平成２５年度 一般競争契約又は指名競争契約
件名又は品目

数量又は 契約金額又は
予定数量 契約単価(円)

契約の相手方

Ｎｏ．

契約年月日

契約区分

契約方式

1

平成24年10月31日

リース

一般競争

視覚障害学生教育用計算機システム 一式(平成25年度～平成28年度）

1式

2

平成25年3月1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25年度～平成27年度）

1式

3

平成25年3月5日

役務

一般競争

筑波技術大学清掃業務（平成25年度分）

1式

4

平成25年3月14日

役務

一般競争

磁気共鳴断層撮影装置の保守 一式（平成25年度分）

1式

3,675,000 島津メディカルシステムズ（株）

5

平成25年3月21日

購入

一般競争

超短焦点プロジェクターツインスライドシステム 一式

１式

4,198,950 (有)ティーケーシステム

6

平成25年3月21日

役務

一般競争

筑波技術大学警備業務及び学生寄宿舎管理業務（平成25年4月～平成27年9月）

1式

7

平成25年3月22日

購入

一般競争

医薬品 エパデールS300 外（平成25年度分）

5,968,894 （株）メディセオ

8

平成25年3月22日

購入

一般競争

医薬品 ニューロタン錠50mg 外（平成25年度分）

9

氏名

15,397,200 (株)富士通エフサス筑波支店

住所

契約担当係

備考

茨城県つくば市竹園1-6-1

財務課契約係 年間見込額

東京都港区赤坂9-7-3

財務課契約係 年間見込額

茨城県つくば市天久保1-8-7

財務課契約係 年間契約

埼玉県さいたま市南区内谷5-3-2

財務課契約係 年間契約

茨城県つくば市小田2581-1

財務課契約係

東京都港区東新橋2-11-7

財務課契約係

東京都中央区八重洲2-7-15

財務課契約係 年間見込額

1,549,557 山口東邦（株）

茨城県土浦市眞鍋2-2-27

財務課契約係 年間見込額

4,527,312 富士ゼロックス（株）
10,873,800 (株)ともゑ

60,480,000 東京警備保障㈱

平成25年3月22日

購入

一般競争

医薬品 アムロジンＯＤ錠５㎎ 外（平成25年度分）

1,806,645 アルフレッサ（株）

東京都千代田区内神田1-12-1

財務課契約係 年間見込額

10 平成25年3月25日

役務

一般競争

東西医学統合医療センター医事業務に関する労働者派遣業務（平成25年度分）

1式

3,071,160 (株)スタッフサービス水戸第一オフィス

茨城県水戸市三の丸1-4-73
水戸三井ビルディング

財務課契約係 年間見込額

11 平成25年4月30日

購入

一般競争

ハイビジョン対応ビデオ字幕作成装置 一式

1式

4,609,500 (有)ティーケーシステム

茨城県つくば市小田2581-1

財務課契約係

12 平成25年7月11日

購入

一般競争

人事給与統合システムVer.5 一式

1式

4,928,700 エヌ・ティ・ティ・コムウェア東日本(株)

東京都品川区西五反田2-2-10

財務課契約係

13 平成25年8月20日

工事

一般競争

筑波技術大学春日地区大学会館空調設備改修工事

1式

16,800,000 空調システムサービス（株）

茨城県つくば市百家1160-5

財務課施設係

14 平成25年9月4日

役務

一般競争

筑波技術大学天久保キャンパスで使用する電気（平成25年10月～平成28年9月）

25,054,287 (株)F-Power

東京都品川区東五反田5-11-1

財務課契約係 年間見込額

15 平成25年9月4日

役務

一般競争

筑波技術大学春日キャンパスで使用する電気（平成25年10月～平成28年9月）

28,713,690 (株)F-Power

東京都品川区東五反田5-11-1

財務課契約係 年間見込額

16 平成25年9月24日

工事

一般競争

筑波技術大学基幹整備（給水設備）改修工事

1式

41,475,000 (株)朝日工業社

東京都港区浜松町1-25-7

財務課施設係

17 平成25年9月30日

リース

一般競争

医事計算機システム 一式（平成26年3月～平成30年2月）

1式

茨城県水戸市谷津町1-40

財務課契約係 年間見込額

18 平成25年10月1日

工事

一般競争

筑波技術大学天久保地区体育館太陽光発電設備工事

1式

茨城県土浦市並木4-4-46

財務課施設係

19 平成25年10月7日

購入

一般競争

力覚フィードバックデータグローブ Cyber Grasp 一式

1式

東京都港区芝2-3-3

財務課契約係

20 平成25年11月8日

購入

一般競争

全身用磁気共鳴画像診断装置 一式

1式

東京都千代田区外神田4-14-1

財務課契約係

21 平成25年12月18日

工事

一般競争

筑波技術大学学生寄宿舎等電力量計更新工事

1式

8,400,000 入江電気工事（株）

茨城県土浦市大和町7-11

財務課施設係

22 平成26年1月14日

工事

一般競争

筑波技術大学基幹整備（給水設備）改修工事

1式

7,245,000 （株）朝日工業社

東京都港区浜松町1-25-7

財務課施設係

23 平成26年1月27日

購入

一般競争

電動式集密書架 一式

1式

8,893,500 (株)ホサカ

東京都台東区台東2-3-4

財務課契約係

24 平成26年1月27日

工事

一般競争

筑波技術大学基幹整備（給水設備）改修工事（その２）

1式

17,514,000 富士協和工業（株）

茨城県つくば市上広岡384-1

財務課施設係

25 平成26年1月31日

購入

一般競争

コンピュータリテラシー教育システム 一式

1式

4,200,000 (株)富士通エフサス

神奈川県川崎市中原区中丸子13-2

財務課契約係

26 平成26年2月7日

購入

一般競争

電動式集密書架電気部品等交換 一式

1式

4,284,000 (株)ホサカ

東京都台東区台東2-3-4

財務課契約係

27 平成26年2月20日

購入

一般競争

長時間心電図解析装置 一式

1式

9,975,000 日本光電東関東（株）

千葉県千葉市中央区末広5-4-1

財務課契約係

28 平成26年2月24日

購入

一般競争

動作解析システム 一式

1式

9,859,500 インターリハ(株)

東京都北区上中里1-37-15

財務課契約係

29 平成26年2月28日

購入

一般競争

超音波診断装置 一式

1式

9,870,000 (株)日立メディコ

東京都千代田区外神田4-14-1

財務課契約係

売払

随意契約

筑波技術大学竹園職員宿舎跡地売却

東京都新宿区西新宿2-6-1

財務課契約係 不落

平成25年8月6日

3,121,020 (株)ケーシーエスメディカルワークス
10,279,500 （株）つくば電気通信
8,904,000 日本バイナリー(株)
86,205,000 (株)日立メディコ

700,000,000 （株）タカラレーベン

