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150122 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構奈良工業高等専門学校事務
部長　桐山　元位　（奈良県大和郡山
市矢田町22番地）

29 奈良工業高等専門学校寄宿舎地区で使
用する電気　契約電力104kW　年間予
定使用電力量　258,000kWh

26 エネサーブ株式会社（滋賀県大津市月
輪２―19―６）

5,097,779 141111 一般

150122 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構奈良工業高等専門学校事務
部長　桐山　元位　（奈良県大和郡山
市矢田町22番地）

29 奈良工業高等専門学校校舎地区で使用
する電気　契約電力620kW　年間予定
使用電力量　1,632,000kWh

26 日本ロジテック協同組合（東京都中央
区佃１―11―８）

32,733,379 141111 一般

150130 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構香川高等専門学校事務部長
倉持　光雄　（香川県三豊市詫間町香
田551）

37 香川高等専門学校詫間キャンパスで使
用する電気　契約電力432kW　年間予
定使用電力量　1,665,800kWh

26 四国電力株式会社（香川県高松市丸の
内２番５号）

2,371,673 月額 141126 一般

150130 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構舞鶴工業高等専門学校事務
部長　吉永　祥二　（舞鶴市字白屋
234）

26 舞鶴工業高等専門学校学寮地区で使用
する電気　契約電力216kW　年間予定
使用電力量　746,198kWh

26 エネサーブ株式会社　代表取締役　木
下　賀夫（滋賀県大津市月輪２丁目19
番６号）

15,638,144 単価/式 141121 一般

150130 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構和歌山工業高等専門学校事
務部長　大西由喜男　（和歌山県御坊
市名田町野島77）

30 和歌山工業高等専門学校学寮地区で使
用する電気　契約電力243kW　年間予
定使用電力量　592,059kWh

26 日本ロジテック協同組合（東京都中央
区佃１―11―８）

13,425,043 141114 一般

150130 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構和歌山工業高等専門学校事
務部長　大西由喜男　（和歌山県御坊
市名田町野島77）

30 和歌山工業高等専門学校校舎地区で使
用する電気　契約電力378kW　年間予
定使用電力量　1,209,886kWh

26 日本ロジテック協同組合（東京都中央
区佃１―11―８）

26,095,524 141114 一般

150311 独立行政法人国立高等専門学校機構本
部契約担当役　事務局長　前田　俊夫
（東京都八王子市東浅川町701番２）

13 包括ソフトウェアライセンス　一式 26 株式会社大塚商会（東京都千代田区飯
田橋二丁目18番４号）

124,162,357 150109 随意 a

150323 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構岐阜工業高等専門学校事務
部長　小野瀬克二　（岐阜県本巣市上
真桑2236番の２）

21 複合機賃貸借・保守等　一式 14 富士ゼロックス岐阜株式会社（岐阜市
橋本町二丁目20番地）

10,676,188 150126 一般

150327 独立行政法人国立高等専門学校機構茨
城工業高等専門学校契約担当役　事務
部長　伊藤　義雄　（茨城県ひたちな
か市中根866）

8 茨城工業高等専門学校で使用する電気
1,210,000kWh

26 東京電力株式会社茨城支店水戸支社
（茨城県水戸市自由が丘３―57）

33,093,114 随意 b

150331 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構　津山工業高等専門学校事
務部長　森原　良治　（岡山県津山市
沼624―１）

33 (１)津山工業高等専門学校本館等で使
用する電力　契約電力　569kW　予定
使用電力量　1,216,428kWh　(２)津山
工業高等専門学校寄宿舎で使用する電
力　契約電力　307kW　予定使用電力
量　809,754kWh

26 中国電力株式会社津山営業所（岡山県
津山市上河原208―３）

(1)26,111,051円
(2)15,781,721円

150311 随意 b

150331 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構久留米工業高等専門学校事
務部長　辻本　功　（久留米市小森野
一丁目１番１号）

40 電気の調達　一式 26 九州電力株式会社　久留米営業所（福
岡県久留米市原古賀町30―６）

33,355,502 随意 b

150331 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構大分工業高等専門学校事務
部長　宮崎　正人　（大分市大字牧
1666番地）

44 電気の調達　一式 26 九州電力株式会社大分営業所（大分市
金池町２丁目３―４）

20,983,510 随意 b

150331 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構長野工業高等専門学校事務
部長　星　操　（長野市大字徳間
716）

