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秋田県男鹿市一ノ目潟の湖沼掘削による
学術的堆積物コア試料採取 一式

平成25年4月26日
有限会社西部試錐工業
代表取締役　北村　篤実
長崎県西彼杵郡時津町日並3804番地

16,926,000 一般競争

スクールバス　外　一式 平成25年6月28日
徳島日野自動車株式会社
代表取締役　河野　宏
徳島県板野郡松茂町笹木野八北開拓203-1

21,940,324 一般競争
規格：日野自動車 メルファ SDG-RR7JJCA　外
数量：1式
単価：21,940,324円

マイクロフォーカスＸ線透視装置　1台 平成25年8月2日
大島器械株式会社
代表取締役　大島　浩輔
徳島県徳島市応神町応神産業団地4-30

8,904,000 一般競争
品名：マイクロフォーカスＸ線透視装置　島津製作
所SMX-1000Plus　数量：一台　単価：8,904,000円

総合学生支援棟　椅子類 一式 平成25年8月21日
株式会社まるや文具店
代表取締役　矢野　隆則
徳島県徳島市二軒屋町２丁目３１

4,294,500 一般競争
品名：椅子 ｵｶﾑﾗ CJ43ZR-FAR4　数量：一式　単
価：47,145円　外

総合学生支援棟　会議室用椅子・机 一式 平成25年8月21日
株式会社サカノ
代表取締役　坂野　公子
徳島県徳島市南内町1丁目40番地の2

6,152,055 一般競争
品名：会議用椅子 ｳﾁﾀﾞ 6-110-0200　数量：一式
単価：14,385円　外

総合学生支援棟　収納庫・耐火金庫 一式 平成25年8月21日
株式会社まるや文具店
代表取締役　矢野　隆則
徳島県徳島市二軒屋町２丁目３１

4,672,500 一般競争
品名：収納庫 ｵｶﾑﾗ 4B43ZL ZA75　数量：一式　単
価：42,420円

総合学生支援棟　椅子 一式 平成25年8月21日
株式会社まるや文具店
代表取締役　矢野　隆則
徳島県徳島市二軒屋町２丁目３１

2,131,500 一般競争
品名：椅子 ｵｶﾑﾗ 8110GF FG63　数量：一式　単
価：9,345円　外

情報基盤コンピュータシステム 一式 平成25年8月26日
富士電機ITソリューション株式会社
代表取締役 岡﨑　俊哉
東京都千代田区外神田6丁目15番12号

106,559,712 一般競争
月額：2,219,994円
ﾘｰｽ期間：平成26年2月1日～平成30年1月31日

キャピラリー電気泳動システム　1台 平成25年8月28日
大島器械株式会社
代表取締役　大島　浩輔
徳島県徳島市応神町応神産業団地4-30

6,667,500 一般競争
品名：キャピラリー電気泳動システム　大塚電子
Agilent7100　数量：１台　単価：6,667,500円

総合学生支援棟　視聴覚設備　一式 平成25年9月6日
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ株式会社ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ四国社社長　古賀司郎
香川県高松市勅使町181-5

10,290,000 一般競争
品名：電子掲示板機器操作・制御PC　数量：1台
単価300,000円　外

e-Learningシステム　一式 平成25年10月25日
株式会社ＳＲＡ西日本
代表取締役　加賀爪　清司
広島県広島市南区稲荷町2-16

23,940,000 一般競争
規格：Moodleサーバ　日本HP 6540810-AMJO  外
数量：２台　外
単価：623,935円　外
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e-Learning対応視聴覚設備　一式 平成25年10月25日
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ株式会社ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ四国社社長　古賀　司郎
香川県高松市勅使町181-5

