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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）
予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（％） 備　　　　考

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 H30.5.10
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 6,801,000 6,680,000 98

耳鼻咽喉科治療ユニット　一式 H30.5.18
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 － 9,180,000 －

歯科用ユニット　一式 H30.5.18
（株）玉井歯科商店高松店
高松市栗林町３丁目４－１

一般競争入札 － 6,039,792 －

香川大学作業環境測定業務 H30.5.21
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 10,610,000 10,500,000 99

香川大学空気調和設備保全業務 H30.5.23
三建設備工業株式会社
東京都中央区新川一丁目１７番２１号

一般競争入札 22,330,000 20,600,000 92

口腔外用サクション　一式 H30.5.23
（株）玉井歯科商店高松店
高松市栗林町３丁目４－１

一般競争入札 － 6,289,920 －

香川大学医学部構内緑地管理業務 H30.5.28
末澤緑地株式会社
香川県高松市鬼無町鬼無１２２番地

一般競争入札 8,204,000 6,000,000 73

耳鼻咽喉科内視鏡システム　一式 H30.5.28
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 － 7,614,000 －

香川大学キャンパス包括ソフトウェアライセンス　一式 H30.6.8
東芝クライアントソリューション株式会社　〔東京
都江東区豊洲五丁目６番１５号〕

一般競争 69,854,400 65,100,672 93

香川大学医学部附属病院医療ガス設備保全業務 H30.6.12
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 6,667,920 6,566,400 98

香川大学医学部自動制御設備等保全業務 H30.6.14
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 9,702,720 9,093,600 94

　　国立大学法人香川大学長　　筧　　善　行
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医療用液体酸素　外 H30.6.22
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 H30.6.22
株式会社　三木山田清掃
香川県木田郡三木町池戸２９６０番地

一般競争入札 - 28.08 円/1kg当り - 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） H30.6.25
㈱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（特定治療材料） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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（特定治療材料） H30.6.25
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） H30.6.25
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
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物流システム対象物品（特定治療材料） H30.6.25
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） H30.6.25
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） H30.6.25
㈱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 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（特定治療材料） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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（診療一般材料） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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（診療一般材料） H30.6.25
㈱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（診療一般材料） H30.6.25
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） H30.6.25
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（診療一般材料） H30.6.25
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） H30.6.25
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

物流システム対象物品（診療一般材料） H30.6.25
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） H30.6.25
㈱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 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（診療一般材料） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
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
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物流システム対象物品（雑品） H30.6.25
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） H30.6.25
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

物流システム対象物品（雑品） H30.6.25
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） H30.6.25
㈲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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（雑品） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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（雑品） H30.6.25
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
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物流システム対象物品（歯科材料） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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（機器付属消耗品） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
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） H30.6.25
㈱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（検査材料） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
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（検査材料） H30.6.25
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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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
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物流システム対象物品（検査材料） H30.6.25
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） H30.6.25
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） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
㈱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 - 省略 - 単価契約

物流システム対象物品（検査材料） H30.6.25
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） H30.6.25
㈱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（試薬） H30.6.25
㈱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（試薬） H30.6.25
㈱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（試薬） H30.6.25
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（試薬） H30.6.25
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） H30.6.25
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
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物流システム対象物品（試薬） H30.6.25
㈱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） H30.6.25
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

分画条件検証装置　一式 H30.7.12
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 - 54,216,000 -

結晶化条件検証装置　一式 H30.7.12
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 - 30,294,000 -

上部下部消化管用内視鏡スコープ　一式 H30.8.10
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 － 150,768 － 月額（リース６０ヶ月）

人事給与統合システム　一式 H30.9.3
株式会社日進サイエンティア
東京都品川区南大井6丁目26番2号

一般競争入札 － 12,966,480 －

液体シンチレーションシステム　一式 H30.9.5 四国医療器株式会社 一般競争入札 - 7,344,000 - -

スピンラザ髄注（医薬品）（12mg５mＬ／１瓶） H30.9.6
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 - 政府調達（単価契約）