20 長野工業高等専門学校で使用する電気
一式

26 中部電力株式会社　長野営業所（長野
県長野市柳町18）

28,162,414 随意 b

150331 独立行政法人国立高等専門学校機構本
部契約担当役　事務局長　前田　俊夫
（東京都八王子市東浅川町701番２）

13 事務用シンクライアントシステム　一
式

14 キヤノンＩＴソリューションズ株式会
社（東京都品川区東品川２丁目４番地
11号）

31,349,721 150130 一般

150401 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構弓削商船高等専門学校事務
部長　須賀　達也　（愛媛県越智郡上
島町弓削下弓削1000番地）

38 弓削商船高等専門学校における電気供
給　一式

26 中国電力株式会社（広島県広島市中区
小町４番33号）

32,800,841 随意 b

150401 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構松江工業高等専門学校事務
部長　岩澤　芳和　（松江市西生馬町
14―４）

32 電気需給契約(契約期間満了にあたり
双方意義の申出のないときにはさらに
一年間有効とする)　一式

26 中国電力株式会社（広島県広島市中区
小町４―33）

37,834,519 随意 b

150401 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構徳山工業高等専門学校事務
部長　水野　元洋　（周南市学園台
3538）

35 徳山工業高等専門学校学寮地区で使用
する電気契約電力108kW　年間予定使
用電力量　230,000kWh

26 中国電力株式会社（広島県広島市中区
小町４―33）

5,300,000 随意 b

150401 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構徳山工業高等専門学校事務
部長　水野　元洋　（周南市学園台
3538）

35 徳山工業高等専門学校校舎地区で使用
する電気契約電力314kW　年間予定使
用電力量　958,000kWh

26 中国電力株式会社（広島県広島市中区
小町４―33）

19,100,000 随意 b

独立行政法人国立高等専門学校機構

(Institute of National Colleges of Technology, Japan)
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(Institute of National Colleges of Technology, Japan)

150401 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構八戸工業高等専門学校事務
部長　笹垣　義美　（八戸市大字田面
木字上野平16―１）

2 八戸工業高等専門学校で使用する電力
契約電力490kW　年間予定使用量
1,594,000kWh　一式

26 東北電力株式会社（仙台市青葉区本町
一丁目７番１号）

30,713,973 随意 b

150401 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構富山高等専門学校事務部長
林　興一　（富山市本郷町13番地）

16 富山高等専門学校射水キャンパスで使
用するガス(都市ガス13Ａ)　予定数量
139,772立方ｍ　一式

26 日本海ガス株式会社（富山県富山市城
北町２番36号）

18,878,885 随意 b

150401 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構富山高等専門学校事務部長
林　興一　（富山市本郷町13番地）

16 富山高等専門学校射水キャンパスで使
用する電力　382kW　予定数量
1,080,782kWh　一式

26 北陸電力株式会社高岡支社（富山県高
岡市広小路７番15号）

21,767,259 随意 b

150401 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構富山高等専門学校事務部長
林　興一　（富山市本郷町13番地）

16 富山高等専門学校本郷キャンパスで使
用する電力　526kW　予定数量
1,556,449kWh　一式

26 北陸電力株式会社富山支店（富山県富
山市牛島町13番15号）

24,335,260 随意 b

150430 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構石川工業高等専門学校事務
部長　村松　薫　（石川県河北郡津幡
町字北中条タ１）

17 石川工業高等専門学校スクールバス
一台

17 株式会社ミリオンオートサービス（愛
知県安城市高棚町小牧30番地）

20,260,613 150210 一般 総合評価

150616 独立行政法人国立高等専門学校機構本
部契約担当役　事務局長　前田　俊夫
（東京都八王子市東浅川町701番２）

13 ＰＰＣ用紙(Ａ３、Ａ４、Ｂ４、Ｂ５)
一式

6 株式会社大塚商会（東京都千代田区飯
田橋二丁目18番４号）

49,419,369 単価/式 150416 一般

150701 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構宇部工業高等専門学校事務
部長　吉田　泰彦　（宇部市常盤台２
―14―１）

35 宇部工業高等専門学校で使用する電気
校舎地区契約電力580kW　年間予定使
用電力量1,500,000kWh　一式

26 中国電力株式会社　宇部営業所（山口
県宇部市相生町７番36号）

21,334,494 随意 b

150715 独立行政法人国立高等専門学校機構本
部契約担当役　事務局長　前田　俊夫
（東京都八王子市東浅川町701番２）

13 高専統一ネットワークシステム整備等
に係る調達支援業務　一式

71, 30 伊藤忠テクノソリューションズ株式会
社（東京都千代田区霞が関三丁目２番
５号）

98,280,000 150501 一般 総合評価

150731 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構函館工業高等専門学校事務
部長　竹見　吉弘　（北海道函館市戸
倉町14番１号）