22,470,000 一般競争
規格：機器収納架設備　外
数量：１式　外
単価：3,243,097円　外

毛布  1,390枚 平成25年10月28日
ミドリ安全徳島株式会社
代表取締役　成瀬　倫夫
徳島県徳島市南田宮２丁目1-24

3,911,460 一般競争
規格：真空ﾊﾟｯｸﾘｻｲｸﾙ難燃毛布 ｴｺﾍﾟｯﾄ（八折り）
三共毛織製　　数量：1,390枚　　単価：2,814円

消火器　一式 平成25年10月28日
ミドリ安全徳島株式会社
代表取締役　成瀬　倫夫
徳島県徳島市南田宮２丁目1-24

1,627,500 一般競争
規格：ABC粉末消火器 ﾊｯﾀ PEP-4 蓄圧式　外
数量：20本　外　　単価：5,166円　外

2014年度外国雑誌　一式 平成25年10月28日
株式会社紀伊國屋書店岡山営業所
所長　金山　博之
岡山県岡山市北区中山２丁目２番１号

6,529,974 一般競争
規格：Amerasia journal　外
数量：１式　外　　　単価：47,948円　外

附属図書館業務システム　一式 平成25年10月31日
株式会社リコー
代表取締役社長執行役員　三浦善司
東京都大田区中馬込1-3-6

11,990,160 一般競争
月額：249,795円
期間：平成26年2月1日～平成30年1月31日

遠隔講義システム　一式 平成25年11月22日
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ株式会社ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ四国社社長　古賀　司郎
香川県高松市勅使町181-5

8,295,000 一般競争
規格：ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　EM-JKCP-KT1　外
数量：1式　外　　単価：2,642,310円　外

総合学生支援棟ネットワークシステム　一
式

平成25年12月25日
西日本電信電話株式会社
徳島支店長　上田　直毅
徳島県徳島市西大工町二丁目5番地1

4,809,000 一般競争
規格：HP 24-port Gig-T v2 zl Module　外
数量：1個　外
単価：226,550円　外

ソフトウェア包括ライセンス　一式 平成26年1月10日
リコージャパン株式会社
徳島営業部営業部長　市田　剛史
徳島県徳島市金沢2-3-60

7,325,850 一般競争
規格：ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ　OVS-ESﾗｲｾﾝｽ
数量：1,450ﾗｲｾﾝｽ
単価：986,706円　外

体育館ステージ　一式 平成26年1月22日
有限会社山内スポーツ
代表取締役　山内　修治
徳島県徳島市元町2丁目7番地の2

7,507,500 一般競争
規格：ｾﾉｰ（株）　HE9100
数量：3基
単価：1,977,150円　外

プールスタート台　８台 平成26年2月7日
株式会社日本水泳振興会
代表取締役　青木　守喬
東京都中野区東中野3-18-12

1,599,150 一般競争
規格：ﾂｶｻ電工(株)　TSD-500N
数量：8台
単価：199,894円　外

食堂１階机・椅子　一式 平成26年2月13日
株式会社まるや文具店
代表取締役　矢野　隆則
徳島県徳島市二軒屋町２丁目３１

3,873,870 一般競争
規格：ｵｶﾑﾗ　8177EC-MG29　外
数量：27個　外
単価：一式1,098,503円　外

堆積物、木材・木炭及び考古試料の放射
性炭素14C年代測定　一式

平成26年2月14日
㈱パレオ・ラボ
代表取締役　藤根　久
埼玉県戸田市下前1-13-22

2,289,000 一般競争
規格：堆積物含有炭素試料　外
数量：20点　外
単価：一式2,289,000円

連合AO遠隔会議システム　一式 平成26年2月26日
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ株式会社ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ四国社社長　古賀　司郎
香川県高松市勅使町181-5

2,604,000 一般競争
規格：ﾊﾟｿｺﾝ　富士通　FMVD06006　外
数量：1台　外
単価：166,200円　外
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建物清掃業務　一式 平成26年3月14日
徳島市川内町平石夷野３３番地の４
合建警備保障株式会社

5,832,000 一般競争 月額　486,000円

附属学校（園）警備業務　一式 平成26年3月14日
徳島県徳島市かちどき橋１丁目７番地
国際警備保障株式会社徳島支店

15,546,600 一般競争 月額：1,350円

一般廃棄物処理（収集運搬）業務（学校教
育学部）　一式

平成26年3月14日
鳴門市鳴門町高島字竹島219番地
ゼネラル産業有限会社

7,879,680 一般競争 4t車1台：41,040円

一般廃棄物処理（収集運搬）業務（附属学
校（園））　一式

平成26年3月14日
徳島市東吉野町2丁目19番地
株式会社ヤングクリーン

2,079,000 一般競争 2t車1台：29,700円
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鳴門教育大学（高島）総合学生支援棟新営機械設
備工事

