
競争契約の公表（H26 年度：物品・役務：財務課） 

 

(1)公共工事の名称、場所、期間及び種別または物品等若しくは役務の名称及び数量 

環境認知型超効率無線センサネットワークの研究開発 

(2)契約を締結した日 

平成 26 年 10 月 14 日 

(3)契約の相手方の商号または名称及び住所 

（株）ネットワーク応用技術研究所 

(4)一般競争入札または指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合はその旨 

一般競争入札 

(5)契約金額（単価契約等にあっては、年間支払（見込）額） 

9,990,000 円 

(6)予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認め

られるものまたは本学の事務または事務に支障を生じるおそれがないと認められるもの

に限る） 

同種の他の契約の予定価格を類推するおそれがあるため公表しない 

(7)その他必要と認められる事項 

 

 

(1)公共工事の名称、場所、期間及び種別または物品等若しくは役務の名称及び数量 

多目標追尾フィルタ ソフトウェア製作 

(2)契約を締結した日 

平成 26 年 11 月 11 日 

(3)契約の相手方の商号または名称及び住所 

三菱電機特機システム（株） 

(4)一般競争入札または指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合はその旨 

一般競争入札 

(5)契約金額（単価契約等にあっては、年間支払（見込）額） 

6,729,480 円 

(6)予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認め

られるものまたは本学の事務または事務に支障を生じるおそれがないと認められるもの

に限る） 

同種の他の契約の予定価格を類推するおそれがあるため公表しない 

(7)その他必要と認められる事項 

 

 



競争契約の公表（H26 年度：物品・役務：財務課） 

 

(1)公共工事の名称、場所、期間及び種別または物品等若しくは役務の名称及び数量 

多周波ステップ CPC 方式 FPGA 部 信号処理ボード設計および製作 

(2)契約を締結した日 

平成 26 年 11 月 11 日 

(3)契約の相手方の商号または名称及び住所 

三菱電機特機システム（株） 

(4)一般競争入札または指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合はその旨 

一般競争入札 

(5)契約金額（単価契約等にあっては、年間支払（見込）額） 

12,850,920 円 

(6)予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認め

られるものまたは本学の事務または事務に支障を生じるおそれがないと認められるもの

に限る） 

同種の他の契約の予定価格を類推するおそれがあるため公表しない 

(7)その他必要と認められる事項 

 

 

(1)公共工事の名称、場所、期間及び種別または物品等若しくは役務の名称及び数量 

試験車両本体 

(2)契約を締結した日 

平成 26 年 11 月 14 日 

(3)契約の相手方の商号または名称及び住所 

（株）ゼットエムピー 

(4)一般競争入札または指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合はその旨 

一般競争入札 

(5)契約金額（単価契約等にあっては、年間支払（見込）額） 

12,997,800 円 

(6)予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認め

られるものまたは本学の事務または事務に支障を生じるおそれがないと認められるもの

に限る） 

同種の他の契約の予定価格を類推するおそれがあるため公表しない 

(7)その他必要と認められる事項 

 

 



競争契約の公表（H26 年度：物品・役務：財務課） 

 

(1)公共工事の名称、場所、期間及び種別または物品等若しくは役務の名称及び数量 

「Unique ＆ Exciting Research Symposium」実施に伴う採録記事の広 

(2)契約を締結した日 

平成 26 年 11 月 14 日 

(3)契約の相手方の商号または名称及び住所 

（株）読売エージェンシー 

(4)一般競争入札または指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合はその旨 

一般競争入札 

(5)契約金額（単価契約等にあっては、年間支払（見込）額） 

9,936,000 円 

(6)予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認め

られるものまたは本学の事務または事務に支障を生じるおそれがないと認められるもの

に限る） 

同種の他の契約の予定価格を類推するおそれがあるため公表しない 

(7)その他必要と認められる事項 

 

 

(1)公共工事の名称、場所、期間及び種別または物品等若しくは役務の名称及び数量 

多周波ｽﾃｯﾌﾟ CPC 方式 FPGA 部 基本ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑの FPGA 化及びｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 

(2)契約を締結した日 

平成 26 年 11 月 28 日 

(3)契約の相手方の商号または名称及び住所 

三菱電機特機システム（株） 

(4)一般競争入札または指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合はその旨 

一般競争入札 

(5)契約金額（単価契約等にあっては、年間支払（見込）額） 

8,024,400 円 

(6)予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認め

られるものまたは本学の事務または事務に支障を生じるおそれがないと認められるもの

に限る） 

同種の他の契約の予定価格を類推するおそれがあるため公表しない 

(7)その他必要と認められる事項 

 

