平成２１年度 一般競争契約又は指名競争契約
No.
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契 約 の 相 手 方
氏

名

住

所

契約担当係

備考

1 平成21年2月20日

役務

一般競争 磁気共鳴断層撮影装置の保守 一式（平成２１年度分）

1式

3,675,000 島津メディカルシステムズ㈱東京支社

東京都豊島区西巣鴨1-2-5

財務課契約係 年間契約

2 平成21年2月27日

役務

一般競争 電子複写機の賃貸借及び保守等業務（平成２１〜２３年度分）

1式

2,357,580 富士ゼロックス㈱茨城営業所

茨城県水戸市城南2-1-20

財務課契約係 年間見込額

3 平成21年2月27日

役務

一般競争 電子複写機の賃貸借及び保守等業務（平成２１〜２３年度分）

1式

1,981,572 リコー販売㈱茨城支社公共文教営業部

茨城県つくば市春日2-26-3

財務課契約係 年間見込額

4 平成21年3月10日

役務

一般競争 東西医学統合医療センター医事業務（平成２１年度分）

1式

6,822,900 ㈱ニチイ学館

東京都千代田区神田駿河台2-9

財務課契約係 年間契約

5 平成21年3月12日

役務

一般競争 研究推進・国際交流事務に関する労働者派遣業務（平成２１年度分）

1,785.00 ㈱フジスタッフつくば支店

茨城県つくば市竹園1-6-1

財務課契約係 １人１時間当り

6 平成21年3月12日

役務

一般競争 会計事務に関する労働者派遣業務（平成２１年度分）

1,563.45 ㈱リカード

茨城県土浦市1-12-15

財務課契約係 １人１時間当り

7 平成21年3月12日

役務

一般競争 筑波技術大学学生及び職員定期健康診断実施業務 一式（平成２１年度分）

3,135,000 (財)茨城県総合健診協会

茨城県水戸市笠原４８９−５

財務課契約係 単価契約

8 平成21年3月23日

購入

一般競争 医薬品 アムロジンOD錠5 外（平成２１年度分）

3,925,005 アルフレッサ㈱

東京都千代田区内神田1-12-1

財務課契約係 年間見込額

9 平成21年3月23日

購入

一般競争 医薬品 エパデールS300 外（平成２１年度分）

17,061,240 ㈱潮田クラヤ三星堂

茨城県水戸市元吉田町1700

財務課契約係 年間見込額

10 平成21年3月30日

役務

一般競争 筑波技術大学建物清掃業務 一式（平成２１年度分）

1式

11,214,000 ㈱ともゑ

茨城県つくば市天久保1-8-7

財務課契約係 年間契約

11 平成21年7月29日

購入

一般競争 非接触光学式三次元測定装置 一式

1式

14,910,000 東京貿易テクノシステム㈱

東京都中央区八丁堀2丁目13番8号

財務課契約係

12

平成21年8月6日

購入

一般競争 多用途筋機能評価運動装置 一式

1式

14,700,000 ㈱三陽

茨城県水戸市笠原町1510

財務課契約係

13 平成21年8月19日

購入

一般競争 中型全自動高圧蒸気滅菌器 外

2,121,000 ㈱ムトウ茨城支店

茨城県つくば市谷田部5631-1

財務課契約係

14 平成21年8月21日

購入

一般競争 エアコンディショナー ７１台

4,566,709 ㈱ヤマダ電機つくば営業所

茨城県つくば市大字下原字池向370-1

財務課契約係

15 平成21年8月27日

工事

一般競争 天久保メディアセンター改修工事

1式

14,448,000 ㈱近藤工務店

茨城県つくば市谷田部3229-3

財務課施設係

16 平成21年8月31日

購入

一般競争 来訪者・外部コミュニケーションシステム

1式

11,798,850 ㈱栗原医療器械店土浦支店

茨城県土浦市若松町1-21

財務課契約係

17 平成21年8月31日

購入

一般競争 椅子 外

9,712,500 ㈱ホサカ

東京都台東区台東２丁目３番４号

財務課契約係

18 平成21年8月31日

購入

一般競争 全自動洗濯機 外

3,727,605 ㈱コジマＮＥＷ学園都市店

茨城県つくば市二の宮１−３−１

財務課契約係

19

平成21年9月4日

購入

一般競争 セーフウォールスプレッド 一式

1式

6,090,000 ㈱ホサカ

東京都台東区台東２丁目３番４号

財務課契約係

20

平成21年9月8日

工事

一般競争 天久保地区メディアセンター空調設備更新工事

1式

4,042,500 山田空調設備㈱

茨城県土浦市高岡2390-1

財務課施設係

21 平成21年9月11日

役務

一般競争 学生寄宿舎新棟非常用表示器設置作業

11,174,100 三友㈱関東営業所

茨城県つくば市梅園2-33-6

財務課契約係

22 平成21年9月30日

購入

一般競争 生体試料分析用高速液体クロマトグラフィ質量分析計 一式