1 学生ポートフォリオシステム開発業務
一式

71 ＳＣＳＫ株式会社（東京都江東区豊洲
３―２―20）

12,312,000 150601 一般

150806 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構舞鶴工業高等専門学校事務
部長　吉永　祥二　（舞鶴市字白屋
234）

26 舞鶴工業高等専門学校校舎地区で使用
する電気　契約電力365kW　予定使用
電力量　1,594,021kWh

26 エネサーブ株式会社（滋賀県大津市月
輪２丁目19番６号）

30,270,738 単価/式 150526 一般

150902 独立行政法人国立高等専門学校機構本
部契約担当役　事務局長　前田　俊夫
（東京都八王子市東浅川町701番２）

13 高専学生情報統合システム向けデータ
移行・集約システム　一式

71 株式会社メタテクノ（神奈川県川崎市
中原区小杉町１丁目403番地）

10,378,800 150701 一般

150925 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構　津山工業高等専門学校事
務部長　森原　良治　（岡山県津山市
沼624―１）

33 教育用電子計算機システム　一式 14 株式会社両備システムイノベーション
ズ（岡山県岡山市南区豊成二丁目７番
16号）

621,000 月額 150701 一般

150929 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構仙台高等専門学校事務部長
根本　直之　（仙台市青葉区愛子中央
４丁目16番１号）

4 吊下げ式バスケットゴール　３対他１
点　一式

26 株式会社清健堂（宮城県大崎市鹿島台
平渡字佐野前13―２）

33,480,000 150721 一般

150930 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構小山工業高等専門学校事務
部長　飯野　明正　（小山市大字中久
喜771番地）

9 教育用電子計算機システム　一式 14 株式会社東光高岳（東京都江東区豊洲
５―６―36）

896,184 月額 150710 一般

150930 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構明石工業高等専門学校事務
部長　渡邊　悟司　（明石市魚住町西
岡679―３）

28 教育用電子計算機システム　一式 14 株式会社大塚商会　（東京都千代田区
飯田橋２―18―４）

457,380 月額 150710 一般

151016 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構富山高等専門学校事務部長
林　興一　（富山市本郷町13番地）

16 学術情報ネットワーク(ＳＩＮＥＴ５)
アクセス回線　一式

71 アルテリア・ネットワークス株式会社
（東京都港区芝浦４―２―８　住友不
動産三田ツインビル東館）

9,421,920 150731 一般

151021 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構函館工業高等専門学校事務
部長　竹見　吉弘　（北海道函館市戸
倉町14番１号）

1 重油JIS１種２号　320KL 2 前側石油株式会社（北海道函館市大手
町３―１）

47,304 単価/KL 150814 一般

151022 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構仙台高等専門学校事務部長
根本　直之　（仙台市青葉区愛子中央
４丁目16番１号）

4 Ａ重油　JIS１種２号(硫黄分0.7％(Ｗ
ｔ％)以下)　209,000Ｌ

2 株式会社小山商店（仙台市青葉区五橋
１丁目６―２）

49.68 単価/Ｌ 150821 一般

151023 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構鳥羽商船高等専門学校事務
部長　豆本　博一　（三重県鳥羽市池
上町１―１）

24 教育用電子計算機システム　一式 14 パナソニックインフォメーションシス
テムズ株式会社（大阪府大阪市北区茶
屋町19―19）

591,408 月額 150701 一般

151030 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構鈴鹿工業高等専門学校事務
部長　深津　一也　（三重県鈴鹿市白
子町）

24 教育用電子計算機システム　一式 14 ＮＤＳ株式会社（愛知県名古屋市中区
千代田２―15―18）

478,332 月額 150821 一般
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独立行政法人国立高等専門学校機構

(Institute of National Colleges of Technology, Japan)

151102 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構長野工業高等専門学校事務
部長　星　操　（長野市大字徳間
716）

