競争入札契約に係る内容の公表（物品役務等 政府調達に係るものを除く）
物品役務等の名称及び数量

契約権限者の氏名並びにその所
契約を締結した日
属する部局の名称及び所在地

第一調達班長 浦川 賢冶
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 浦川 賢冶
長崎大学実験・研究室等作業環境
財務部経理調達課
測定業務 一式
長崎市文教町１－１４
管理課長 山田 弘幸
外来クラーク業務請負 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長 山田 弘幸
外来周産期管理システム 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
船舶専用クレーン装置 一式

施設企画課長 森 徳明
長崎大学（文教町２）自家発電設備
施設部施設企画課
保全業務
長崎市文教町1－１4
財務部経理 調達課
第一調達班長 浦川
長崎市文教町１－１４
財務部経理 調達課
MBR食堂排水処理実証装置 一式 第一調達班長 浦川
長崎市文教町１－１４
財務部経理 調達課
RO膜再生水化実証装置 一式
第一調達班長 浦川
長崎市文教町１－１４
財務部経理 調達課
動物実験施設設備管理及び
第一調達班長 浦川
警報監視業務
長崎市文教町１－１４
財務部経理 調達課
ハイエンド細胞イメージアナライ
第一調達班長 浦川
ザー
長崎市文教町１－１４
財務部経理 調達課
漁網監視装置用センサー
第一調達班長 浦川
長崎市文教町１－１４
ｼﾞｪｲｽ
管理課長 山田 弘幸
101001_8cm×10cm・有効面積
病院管理課
2
長崎市坂本１－７－１
80cm
BVS5000血液ﾎﾟﾝﾌﾟｾｯﾄ
管理課長 山田 弘幸
0505-1032-HA_脱血ｶﾆｭｰﾚ32Fr/
病院管理課
送血ｶﾆｭｰﾚ42Fr
長崎市坂本１－７－１
2本
東洋紡ﾍﾊﾟﾘﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ補助人工心 管理課長 山田 弘幸
臓ｾｯﾄ
病院管理課
外2点
長崎市坂本１－７－１
フローサイトメーターシステム

（別紙様式1）

一般競争入札・指名
契約の相手方の商号又は名
競争入札の別（総合 予定価格（円）
称及び住所
評価の実施）

契約金額（円）

落札率
（％）

平成24年4月3日

長崎船用品㈱
長崎市神ノ島町1-367-27

一般競争入札

－

8,715,000

－

平成24年4月27日

㈱新日本環境コンサルタント
福岡市南区長丘3-1-18

一般競争入札

－

7,095,480

－

一般競争入札

－

14,550,061

－

一般競争入札

－

11,970,000

－

一般競争入札

－

13,125,000

－

平成24年4月13日
平成24年5月15日

平成24年5月18日

東京都千代田区神田駿河台2
丁目9番地
株式会社ニチイ学館
山下医科器械株式会社 長崎
支社
長崎市浜口町１２番１９号
三菱電機プラントエンジニアリ
ング株式会社九州本部長崎
支店
長崎市丸尾町４番４号

賢冶

平成24年6月15日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

6,699,000

-

賢冶

平成24年6月18日

協和機電工業(株)
長崎市川口町10番2号

一般競争入札

-

9,240,000

-

賢冶

平成24年6月18日

協和機電工業(株)
長崎市川口町10番2号

一般競争入札

-

8,820,000

-

賢冶

平成24年6月25日

(株)ふよう長崎
長崎市興善町2番24号

一般競争入札

-

8,536,500

-

賢冶

平成24年6月26日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

14,799,750

-

賢冶

平成24年6月28日

日本海洋株式会社
東京都千代田区神田須田町
2-2-4

一般競争入札

-

6,840,000

-

平成24年6月21日

長崎市西山4丁目468-1
株式会社キシヤ 長崎営業所

一般競争入札

－

9,135,000

－

平成24年6月21日

長崎市花丘町１１番２４号
九州ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社
長崎営業所

一般競争入札

－

5,911,500

－

平成24年6月21日

長崎市浜口町１２番１９号
山下医科器械株式会社 長崎
支社

一般競争入札

－

24,106,950

－

備

考

契約期間：H24.5.1～H25.12.31

OPUS基本ｷｯﾄ 外5点

管理課長 山田 弘幸
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

管理課長 山田 弘幸
ｾﾞﾆｽTX2・TAAｴﾝﾄﾞﾊﾞｽｷｭﾗ-ｸﾞﾗﾌﾄ
病院管理課
外15点
長崎市坂本１－７－１
第一調達班長 浦川
什器類 一式
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第二調達班長 松尾
フローサイトメーターシステム
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 浦川
発明に関する情報収集・調査請負
財務部経理調達課
業務 一式
長崎市文教町１－１４
管理課長 山田 弘幸
放射線画像管理ｻｰﾊﾞｰ増設 一式 病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長 山田 弘幸
紫外線治療器 1台
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
第二調達班長 松尾
固液分離装置 １台
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
管理課長 山田 弘幸
凍結切片作製装置 1台
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長 山田 弘幸
超音波診断装置 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長 山田 弘幸
救急車 １台
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成24年6月21日

