
公共工事　一般競争入札 2022年3月31日現在

契約に係る物品役務等の名称 契約担当役 契約締結日
契約の相手方の
住所及び氏名

契約種別 契約金額（円）
契約相手方
への再就職

人数
備                                 考 種類

G棟外壁改修工事(その2) 角田範義 2021年2月9日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 34,650,000 － 工事

実験実習機械工場外壁等改修工事 阿部英樹 2021年8月3日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 23,540,000 － 工事

総合研究棟(B棟)改修(Ⅱ期)工事 阿部英樹 2020年8月1日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 191,268,000 － 工事

基幹・環境整備（屋外通信設備等）工事 阿部英樹 2021年7月5日
愛知県豊橋市
中伊野電設工業(株)

一般競争 21,634,800 － 工事

基幹・環境整備（A棟等機械設備改修）工事 阿部英樹 2021年7月13日
愛知県豊橋市
(株)中部技術サービス

一般競争 51,865,000 － 工事

ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ等屋上防水改修工事 阿部英樹 2021年11月2日
愛知県豊橋市
(株)東海工事

一般競争 12,650,000 － 工事

実験実習機械工場空調設備等改修工事 阿部英樹 2021年8月3日
愛知県豊橋市
旭水道(株)

一般競争 32,945,000 － 工事

実験実習機械工場電気設備改修工事 阿部英樹 2021年8月4日
愛知県豊橋市
(株)影山電機商会

一般競争 18,582,190 － 工事

実験実習機械工場外壁等改修工事 阿部英樹 2021年8月3日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 37,312,000 － 工事

C3棟等ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事 阿部英樹 2021年7月7日
愛知県名古屋市
日本エレベーター製造(株)名古屋営業
所

一般競争 41,228,000 － 工事

A2棟外壁改修工事 阿部英樹 2021年9月6日
愛知県豊橋市
(株)東海工事

一般競争 27,588,000 － 工事

学生寄宿舎E棟101室等改修工事 阿部英樹 2021年9月29日
静岡県浜松市
(株)原田総合計画

一般競争 11,440,000 － 工事

学生寄宿舎E棟101室等改修機械設備工事 阿部英樹 2021年9月29日
愛知県豊橋市
旭水道(株)

一般競争 7,590,000 － 工事

総合研究棟(B棟)改修(Ⅱ期)電気設備工事 阿部英樹 2021年9月6日
愛知県名古屋市
東邦電気工業（株）

一般競争 44,550,000 － 工事

総合研究棟(B棟)改修(Ⅱ期)機械設備工事 阿部英樹 2021年9月3日
愛知県豊橋市
豊橋設備サービス（株）

一般競争 103,400,000 － 工事

C3棟等換気設備改修工事 阿部英樹 2021年11月15日
愛知県豊川市
井指設備工業（株）

一般競争 12,100,000 － 工事

物品役務等　一般競争入札

契約に係る物品役務等の名称 契約担当役 契約締結日
契約の相手方の
住所及び氏名

契約種別 契約金額（円）
契約相手方
への再就職

人数
備                                 考 種類

マイクロソフトソフトウェア包括ライセンス 角田範義 2021年3月4日
愛知県名古屋市
西日本電信電話(株)

一般競争 7,392,000 － 物品

数値解析ソフトウェア包括ライセンス 角田範義 2021年3月4日
東京都千代田区
(株)大塚商会

一般競争 6,728,700 － 物品

Wiley Online Library 電子ジャーナルの利用 角田範義 2020年11月11日
愛知県名古屋市
(株)紀伊國屋書店中部営業部

一般競争 5,521,907 － 役務

データベース(Web of Science)の利用 阿部英樹 2021年4月1日
愛知県名古屋市
(株)紀伊國屋書店中部営業部

一般競争 10,030,000 － 役務

仮設事務室借上 角田範義 2020年10月26日
愛知県名古屋市
大和リース(株)名古屋支社

一般競争 (5,390,000) － 役務

電力需給契約 角田範義 2021年2月8日
福岡県福岡市
(株)ホープ

一般競争 (182,280,483) － 物品

建物清掃請負業務 角田範義 2021年1月28日
愛知県名古屋市
コニックス(株)

