一般材料） R1.6.24
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） R1.6.24
㈱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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物流システム対象物品（診療一般材料） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（雑品） R1.6.24
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（雑品） R1.6.24
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） R1.6.24
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

物流システム対象物品（雑品） R1.6.24
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） R1.6.24
㈲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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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
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物流システム対象物品（雑品） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（機器付属消耗品） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） R1.6.24
㈱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（検査材料） R1.6.24
㈱サナス高松支店
香川県高松市松縄町１０８３番地１３

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） R1.6.24
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（検査材料） R1.6.24
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） R1.6.24
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） R1.6.24
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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
㈱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） R1.6.24
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
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物流システム対象物品（試薬） R1.6.24
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） R1.6.24
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） R1.6.24
㈱サナス高松支店
香川県高松市松縄町１０８３番地１３

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

物流システム対象物品（試薬） R1.6.24
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

幸町北ｷｬﾝﾊﾟｽ講義室視聴覚機器 R1.7.17
共信コミュニケーションズ四国株式会社　高松支
店　高松市太田下町3013-17

一般競争入札 － 6,458,400 －

全自動化学発光免疫測定装置保守点検業務 R1.7.17
アボットジャパン㈱
東京都港区三田３丁目５番２７号
住友不動産三田ツインビル西館

一般競争入札 － 10,692,000 －

希少糖構造解析システム R1.7.26
株式会社　日進機械
高松市一宮町７４４番地１

一般競争入札 － 71,647,200 －

一般廃棄物収集運搬処分業務請負 R1.6.20
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 － 28.08 円/1kg当り － 単価契約

合併浄化槽汚泥引抜業務請負 R1.7.29
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 － 13,600.44円/㎥当り － 単価契約

医学系学術ネットワークシステム　一式 R1.8.7
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 － 13,281,948 －

フローサイトメーター　一式 R1.8.8
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 － 13,996,800 －

共焦点レーザー走査型検眼鏡及び光干渉断層計複合
機　一式

R1.8.22
四国医療器㈱
香川県高松市錦町１丁目１１－１１

一般競争入札 － 31,320,000 －
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輸液ポンプ　一式 R1.8.28
㈱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 － 14,931,000 －

研究交流棟遠隔講義システム R1.9.4
共信コミュニケーションズ四国株式会社　高松支
店　高松市太田下町3013-17

一般競争入札 － 6,901,200 －

ＰＥＴ／ＣＴシステム　一式 R1.9.19
総合メディカル㈱高松支店
香川県高松市亀井町２番地１

一般競争入札 － 343,200,000 － 総合評価

診察衣外賃貸借（R1.10.1～R4.9.30） R1.9.20
㈱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（R1.10.1～R4.9.30） R1.9.20
㈱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（R1.10.1～R2.9.30） R1.9.20
㈱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

教育用電子計算機システム　一式 R1.9.25
ネットワンシステムズ㈱
東京都千代田区丸の内二丁目７番２号ＪＰタ
ワー

一般競争入札 － 1,827,684 － 月額（リース６０ヶ月）

物流システム対象物品（医薬品） R1.9.25
㈱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（医薬品） R1.9.25
㈱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

物流システム対象物品（医薬品） R1.9.25
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

物流システム対象物品（医薬品） R1.9.25
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
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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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眼科手術用顕微鏡　一式 R1.10.23
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 － 14,559,600 －

全身用X線CT診断装置　一式 R1.11.1
㈱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 － 193,999,889 － 総合評価

体外循環用血液パラメータモニターシステム　一式 R1.11.5
㈱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 － 7,337,000 －

緊急検査・免疫検査システム　一式 R1.11.6
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 － 14,960,000 －

2020年電子ジャーナルの利用　一式 R1.11.21
(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 － 6,111,620 －

ＨＤ手術用内視鏡システム　一式 R1.11.27
ティーメディクス㈱
東京都新宿区西新宿１－２２－２

一般競争入札 － 3,294,280 －
総合評価
月額（リース60ヶ月）

多項目モニタ　一式 R1.12.2
㈱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 － 9,350,000 －

真空超音波洗浄装置　一式 R1.12.20
㈱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 － 9,350,000 －

血管内治療シミュレーター　一式 R1.12.24
㈱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 － 14,443,000 －

香川大学医学部附属病院患者給食等業務請負 R2.1.6
㈱中央
香川県高松市香川町東下１８３５番地１

一般競争入札 － 175,560,000 －

形成外科・美容外科内視鏡システム　一式 R2.1.21
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 － 6,259,000 －
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医療被ばく線量管理システム　一式 R2.2.12
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　１階