平成24年6月21日
賢冶

一般競争入札

－

40,677,000

－

一般競争入札

－

113,904,838

－

平成24年7月12日

㈱エビス堂
長崎市恵美須町6-14

一般競争入札

－

6,930,000

－

平成24年7月19日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

－

5,974,500

－

平成24年7月25日

テックマネッジ㈱
東京都新宿区西新宿7-7-26

一般競争入札

－

6,300,000

－

平成24年7月9日

日本電気株式会社 長崎支店
長崎市万才町7番1号

一般競争入札

－

11,970,000

－

平成24年7月11日

株式会社キシヤ 長崎営業所
長崎市西山4丁目468-1

一般競争入札

－

9,450,000

－

平成24年8月28日

㈱テクサム
長崎市三ツ山町225-1

一般競争入札

-

11,970,000

-

平成24年8月1日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

－

6,615,000

－

一般競争入札

－

11,865,000

－

一般競争入札
（総合評価方式）

－

11,862,540

－

正則
賢冶

正則

第二調達班長 松尾 正則
文教地区・坂本地区一般廃棄物収
財務部経理調達課
集処理業務 一式
長崎市文教町１－１４

福岡県福岡市博多区東比恵２
丁目１２番２２号
日本光電九州株式会社九州
支社
長崎市田中町５９６番地１
アイティーアイ株式会社 長崎
支店

平成24年8月8日
平成24年8月24日

アイティーアイ株式会社 長崎
支店
長崎市田中町５９６番地１
西九州トヨタ自動車株式会社
長崎支店
長崎市五島町4番19号

平成24年9月11日

平木工業（株）
長崎市三京町２８４２－１

一般競争入札

-

6,832,959

-

平成24年9月28日

三和通信工業㈱長崎営業所
長崎市柳谷町13-24

一般競争入札

-

11,938,500

-

平成24年9月24日

JA三井リース㈱
東京都品川区東五反田２丁目
１０番２号

一般競争入札

－

7,434,000

－

管理課長補佐 濵崎 英彦
オイパロミン300注ｼﾘﾝｼﾞ100mL 外
病院管理課
3点
長崎市坂本１－７－１

平成24年9月26日

㈱アトル 長崎営業部
長崎市浪の平町４番２３号

一般競争入札

－

23,482,717

－

管理課長補佐 濵崎 英彦
スーテントカプセル12.5mg 外11点 病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成24年9月26日

㈱宮崎温仙堂商店
長崎支店長崎市大浦町１番２
号

一般競争入札

－

71,441,748

－

授業アーカイブシステム 一式
電気手術器 ２式 リース

第一調達班長 浦川 賢冶
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

契約期間：
H24.8.1～H25.3.31

単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間H24.10.1～H26.9.30

単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H24.10.1～H25.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H24.10.1～H25.3.31

グリベック錠100mg 外8点

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成24年9月26日

㈱翔薬 長崎営業部
長崎市弥生町８番１８号

一般競争入札

－

53,364,324

－

ザイボックス錠600mg 外2点

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成24年9月26日

アルフレッサ㈱長崎大村支店
大村市富の原２－３２２

一般競争入札

－

17,812,250

－

レブラミドカプセル5mg 外3点

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成24年9月26日

九州東邦㈱長崎営業所
長崎市田中町５８２番３

一般競争入札

－

22,488,880

－

管理課長補佐 濵崎 英彦
テモダールカプセル100mg 外16点 病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成24年9月26日

