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受講支援システム構築業務 平成28年9月16日
徳島県徳島市南末広町4番53号
(株)ウェブチップス

2,340,144 一般競争

共同実験室プレハブ賃貸借 平成28年9月30日
徳島県徳島市万代町２丁目４番地７
スタン万代町ビル２階
大和リース(株)徳島営業所

46,440,000 一般競争
借入期間：平成29年4月1日～平成35年3月31日
月額：645,000円

2017年版外国雑誌・電子ジャーナル 平成28年10月25日
岡山県岡山市北区中山下2丁目2番1号
株式会社 紀伊國屋書店 岡山営業所

3,755,624 一般競争
品名：Amerasia journal　外
数量：1式

ＩＣカード発行システム 平成28年12月16日
岡山県岡山市表町１－３－５０
丸善雄松堂株式会社 岡山支店

6,739,200 一般競争 月額　112,320円

附属小学校プロジェクター型電子黒板 平成29年2月1日
徳島県徳島市佐古１番町１０－１２
日本電子機器（株）

6,372,000 一般競争
規格：プロジェクター　EPSON EB-685WT　外
数量：15台　外
単価：259,113円 外

ｴﾈﾙｷﾞｰ分散型蛍光Ｘ線分析装置外機器保
守点検・移設作業

平成29年2月2日
徳島県徳島市応神町応神産業団地４－３０
大島器械（株）

2,041,200 一般競争
規格：ｴﾈﾙｷﾞｰ分散型蛍光Ｘ線分析装置 EDX-
720　外
数量：1式　外

高機能情報ネットワークシステム 平成29年2月6日
徳島県徳島市西大工町２丁目５番１
西日本電信電話（株）徳島支店

31,644,000 一般競争
規格：コアスイッチ１　ｱﾗｲﾄﾞﾃﾚｼｽ　AT-x930-
28GTX-Z5 外
数量：2台　外

電子計測器 平成29年2月21日
徳島県徳島市応神町応神産業団地４－３０
大島器械（株）

2,646,000 一般競争
規格：NF回路設計ブロック　WF1974　外
数量：6台　外
単価：287,280円 外

自動貸出返却装置 平成29年2月22日
徳島県徳島市二軒屋町２丁目３１
（株）まるや文具店

3,456,000 一般競争
規格：3M ABC-T1 （ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｶｰﾄﾞ仕様）　外
数量：1式　外
単価：2,812,000円 外

国立大学法人鳴門教育大学建物清掃業務 平成29年3月3日
徳島県徳島市川内町平石夷野３３番地の４
合建警備保障（株）

7,020,000 一般競争 月額：585,000円

国立大学法人鳴門教育大学附属小学校給
食調理業務

平成29年3月6日
東京都港区赤坂２丁目２３番１号
（株）メフォス

23,497,344 一般競争 1日あたり：56,484円

画像連結システム 平成29年3月6日
徳島県徳島市応神町応神産業団地４－３０
大島器械（株）

3,747,600 一般競争

規格：3軸スライドユニット　関野ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　3D-
SLIDE-S-N  外
数量：1式　外
単価：2,235,600円 外
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国立大学法人鳴門教育大学高島地区警備
業務

平成29年3月7日
徳島県名西郡石井町浦庄字諏訪１０２４番地８
（株）アルファ

25,380,000 一般競争 月額：1,057,500円

講義室用プロジェクター 平成29年3月8日
徳島県徳島市東吉野町１丁目１０番地の１
四国通建（株）徳島支店

5,367,600 一般競争
規格：プロジェクター　ｶｼｵ　XJ-F210WN  外
数量：1式　外
単価：154,835円 外

共同実験室什器類 平成29年3月13日
徳島県徳島市応神町応神産業団地１２番１
日新器械（株）

4,730,400 一般競争

規格：試料棚　三進金属工業　W1200×D921×
H2100 MMB-7492-4K  外
数量：4台　外
単価：61,718.75円 外

国立大学法人鳴門教育大学文書等集配業
務

平成29年3月17日
徳島県徳島市幸町１丁目４７番３
（株）スタッフクリエイト

2,498,688 一般競争 1日あたり：5,184円
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鳴門教育大学
（高島）ライフライン再生Ⅰ（電気設備）工事

平成28年7月6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

40,932,000 一般競争
高島団地
平成２８年７月７日～平成２９年１月３１日

鳴門教育大学
消防用設備等点検業務

平成28年7月25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

2,203,200 一般競争
高島団地内ほか
平成２８年７月２６日～平成２９年３月２２日

鳴門教育大学
(南前川)附属小学校渡り廊下取設工事

平成28年10月6日
徳島県小松島市金磯町８番７９号
誠建設有限会社

9,633,600 一般競争
附属小学校
平成２８年１０月７日～平成２９年３月２４日

鳴門教育大学
(高島)芸術棟屋上防水改修工事

平成28年12月20日
徳島県板野郡松茂町広島字壱番越6-6
株式会社多田組

5,918,400 一般競争
高島団地
平成２８年１２月２１日～平成２９年３月２４日

鳴門教育大学
附中校舎照明器具取替工事

平成28年12月22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

2,883,600 一般競争
中吉野団地
平成２８年１２月２６日～平成２９年２月２８日

鳴門教育大学
学生宿舎電力量計取替工事

平成29年1月11日
徳島県吉野川市鴨島町知恵島1033番地の1
和泉電気工事株式会社

3,580,200 一般競争
学生宿舎
平成２９年１月１２日～平成２９年３月２４日

鳴門教育大学
（高島）陸上競技場走幅跳助走路修繕工事

平成29年1月26日
徳島県徳島市名東町２丁目１３７番地１
株式会社山内組

4,806,000 一般競争
陸上競技場
平成２９年１月２７日～平成２９年３月２４日

鳴門教育大学
(南前川団地ほか)で使用する電気

平成29年1月27日
香川県高松市丸の内２番５号
四国電力株式会社

11,563,322 一般競争
南前川団地ほか
平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日

鳴門教育大学
（高島）講堂屋上防水改修工事

平成29年2月3日
徳島県徳島市助任橋二丁目１５番地の３
株式会社高建設

9,072,000 一般競争
高島団地
平成２９年２月６日～平成２９年３月２４日

鳴門教育大学
職員宿舎浴室改修工事

平成29年2月14日
徳島県徳島市助任橋３丁目２５番地１
蔵本設備機工有限会社

9,774,000 一般競争
粟津団地
平成２９年２月１５日～平成２９年３月２８日

鳴門教育大学
高島団地高木剪定ほか業務

平成29年2月14日
徳島県阿波市市場町大俣字貞久163番地
マルセー緑化建設有限会社

3,186,000 一般競争
高島団地
平成２９年２月１５日～平成２９年３月２４日

契約者の役職、氏名及び所在地
国立大学法人鳴門教育大学長　　山下　一夫
徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地
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鳴門教育大学
昇降機設備保全業務

平成29年3月22日
香川県高松市番町一丁目６番１号
日本オーチス・エレベータ株式会社四国営業所

27,876,960 一般競争
高島団地・中吉野団地・上吉野団地
平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日

鳴門教育大学
自家用電気工作物保全業務

平成29年3月22日
香川県高松市福岡町３丁目３１番１５号
一般財団法人四国電気保安協会

6,306,336 一般競争
高島団地・学生宿舎
南前川団地・中吉野団地・上吉野団地
平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日

鳴門教育大学
合併処理槽保全業務

平成29年3月22日
徳島県徳島市徳島本町２丁目１６番地
協同組合徳島県浄化槽管理センター

5,702,400 一般競争
高島団地
平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日