一般競争入札 － 11,990,000 －

磁気共鳴画像診断装置保守点検業務 R2.2.25
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 － 111,828,860 －

陰圧創傷治療ｼｽﾃﾑ　　ｹｰｼｰｱｲ社製／ActiV.A.C治療ｼ
ｽﾃﾑ　外　賃貸借

R2.2.26
㈱カワニシ高松支店
香川県高松市林町１４６５－１

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

香川大学医学部附属病院診療材料等物流管理業務請
負

R2.2.27
㈱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 －

香川大学情報入出力運用支援サービス R2.2.28
富士ゼロックス四国株式会社
香川県高松市磨屋町8-1

一般競争入札 － 省略 － 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 R2.2.28
㈱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 － 7,700,000 －

血管撮影装置Artis Zeego保守点検業務 R2.2.28
㈱シーメック高松営業所
香川県高松市太田下町３０２０－１４

一般競争入札 － 21,483,000 －

コンピューテッドラジオグラフィ保守点検業務 R2.2.28
㈱シーメック高松営業所
香川県高松市太田下町３０２０－１４

一般競争入札 － 171,388,800 －

放射線治療システム保守点検業務 R2.2.28
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 － 65,898,360 －

香川大学図書館業務委託 R2.3.4
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 －

香川大学医学部附属病院診療情報管理室業務請負 R2.3.6
香川文教㈱
香川県木田郡三木町池戸１７６３－１

一般競争入札 － 18,348,000 －
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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

R2.3.9
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 － 17,595,600 －

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

R2.3.9
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 － 12,810,600 －

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

R2.3.9
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 －

香川大学医学部建物清掃業務請負　一式 R2.3.13
Ｋａｎｅｍｉtsu株式会社
香川県香川郡直島町１９７７番地

一般競争入札 － 9,378,600 －

職員定期健康診断　一式 R2.3.13
公益財団法人香川県予防医学協会
香川県高松市伏石町２１２９番地２

一般競争入札 － 省略 － 単価契約

香川大学医学部附属病院その他警備業務請負 R2.3.16
東京セフティ(株)
高松市上天神町７９１番地１

一般競争入札 － 82,104,000 －

洗濯業務請負 R2.3.16
㈱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

香川大学廃水処理施設保全業務 R2.3.18
株式会社西原ネオ
東京都港区芝浦二丁目１１番５号

一般競争入札 12,133,000 12,100,000 99

香川大学医学部附属病院予約受付業務請負 R2.3.18
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 － 14,850,000 －

香川大学医学部附属病院内搬送等業務請負 R2.3.19
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 －

キャビネット型ケージ洗浄機　一式 R2.3.23
テクニプラスト・ジャパン㈱
東京都港区南麻布５－２－３２

一般競争入札 － 11,000,000 －

香川大学医学部附属病院医事業務等請負 R2.3.23
㈱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 － 219,014,400 －
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香川大学医学部附属病院手術部クラーク業務請負 R2.3.23
㈱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 － 14,014,440 －

香川大学医学部附属病院機器洗浄滅菌消毒等業務請
負

R2.3.23
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 － 86,856,000 －

香川大学医学部附属病院中央診療施設等業務請負 R2.3.23
香川文教㈱
香川県木田郡三木町池戸１７６３－１

一般競争入札 － 74,778,000 －

香川大学医学部附属病院建物清掃業務請負　一式 R2.3.23
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 － 104,940,000 －

ＰＰＣ用紙（Ａ３・Ａ４・Ｂ４・Ｂ５）　一式 R2.3.24
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

病室用カーテン賃貸借 R2.3.24
㈱トーカイ
香川県高松市鶴市町２０２５番地３

一般競争入札 － 486,578 － 月額

物流システム対象物品（医薬品） R2.3.25
㈱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） R2.3.25
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

物流システム対象物品（医薬品） R2.3.25
㈱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） R2.3.25
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

臨床検査請負 R2.3.26
㈱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 R2.3.26
㈱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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臨床検査請負 R2.3.26
㈱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

香川大学医学部附属病院患者給食用食器洗浄等業務
請負

R2.3.26
香川文教㈱
香川県木田郡三木町池戸１７６３－１

一般競争入札 － 36,696,000 －

ソリリス点滴静注（医薬品）（300mg/1瓶） R2.3.27
㈱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

スピンラザ髄注（医薬品）（12mg5mL/1瓶） R2.3.27
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

放射線機器保守点検業務 R2.3.30
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 － 129,030,000 －

SPECT-CT装置（SymbiaT16）保守点検業務 R2.3.30
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 －

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
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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
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