一般競争 (21,991,125) － 役務

一般定期健康診断：学生 角田範義 2021年3月24日
愛知県豊川市
医療法人社団卓和会しらゆりクリニッ
ク

一般競争 5,637,225 － 役務

英語学習支援業務 角田範義 2021年3月11日
東京都千代田区
(株)アルク

一般競争 (9,372,000) － 役務

都市ガス13Ａの供給 角田範義 2021年2月8日
愛知県豊橋市
サーラエナジー(株)東三河支社

一般競争 (63,990,872) － 物品

ライブＥＤＳ分析システム 阿部英樹 2021年4月1日
愛知県豊川市
オザワ科学(株)豊川営業所

一般競争 9,449,000 － 物品



契約に係る物品役務等の名称 契約担当役 契約締結日
契約の相手方の
住所及び氏名

契約種別 契約金額（円）
契約相手方
への再就職

人数
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設備保全・警備業務 角田範義 2021年2月1日
愛知県名古屋市
コニックス(株)

一般競争 (126,746,180) － 役務

生活廃水処理施設保守管理業務 児島昌樹 2019年6月5日
愛知県名古屋市
(株)クリタス

一般競争 (7,682,526) － 役務

液体窒素　99.999％以上 角田範義 2021年3月10日
愛知県豊橋市
三洋商事(株)

一般競争 (6,413,000) － 物品

イオンイメージセンサ計測装置 阿部英樹 2021年5月13日
愛知県名古屋市
東朋テクノロジー(株)

一般競争 9,680,000 － 物品

総合研究棟(B棟)改修(Ⅱ期)設備設計業務 角田範義 2021年3月23日
愛知県名古屋市
(株)ミューパートナーズ

一般競争 6,600,000 － 役務

マイクロフォーカスＸ線ＣＴ装置 阿部英樹 2021年6月14日
愛知県豊橋市
遠藤科学(株)豊橋営業所

一般競争 49,885,000 － 物品

ラマン分光光度計システム 阿部英樹 2021年8月5日
東京都千代田区
ジャスコサポート(株)

一般競争 21,548,945 － 物品

Ｘ線回折装置 阿部英樹 2021年7月5日
愛知県名古屋市
(株)リガク

一般競争 39,600,000 － 物品

電子ジャーナルWiley Online Libraryの利用 阿部英樹 2021年11月10日
愛知県名古屋市
(株)紀伊國屋書店中部営業部

一般競争 6,063,000 － 役務

ＢＶＯＣセンサ評価システム移設 阿部英樹 2021年9月16日
愛媛県松山市
(株)日進機械

一般競争 6,820,000 － 役務

融合センサ機能薄膜成膜装置 阿部英樹 2021年9月17日
愛知県豊川市
オザワ科学(株)豊川営業所

一般競争 28,303,000 － 物品

改修工事に伴う物品移設業務 阿部英樹 2021年7月26日
愛知県名古屋市
セイノー引越(株)名古屋支店

一般競争 7,095,000 － 役務

物品役務等　随意契約

契約に係る物品役務等の名称 契約担当役 契約締結日
契約の相手方の
住所及び氏名

契約種別 契約金額（円）
契約相手方
への再就職

人数
随意契約とした理由 種類

Science Direct　の利用 角田範義 2021年2月16日
オランダ国アムステルダム
エルゼビア・ビー・ブイ

随意契約 17,559,325 0

本契約については，同社のみが情報の提供を行えるものであ
り，契約の性質が他との競争を許さないことから，国立大学
法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項第１号を適
用。

役務

無線アクセスポイント 角田範義 2021年3月5日
愛知県名古屋市
西日本電信電話(株)

随意契約 9,900,000 0
本契約については，契約の性質が他との競争を許さないこと
から，国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１
項第１号を適用。

物品

先進プローブデータ構造化処理 阿部英樹 2021年4月1日
愛知県豊橋市
ジャパン・トゥエンティワン(株)

随意契約 (6,336,000) 0

本調達物品については，機密情報保持契約に基づき処理をす
るものであり，契約の性質が他との競争を許さないことか
ら，国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項
第１号を適用。