 

 



競争契約の公表（H26 年度：物品・役務：財務課） 

 

(1)公共工事の名称、場所、期間及び種別または物品等若しくは役務の名称及び数量 

任意波形発生器 

(2)契約を締結した日 

平成 26 年 12 月 24 日 

(3)契約の相手方の商号または名称及び住所 

日本電計（株） 

(4)一般競争入札または指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合はその旨 

一般競争入札 

(5)契約金額（単価契約等にあっては、年間支払（見込）額） 

9,882,000 円 

(6)予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認め

られるものまたは本学の事務または事務に支障を生じるおそれがないと認められるもの

に限る） 

同種の他の契約の予定価格を類推するおそれがあるため公表しない 

(7)その他必要と認められる事項 

 

 

(1)公共工事の名称、場所、期間及び種別または物品等若しくは役務の名称及び数量 

試験車両制御 I/F ソフトウェア製作 

(2)契約を締結した日 

平成 26 年 12 月 24 日 

(3)契約の相手方の商号または名称及び住所 

（株）ゼットエムピー 

(4)一般競争入札または指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合はその旨 

一般競争入札 

(5)契約金額（単価契約等にあっては、年間支払（見込）額） 

4,989,600 円 

(6)予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認め

られるものまたは本学の事務または事務に支障を生じるおそれがないと認められるもの

に限る） 

同種の他の契約の予定価格を類推するおそれがあるため公表しない 

(7)その他必要と認められる事項 

 

 



競争契約の公表（H26 年度：物品・役務：財務課） 

 

(1)公共工事の名称、場所、期間及び種別または物品等若しくは役務の名称及び数量 

任意波形発生器 レンタル 平成 26年 1月 27 日～平成 27年 3月 13 日 

(2)契約を締結した日 

平成 26 年 1 月 21 日 

(3)契約の相手方の商号または名称及び住所 

ＳＭＦＬレンタル（株） 

(4)一般競争入札または指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合はその旨 

一般競争入札 

(5)契約金額（単価契約等にあっては、年間支払（見込）額） 

8,645,379 円 

(6)予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認め

られるものまたは本学の事務または事務に支障を生じるおそれがないと認められるもの

に限る） 

同種の他の契約の予定価格を類推するおそれがあるため公表しない 

(7)その他必要と認められる事項 

 

 

(1)公共工事の名称、場所、期間及び種別または物品等若しくは役務の名称及び数量 

シグナルアナライザ レンタル 平成 26 年 2 月 3日～平成 27 年 3 月 13 日 

(2)契約を締結した日 

平成 26 年 1 月 24 日 

(3)契約の相手方の商号または名称及び住所 

オリックス・レンテック（株）立川支店 

(4)一般競争入札または指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合はその旨 

一般競争入札 

(5)契約金額（単価契約等にあっては、年間支払（見込）額） 

6,020,670 円 

(6)予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認め

られるものまたは本学の事務または事務に支障を生じるおそれがないと認められるもの

に限る） 

同種の他の契約の予定価格を類推するおそれがあるため公表しない 

(7)その他必要と認められる事項 

 

 



競争契約の公表（H26 年度：物品・役務：財務課） 

 

(1)公共工事の名称、場所、期間及び種別または物品等若しくは役務の名称及び数量 

ワークステーションシステム 一式 

(2)契約を締結した日 

平成 27 年 1 月 16 日 

(3)契約の相手方の商号または名称及び住所 

ＨＰＣシステムズ（株） 

(4)一般競争入札または指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合はその旨 

一般競争入札 

(5)契約金額（単価契約等にあっては、年間支払（見込）額） 

9,666,000 円 

(6)予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認め

られるものまたは本学の事務または事務に支障を生じるおそれがないと認められるもの

に限る） 

同種の他の契約の予定価格を類推するおそれがあるため公表しない 

(7)その他必要と認められる事項 

 

 

(1)公共工事の名称、場所、期間及び種別または物品等若しくは役務の名称及び数量 

凍結ミクロトーム(クリオスタット)CM1950 一式 

(2)契約を締結した日 

平成 27 年 1 月 30 日 

(3)契約の相手方の商号または名称及び住所 

尾崎理化（株） 

(4)一般競争入札または指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合はその旨 

一般競争入札 

(5)契約金額（単価契約等にあっては、年間支払（見込）額） 

5,714,118 円 

(6)予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認め

られるものまたは本学の事務または事務に支障を生じるおそれがないと認められるもの

に限る） 

同種の他の契約の予定価格を類推するおそれがあるため公表しない 

(7)その他必要と認められる事項 

 

 

 