平成25年5月15日
徳島県徳島市川内町平石住吉２０９番地1
港産業株式会社

46,200,000 一般競争
高島団地
平成25年5月16日～平成25年12月25日

鳴門教育大学（高島）総合学生支援棟新営電気設
備工事

平成25年5月17日
徳島県徳島市佐古一番町１８番５号
四国電気工業株式会社

42,000,000 一般競争
高島団地
平成25年5月20日～平成25年12月25日

鳴門教育大学（高島）総合学生支援棟新営工事 平成25年5月24日
徳島県徳島市富田橋７丁目１７番地
株式会社島谷建設

285,600,000 一般競争
高島団地
平成25年5月27日～平成25年12月25日

鳴門教育大学（高島）講義棟等便所改修工事 平成25年6月18日
徳島県徳島市国府町南岩延字堤外５６１番地の１
大崎建設株式会社

47,775,000 一般競争
高島団地
平成25年6月19日～平成25年12月25日

鳴門教育大学（高島）講義棟等便所改修電気設備
工事

平成25年6月18日
徳島県吉野川市鴨島町知恵島１０３３番地１
和泉電気工事株式会社

4,326,000 一般競争
高島団地
平成25年6月19日～平成25年12月25日

鳴門教育大学（高島）講義棟等便所改修機械設備
工事

平成25年6月20日
徳島県徳島市雑賀町西開７２番地２
株式会社吉崎設備工業

28,224,000 一般競争
高島団地
平成25年6月21日～平成25年12月25日

鳴門教育大学消防用設備等点検業務 平成25年6月27日
岡山県岡山市南区豊浜町９番２４号
株式会社オークスコーポレーション

1,415,190 一般競争
高島団地，粟津団地，中吉野団地，南前川団地
上吉野団地平成25年6月28日～平成26年3月28日

鳴門教育大学（中吉野）基幹・環境整備（囲障改
修）工事

平成25年7月30日
徳島県徳島市富田橋７丁目１７番地
株式会社島谷建設

42,000,000 一般競争
中吉野団地
平成25年7月31日～平成26年1月31日

鳴門教育大学職員宿舎１号棟屋外排水管改修工
事

平成25年9月4日
徳島県徳島市庄町４丁目２３－７
有限会社新明工業

1,522,500 一般競争
粟津団地
平成25年9月5日～平成25年10月11日

鳴門教育大学（粟津）職員宿舎給水設備改修工事 平成25年9月30日
徳島県徳島市助任橋３丁目２５－１
蔵本設備機工有限会社

20,937,000 一般競争
粟津団地
平成25年10月1日～平成26年2月28日

鳴門教育大学（高島）附属図書館屋上防水改修工
事

平成25年11月21日
徳島県板野郡松茂町広島字壱番越６番地６
株式会社多田組

7,927,500 一般競争
高島団地
平成25年11月22日～平成26年2月28日

鳴門教育大学植栽管理業務 平成25年12月11日
徳島県徳島市八万町大坪２５７番地の１２
有限会社岩田造園

6,510,000 一般競争
高島団地
平成25年12月12日～平成26年3月20日

鳴門教育大学附属図書館等照明設備改修工事 平成25年12月26日
徳島県徳島市北田宮２丁目１４番５２号
西野電機工業株式会社

14,637,000 一般競争
高島団地
平成25年12月27日～平成26年3月20日

鳴門教育大学（高島）大学会館等便所改修工事 平成26年3月18日
徳島県徳島市南佐古六番町１番４号
二本木建設有限会社

22,356,000 一般競争
高島団地
平成26年3月19日～平成26年9月30日

鳴門教育大学（高島）大学会館等便所改修機械設
備工事

平成26年3月18日
徳島県徳島市雑賀町西開７２番地２
株式会社吉崎設備工業

13,770,000 一般競争
高島団地
平成26年3月19日～平成26年9月30日

鳴門教育大学（高島）大学会館等便所改修電気設
備工事

平成26年3月18日
徳島県吉野川市鴨島町知恵島１０３３番地１
和泉電気工事株式会社

2,397,600 一般競争
高島団地
平成26年3月19日～平成26年9月30日
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