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140114 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構沼津工業高等専門学校事務
部長　上原　正宜　（沼津市大岡
3600）

22 ファイバープローブ型ラマンモニタリ
ングシステム　一式

24 オザワ科学株式会社沼津営業所（沼津
市柳町３番25号）

14,994,000 131025 一般

140123 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　古畑　薫　（舞鶴市字白屋
234）

26 寄宿舎７号棟用什器　一式 23 株式会社宏栄山本（京都市上京区智恵
光院通寺の内下る古美濃部町185番
地）

10,429,650 131105 一般

140123 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構熊本高等専門学校事務部長
米澤　宏　（八代市平山新町2627番
地）

43 什器類　一式 23 有限会社小林商店（熊本県八代市松崎
町786―６）

20,212,500 131115 一般

140131 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　古畑　薫　（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　360kW　年間予
定使用電力量　1,178,936kWh

26 株式会社Ｆ―Ｐｏｗｅｒ（東京都品川
区東五反田五丁目11番１号）

24,097,346 単価/式 131121 一般

140131 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　古畑　薫　（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309kW　年間予定
使用電力量　785,618kWh

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）

16,484,739 単価/式 131121 一般

140131 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　（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228kW　年間予
定使用電力量　594,882kWh

26 株式会社Ｆ―Ｐｏｗｅｒ（東京都品川
区東五反田五丁目11番１号）

12,255,814 131115 一般

140131 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　（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356kW　年間予
定使用電力量　1,122,115kWh

26 株式会社Ｆ―Ｐｏｗｅｒ（東京都品川
区東五反田五丁目11番１号）

22,592,038 131115 一般

140213 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　後藤　宏
平　（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）

131,039,928 131210 一般

140530 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 北九州高専基幹ネットワーク　一式 15 ＮＥＣフィールディング株式会社九州
支社（福岡市博多区御供所町１番１
号）

17,707,620 140226 一般

140610 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　後藤　宏平
（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）

49,778,658 単価/式 140411 一般

140808 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構　東京工業高等専門学校
事務部長　上原　正宜　（東京都八王
子市椚田町1220―２）

13 電子複写機（複合機）９台賃貸借及び
保守契約　一式

14 富士ゼロックス多摩株式会社（東京都
立川市曙町２―37―７）

14,704,271 140611 一般

140919 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構秋田工業高等専門学校事務
部長　大内　知行　（秋田市飯島文京
町１番１号）

5 教育用電子計算機システム　一式 14 株式会社アキタシステムマネジメント
（秋田県秋田市八橋鯲沼町１番60号）

584,280 月額 140606 一般

140925 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 教育用電子計算機システム　一式 14 株式会社ＪＥＣＣ（東京都千代田区丸
の内３―４―１）

580,986 月額 140620 一般

140930 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構一関工業高等専門学校事務
部長　竹原　克郎　（一関市萩荘字高
梨）

3 教育用電子計算機システム　一式 14 株式会社理経（東京都新宿区西新宿１
丁目26番２号）

839,754 月額 140716 一般

141008 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構木更津工業高等専門学校事
務部長　原　英毅　（木更津市清見台
東２―11―１）

12 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２―15―３）

490,104 月額 140716 一般

141017 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％（Ｗｔ％）以下）　253,000L

2 株式会社小山商店（仙台市青葉区五橋
１丁目６番２号）

90.18 単価/L 140815 一般

141023 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　今田　敏文　（北海道函館市
戸倉町14番１号）

1 重油ＪＩＳ１種２号　340kl 2 道南石油株式会社（北海道函館市大町
９番20号）

85,860 単価/kl 140821 一般

141031 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 教育用電子計算機システム　一式 14 富士通リース株式会社（東京都千代田
区神田練塀町３）

541,512 月額 140821 一般

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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独立行政法人国立高等専門学校機構

(Institute of National Colleges of Technology, Japan)

141031 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構佐世保工業高等専門学校事
務部長　大園　利則　（長崎県佐世保
市沖新町１―１）

42 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
テムズ株式会社営業本部西日本ソ
リューション営業部九州営業所（福岡
県福岡市中央区薬院３丁目１番24号６
Ｆ）

480168 月額 140716 一般

141120 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構福井工業高等専門学校事務
部長　柴　正彦　（鯖江市下司町）

18 教育用電子計算機システム　一式 14 三谷商事株式会社（福井県福井市豊島
１丁目３番１号）

494,640 月額 140911 一般

141205 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構米子工業高等専門学校事務
部長　東　善和　（鳥取県米子市彦名
町4448）

31 教育用電子計算機システム　一式 14 セコム山陰（株）（島根県松江市北陵
町34）

464,400 月額 140911 一般

141208 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 教育用電子計算機システム　一式 14 四国通建株式会社（愛媛県今治市南大
門町１―１―15）

381,214 月額 140911 一般

141210 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 事務・教養棟什器　一式 23 有限会社博進堂鈴鹿支店（三重県鈴鹿
市三日市町赤土田1023―１）

25,812,000 141001 一般

141216 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 教育用電子計算機システム　一式 14 伊藤忠テクノソリューションズ（株）
（東京都千代田区霞が関３―２―５）

539,265 月額 141001 一般

141222 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構熊本高等専門学校事務部長
米澤　宏　（八代市平山新町2627番
地）

43 什器類　一式 23 有限会社小林商店（熊本県八代市松崎
町786―６）

38,826,000 141014 一般

141225 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構沼津工業高等専門学校事務
部長　大山　正人　（沼津市大岡
3600）

22 非接触３次元デジタイザ　一式 24 株式会社池田理化（東京都千代田区鍛
冶町１―８―６）

24,516,000 141024 一般

141225 契約担当役　独立行政法人国立高等専
門学校機構沼津工業高等専門学校事務
部長　大山　正人　（沼津市大岡
3600）

22 高精度３次元立体造形システム　一式 24 協立電機株式会社沼津営業所（静岡県
沼津市大岡2240―５）

14,958,000 141024 一般