放射線管理システム　一式 H30.9.11
四国医療器株式会社
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 13,478,400 －

不燃性感染性産業廃棄物収集運搬及び処分業務 H30.9.13

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
９１８円

50Lﾍﾟｰﾙ缶
３,１３２円

－ 政府調達（単価契約）

可燃性感染性産業廃棄物収集運搬及び処分業務請負 H30.9.13

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 －
１Kg当たり

40.5円
－ 政府調達（単価契約）

8



                                         競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）　平成３０年４月～令和元年５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

消化器管汎用ビデオスコープセット　一式 H30.9.14
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 － 202,329 － 月額（リース６０ヶ月）

物流システム対象物品（医薬品） H30.9.26
㈱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（医薬品） H30.9.26
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） H30.9.26
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（医薬品） H30.9.26
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） H30.9.26
㈱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） H30.9.26
㈱西日本ジェネリック
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） H30.9.26
㈱アスティス高松支店
岡山県岡山市北区田中１５３番地１０１

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） H30.9.26
㈱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

超音波診断装置　一式 H30.9.28
㈱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 － 33,156,000 －

経皮的補助循環装置　一式 H30.10.1
株式会社ジェイ・シー・ティー
広島県広島市安佐南区祇園1-28-7

一般競争入札 - 14,904,000 -
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危機対応教育・訓練システム　一式 H30.10.10
㈱日進機械
香川県高松市一宮町７４４番地１

一般競争入札 - 31,050,000 -

分娩監視装置　一式 H30.10.10
尾道医科器械株式会社
香川県高松市中野町12番6号

一般競争入札 - 10,162,800 -

輸血検査・輸血保管システム　一式 H30.10.15
化研テクノ株式会社
徳島県徳島市東沖洲2-17

一般競争入札 - 10,638,000 -

2019年発行の外国雑誌　一式 H30.10.22
(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 － 5,295,098 －

整形外科骨切り術用ナビゲーションシステム　一式 H30.11.5
宮野医療器株式会社
兵庫県神戸市中央区楠町5丁目4番8号

一般競争入札 - 21,924,000 -

高周波手術装置　一式 H30.11.5
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 - 5,821,200 -

冷凍アブレーション装置　一式 H30.11.9
株式会社ウイン・インターナショナル
東京都台東区台東4丁目24番8号

一般競争入札 - 9,720,000 -

超音波画像診断装置　一式 H30.11.14
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 - 11,772,000 -

2019年電子ジャーナルの利用　一式 H30.11.16
(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 － 10,307,395 －

酵素精製用液体クロマトグラフィーシステム　二式 H30.11.19
化研テクノ株式会社　高松営業所
香川県高松市林町１４８－１９

一般競争入札 - 9,655,200 -

ウロダイナミクス検査装置　一式 H30.11.19
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 - 6,210,000 -
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ＦＰＤ撮影システム　一式 H30.12.7
富士フイルムメディカル株式会社
東京都港区西麻布2丁目26番30号

一般競争入札 － 39,744,000 －

ＤＲＩ棟講義室用　固定机・椅子　一式 H30.12.14
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 － 23,058,000 －

過酸化水素低温プラズマ滅菌装置　一式 H30.12.14
四国医療器株式会社
香川県高松市錦町１丁目１１番１１号

一般競争入札 － 26,805,600 －

電子ジャーナル（Wiley Online Library）の利用　一式 H30.12.17
(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 － 26,470,000 －

診断用Ｘ線撮影装置　一式 H30.12.26
富士フイルムメディカル株式会社
東京都港区西麻布2丁目26番30号

一般競争入札 － 20,088,000 －

モデリングマシン 一式 H31.1.10
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 － 7,236,000 －

東病棟１階生体情報モニタシステム　一式 H31.1.28
㈱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 － 14,904,000 －

南１号館アクティブラーニングシステム　一式 H31.1.31
平成堂株式会社 高松支店
香川県高松市田村町４９６番地

一般競争入札 － 14,169,600 －

結核検診〔単純撮影、胸部、デジタル撮影〕 H31.2.14
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2〕