役務

新サテライト・オフィス賃貸借契約 阿部英樹 2021年9月13日
愛知県豊橋市
中部ガス不動産(株)

随意契約 (11,935,238) 0

本契約については，建物を管理している同社のみが行える唯
一の業者であり，契約の性質が他との競争を許さないことか
ら，国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項
第１号を適用。

役務

走査型プローブ顕微鏡 阿部英樹 2021年7月9日
宮城県仙台市
(有)イーアンドティー

随意契約 5,541,635 0

本調達物品については，契約の相手方が輸入総代理店として
代理店をとおさず直接販売している物品であり，他との競争
を許さないことから，国立大学法人豊橋技術科学大学会計規
則第41条第1項第1号を適用。

物品

マスクレス露光装置 阿部英樹 2021年4月28日
神奈川県横浜市
ハイデルベルグ・インストルメンツ
(株)

随意契約 14,903,900 0

本調達物品については，契約の相手方が輸入総代理店として
代理店をとおさず直接販売している物品であり，他との競争
を許さないことから，国立大学法人豊橋技術科学大学会計規
則第41条第1項第1号を適用。

物品

豊橋技術科学大学会計監査業務
（対象事業年度：2021年度）

阿部英樹 2021年10月20日
東京都新宿区
有限責任あずさ監査法人

随意契約 5,197,500 0
文部科学大臣より会計監査人として選任された者であり，競
争が許されないことから，国立大学法人豊橋技術科学大学会
計規則第４１条第１項第１号を適用。

役務

イオンイメージセンサ計測装置 阿部英樹 2021年8月3日
愛知県名古屋市
東朋テクノロジー(株)

随意契約 9,900,000 0

本調達物品については，契約の相手方が代理店をとおさず直
接販売している物品であり，他との競争を許さないことか
ら，国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項
第１号を適用。

物品

大気圧グローブボックス 阿部英樹 2021年10月11日
茨城県守谷市
(株)ＵＮＩＣＯ

随意契約 6,160,000 0

本調達物品については，契約の相手方が代理店をとおさず直
接販売している物品であり，他との競争を許さないことか
ら，国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項
第１号を適用。

物品

大気圧グローブボックス 阿部英樹 2021年11月12日
茨城県守谷市
(株)ＵＮＩＣＯ

随意契約 5,918,000 0

本調達物品については，契約の相手方が代理店をとおさず直
接販売している物品であり，他との競争を許さないことか
ら，国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項
第１号を適用。

物品

ISFET25生体刺入型センサTEG2のウエハ製作 阿部英樹 2021年8月3日
静岡県浜松市
浜松ホトニクス(株)

随意契約 7,557,000 0

本調達物品については，機密情報保持契約に基づき処理をす
るものであり，契約の性質が他との競争を許さないことか
ら，国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項
第１号を適用。

物品

電池用充放電セル 阿部英樹 2021年12月16日
愛知県名古屋市
(株)リガク

随意契約 6,996,000 0

本調達物品については，契約の相手方が代理店をとおさず直
接販売している物品であり，他との競争を許さないことか
ら，国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第４１条第１項
第１号を適用。

物品

電子ビーム描画装置の保守                                      阿部英樹 2021年2月1日
愛知県名古屋市
日本電子(株)名古屋支店

随意契約 5,830,000 0
本契約については，同社のみが請負することができる唯一の
法人であることから，国立大学法人豊橋技術科学大学会計規
則第４１条第１項第１号を適用。

役務

令和３年度業界研究セミナー及び学内企業説明会阿部英樹 2021年9月3日
愛知県名古屋市
(株)ディスコ名古屋支社

随意契約 9,435,800 0
本契約については，提案評価方式を実施し，同社の提案書を
特定した。よって国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第
４１条第１項第１号を適用。

役務

公式Webサイトリニューアルに係る企画制作業務阿部英樹 2021年10月20日
愛知県岡崎市
(株)エー・シー・プラネット

随意契約 11,519,200 0
本契約については，提案評価方式を実施し，同社の提案書を
特定した。よって国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則第
４１条第１項第１号を適用。

役務

（　）の金額は，年間見込金額