20 教育用電子計算機システム　一式 14 ＮＥＣキャピタルソリューション株式
会社（東京都港区港南二丁目15番３
号）

30,323,160 150806 一般

151112 独立行政法人国立高等専門学校機構
旭川工業高等専門学校　契約担当役事
務部長　村上　力夫　（北海道旭川市
春光台２―２）

1 教育用電子計算機システム　一式 14 株式会社コンピューター・ビジネス
（北海道旭川市緑が丘東一条４―２―
14）

549,720 150826 一般

151118 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構　沖縄工業高等専門学校長
安藤　安則　（名護市字辺野古905番
地）

47 細胞塊三次元積層装置　一式 24 株式会社エル・エム・エス（東京都文
京区本郷３―６―７　田中ビル）

40,208,400 150911 一般

151120 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構岐阜工業高等専門学校事務
部長　小野瀬克二　（岐阜県本巣市上
真桑2236番の２）

21 教育用電子計算機システム　一式 14 東京センチュリーリース株式会社（東
京都千代田区神田練塀町３番地）

663,012 月額 150821 一般

151125 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構北九州工業高等専門学校事
務部長　西影　憲二　（北九州市小倉
南区志井５―20―１）

40 教育用電子計算機システム　一式 15 株式会社ハイエレコン（広島市西区草
津新町１丁目21番31号）

34,162,560 150826 一般

151127 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構長岡工業高等専門学校事務
部長　草間　忠明　（新潟県長岡市西
片貝町888）

15 長岡工業高等専門学校校舎及び学生寮
建物清掃請負業務　一式

75 ブイファッション仙台株式会社（宮城
県仙台市宮城野区原町５丁目８番47
号）

26,668,656 150916 一般

151201 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構福島工業高等専門学校事務
部長　堀川　俊行　（いわき市平上荒
川字長尾30）

7 教育用電子計算機システム　一式 14 株式会社中松商会東北支店（福島県福
島市東中央三丁目48番地）

709,560 月額 150918 一般

151202 独立行政法人国立高等専門学校機構
旭川工業高等専門学校　契約担当役事
務部長　村上　力夫　（北海道旭川市
春光台２―２）

1 旭川工業高等専門学校で使用する電気
一式

26 北海道電力株式会社（札幌市中央区大
通東１丁目２番地）

27,301,777 随意 b

151211 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構岐阜工業高等専門学校事務
部長　小野瀬克二　（岐阜県本巣市上
真桑2236番の２）

21 環境都市工学科棟用什器　一式 23 株式会社亀太（岐阜県岐阜市柳津町流
通センター１丁目９番地の４）

15,660,000 150916 一般

151211 独立行政法人国立高等専門学校機構
旭川工業高等専門学校　契約担当役事
務部長　村上　力夫　（北海道旭川市
春光台２―２）

1 旭川工業高等専門学校で使用するガス
一式

26 旭川ガス株式会社（北海道旭川市４条
通16丁目左６号）

42,200,267 随意 b

151214 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構香川高等専門学校事務部長
倉持　光雄　（高松市勅使町355）

37 香川高等専門学校詫間キャンパスで使
用する電気　契約電力469kW　年間予
定使用電力量　1,603,400kWh

26 株式会社Ｆ―Ｐｏｗｅｒ（東京都港区
六本木一丁目８番７号）

25,745,550 単価/式 151006 一般

151217 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構弓削商船高等専門学校事務
部長　須賀　達也　（愛媛県越智郡上
島町弓削下弓削1000番地）

38 教育用電子計算機システム　一式 14 株式会社富士通エフサス（神奈川県川
崎市中原区中丸子13―２）

443,869 月額 150911 一般

151218 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構鶴岡工業高等専門学校事務
部長　阿部　敏樹　（山形県鶴岡市井
岡字沢田104）

6 表面分析装置　一式 24 サカタ理化学株式会社（山形県鶴岡市
余慶町６番38号）

25,002,000 151001 一般

151218 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構舞鶴工業高等専門学校事務
部長　吉永　祥二　（京都府舞鶴市字
白屋234）

26 舞鶴工業高等専門学校学寮地区で使用
する電気　契約電力258kW　予定使用
電力量　798,775kWh

26 エネサーブ株式会社（滋賀県大津市月
輪２丁目19番６号）

14,222,522 単価/式 151006 一般

151225 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構仙台高等専門学校事務部長
根本　直之　（仙台市青葉区愛子中央
４丁目16番１号）

4 電子複写機の賃貸借及び保守(平成28
〜32年度)　一式

14 富士ゼロックス宮城株式会社（仙台市
青葉区五橋１―１―23）

20,886,556 151030 一般