一般競争入札 － 9,903,384 －

超深度マルチアングル観察システム　一式 H31.2.19
㈱日進機械
香川県高松市一宮町７４４番地１

一般競争入札 － 10,152,000 －

香川大学医学部附属病院ME機器管理等業務請負 H31.2.25
㈱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 -
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香川大学医学部附属病院診療材料等物流管理業務請負 H31.2.28
㈱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 - 41,018,400 -

構内清掃 H31.3.1
株式会社　オークスコーポレーション〔岡山市南
区豊浜町9番24号〕

一般競争入札 － 54,432,000 －

香川大学図書館業務委託 H31.3.4
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 － 31,985,280 －

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

H31.3.6
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 － 17,366,400 －

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

H31.3.6
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 － 12,573,360 －

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

H31.3.6
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 － 5,832,000 －

コンピューテッドラジオグラフィ保守点検業務 H31.3.8
富士フイルムメディカル㈱四国地区営業本部
香川県高松市中野町２９版２

一般競争入札 - 12,972,960 -

香川大学医学部附属病院診療情報管理室等業務請負 H31.3.8
香川文教㈱
香川県木田郡三木町池戸１７６３－１

一般競争入札 - 17,820,000 -

香川大学廃水処理施設保全業務 H31.3.11
東京都港区芝浦二丁目１１番５号
株式会社西原ネオ

一般競争入札 14,353,200 14,126,400 98

香川大学医学部附属病院予約受付業務請負 H31.3.11
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 - 10,886,400 -

香川大学医学部附属病院患者給食等業務請負 H31.3.12
香川文教㈱
香川県木田郡三木町池戸１７６３－１

一般競争入札 - 182,736,000 -
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香川大学特定建築物環境衛生管理業務 H31.3.13
東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号
太平ビルサービス株式会社

一般競争入札 16,783,200 9,953,280 59

血管撮影装置　Artis　zeego保守点検業務 H31.3.14
㈱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 - 7,333,200 -

洗濯業務請負 H31.3.14
㈱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

香川大学医学部附属病院内搬送等業務請負 H31.3.15
香川文教㈱
香川県木田郡三木町池戸１７６３－１

一般競争入札 - 34,992,000 -

超小型サイクロトロンシステム保守点検業務 H31.3.19
住友重機械工業㈱
産業機器事業部医療・先端機器統括部営業部
東京都品川区大崎２－１－１

一般競争入札 - 67,845,600 -

香川大学医学部附属病院手術部クラーク業務請負 H31.3.20
㈱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 - 13,359,168 -

外注検査 H31.3.20
㈱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 H31.3.20
㈱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

外注検査 H31.3.20
㈱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

ＰＰＣ用紙（Ａ３・Ａ４・Ｂ４・Ｂ５）　一式 H31.3.22
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
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香川大学医学部附属病院医事業務等請負 H31.3.22
㈱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 - 219,903,128 -

香川大学医学部附属病院機器洗浄滅菌消毒等業務請
負

H31.3.25
㈱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 - 85,276,800 -

採血・免疫検査システム保守点検業務 H31.3.25
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 -

香川大学医学部附属病院建物清掃業務請負 H31.3.26
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 - 100,440,000 -

SPECT-CT装置(SymbiaT16)保守点検業務 H31.3.26
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 - 16,794,000 -

物流システム対象物品（医薬品） H31.3.26
㈱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） H31.3.26
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） H31.3.26
㈱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） H31.3.26
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

放射線機器保守点検業務 H31.3.28
エム･シー・ヘルスケア㈱
東京都港区港南二丁目１６番１号

一般競争入札 - 146,188,800 -
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ソリリス点滴静注（医薬品）（300mg/1瓶） H31.3.28
㈱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

スピンラザ髄注（医薬品）（12mg5mL/1瓶） H31.3.28
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

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 99

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 90
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