12,390,000 ㈱竹田理化工業

東京都渋谷区恵比寿西二丁目7-5

財務課契約係

23 平成21年11月12日

購入

一般競争 A重油 JIS１種2号

茨城県土浦市真鍋2丁目1番39号

財務課契約係 １Ｌ当り

24 平成21年11月16日

購入

一般競争 筋電図・誘発電位検査装置 一式

1式

6,772,500 コニカミノルタヘルスケア㈱東関東支店東関東第三営業所

千葉県流山市東初石6丁目186番地の24

財務課契約係

25 平成21年11月24日

購入

一般競争 全身用Ｘ線ＣＴ装置 GoldSeal ProSpeed シングルシステム 一式

1式

9,072,000 コニカミノルタヘルスケア㈱東関東支店東関東第三営業所

千葉県流山市東初石6丁目186番地の24

財務課契約係

26 平成21年11月25日

工事

一般競争 保健科学部附属東西医学統合医療センター改修

1式

東京都江東区亀戸4丁目46番15号

財務課施設係

27 平成21年12月15日

購入

一般競争 自学自習用ＩＴ学習エリア計算機システム 一式

1式

4,546,500 ㈱エス・エイ・ケ-

茨城県筑西市乙５８９番地

財務課契約係

28 平成21年12月25日

購入

一般競争 視点映像拡大表示システム Mobile Eye Mark3-S 一式

1式

4,821,600 日本バイナリー㈱

東京都港区芝二丁目3-3 芝二丁目大門ビル

財務課契約係

29 平成21年12月25日

購入

一般競争 一般Ｘ線撮影装置 ＲＡＤＲＥＸ 一式

1式

8,662,500 東芝メディカルシステムズ㈱茨城支店

茨城県つくば市梅園２丁目２番２号

財務課契約係

30 平成21年12月25日

購入

一般競争 会議ミーティングテーブル 外

4,357,500 ㈱ホサカ

東京都台東区台東２丁目３番４号

財務課契約係

31

工事

一般競争 筑波技術大学天久保・春日地区電話交換設備

7,287,000 沖ウィンテック㈱

東京都品川区北品川1-19-4

財務課施設係

平成22年1月5日

1825.25Ｈ
2325Ｈ
1式

71台

1式
75,000ℓ

1式

57.75 宇田川石油㈱

13,755,000 理建工業㈱
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32 平成22年1月18日

購入

一般競争 補聴援助電波利用ＦＭ補聴システム 一式

1式

33 平成22年1月21日

購入

一般競争 運動能力総合評価システム 一式

1式

34 平成22年1月26日

購入

一般競争 モバイル型アイマークレコーダ 一式

1式

35 平成22年1月29日

購入

一般競争 無線型筋電図測定装置 テレマイオＧ２ 外

36

平成22年2月3日

工事

一般競争 天久保、春日地区学生寄宿舎空調用電源他工事

37

平成22年2月3日

工事

38

平成22年2月5日

契 約 の 相 手 方
氏

住

所

契約担当係

茨城県石岡市石岡２１５８−６

財務課契約係

5,754,000 ㈱ディケイエイチ

東京都板橋区成増１丁目27番2号

財務課契約係

6,478,500 ㈱ナックイメージテクノロジー

東京都港区北青山二丁目11番3号

財務課契約係

5,712,000 ㈱三陽

茨城県水戸市笠原町1510

財務課契約係

1式

4,966,500 ㈲菊田電気工事

茨城県常総市福二町甲1番地

財務課施設係

一般競争 春日地区学生宿舎D棟その他歩道屋根設置工事

1式

14,994,000 日高見建設工業㈱

茨城県稲敷市桑山403番地

財務課施設係

工事

一般競争 春日地区プール棟屋根ガラス改修その他工事

1式

17,493,000 ㈱近藤工務店

茨城県つくば市谷田部3229-3

財務課施設係

39 平成22年2月12日

購入

一般競争 エアコンデショナー 276台

16,216,347 ㈱ヤマダ電機つくば営業所

茨城県つくば市大字下原字池向370-1

財務課契約係

40 平成22年2月15日

購入

一般競争 無線ＬＡＮアクセスポイント 一式

1式

8,141,700 三友㈱関東営業所

茨城県つくば市梅園2-33-6

財務課契約係

41 平成22年2月22日

購入

一般競争 防犯カメラシステム 一式

1式

4,175,850 三友㈱関東営業所

茨城県つくば市梅園2-33-6

財務課契約係

42 平成22年2月24日

購入

一般競争 共同学習室用パーソナルコンピュータシステム

7,329,000 ㈱ エス・エイ・ケ-

茨城県筑西市乙５８９番地

財務課契約係

43

購入

一般競争 赤外線サーモグラフィ装置 インフラアイ3000 外

4,987,500 日本光電東関東㈱

千葉県千葉市中央区末広五丁目4番1号

財務課契約係

平成22年3月8日

276台

14,763,000 いしおか補聴器 代表 阿部 稔

名

備考