東七㈱長崎支店
長崎市昭和３丁目２番１５号

一般競争入札

－

99,801,592

－

ヴォリブリス錠2.5mg 外17点

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成24年9月26日

藤村薬品㈱
長崎市田中町２０２２

一般競争入札

－

106,577,189

－

アイセントレス錠400mg 外4点

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成24年9月26日

富田薬品㈱長崎支店
長崎市光町３番８号

一般競争入札

－

29,291,136

－

平成24年9月10日

ヤナセ産業㈱
長崎市竹の久保町１１番３号

一般競争入札

－

15,750,000

－

平成24年10月12日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

11,991,000

-

平成24年10月26日

(株)CLINICAL STUDY
SUPPORT
名古屋市千種区千種2-22-8

一般競争入札

-

6,436,500

-

平成24年10月3日

山下医科器械㈱長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

－

9,765,000

－

平成24年10月5日

山下医科器械㈱長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

－

5,974,500

－

平成24年10月17日

山下医科器械㈱長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

－

11,970,000

－

平成24年11月7日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

11,487,000

-

平成24年11月14日

㈱J one
長崎市虹が丘町7番6号

一般競争入札

-

11,972,100

-

施設企画課長 森 徳明
長崎大学（文教町２他）防災設備保
施設部施設企画課
全業務
長崎市文教町1－１4
第二調達班長 松尾 正則
財務部経理調達課
自動細胞解析装置 一式
長崎市文教町１－１４
日本における成人肺炎(市中肺炎、
医療・介護関連肺炎)の罹患率、病 第二調達班長 松尾 正則
原体分布、及び肺炎球菌の血清型 財務部経理調達課
分布に関する多施設共同研究支援 長崎市文教町１－１４
業務 一式
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
ラジオ波手術器 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
スペクトラルドメイン光干渉断層計
病院管理課
一式
長崎市坂本１－７－１
第二調達班長 松尾 正則
ダイオードレーザーモジュール
財務部経理調達課
１台
長崎市文教町１－１４
第二調達班長 松尾 正則
オールインワン蛍光顕微鏡
財務部経理調達課
一式
長崎市文教町１－１４
外科用X線テレビシステム 一式

単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H24.10.1～H25.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H24.10.1～H25.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H24.10.1～H25.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H24.10.1～H25.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H24.10.1～H25.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H24.10.1～H25.3.31

遺伝子情報解析システム
一式

第二調達班長 松尾 正則
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４

平成24年11月14日

㈱J one
長崎市虹が丘町7番6号

一般競争入札

-

21,000,000

-

自動細胞解析システム
一式

第二調達班長 松尾 正則
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４

平成24年11月14日

㈱J one
長崎市虹が丘町7番6号

一般競争入札

-

10,710,000

-

平成24年11月21日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

11,025,000

-

平成24年11月29日

㈱ニコンインステック長崎営業
所
長崎市浜口町4-11

一般競争入札

-

7,990,237

-

平成24年11月30日

㈱エイチ・エス・ピー
岡山市中区江崎56-5

一般競争入札

-

9,901,500

-

平成24年12月17日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

7,140,000

-

平成24年12月27日

新電元工業㈱
東京都千代田区大手町2丁目
2番1号

一般競争入札

-

9,900,000

-

平成24年12月28日

（有）ネコス長崎
長崎市西山4丁目489-2

一般競争入札

-

11,949,000

-

一般競争入札

－

9,975,000

－

一般競争入札

－

5,439,000

－

第二調達班長 松尾 正則
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 浦川 賢冶
低温発光ｽﾍﾟｸﾄﾙ測定ﾕﾆｯﾄ
財務部経理調達課
一式
長崎市文教町１－１４
弱酸性次亜塩素酸水除菌消臭ｼｽ 第二調達班長 松尾 正則
ﾃﾑ
財務部経理調達課
一式
長崎市文教町１－１４
第二調達班長 松尾 正則
自動細胞解析分離装置レーザー増
財務部経理調達課
設キット 一式
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 浦川 賢冶
グリーンシステム制御実験研究シ
財務部経理調達課
ステム 一式
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 浦川 賢冶
什器類 一式
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
管理課長補佐 濵崎 英彦
保冷庫温度管理システム 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
血液浄化用装置 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
施設企画課長 森 徳明
長崎大学（文教町２）中部講堂他耐
施設部施設企画課
震診断業務
長崎市文教町1－１4
教育学部附属小学校及び附属特
別支援学校改修工事に伴う物品等 第一調達班長 浦川 賢冶
運搬作業（仮設プレハブ～改修済 財務部経理調達課
工区 及び 次工区～仮設プレハ 長崎市文教町１－１４
ブ）
第一調達班長 浦川 賢冶
実験台 外
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第二調達班長 松尾 正則
実習用高性能細胞観察システム 財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第二調達班長 松尾 正則
全反射蛍光顕微鏡
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第二調達班長 松尾 正則
自動細胞解析分離分取装置
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
ﾊﾟｰｿﾅﾙ次世代ｼｰｹﾝｻｰｼｽﾃﾑ
１台

平成24年12月27日
平成24年12月20日

長崎市浜口町１２番１９号
山下医科器械株式会社 長崎
支社
諫早市多良見町化屋９６５－４
株式会社ユニファ 長崎営業
所

平成24年12月18日

株式会社パル構造
長崎市旭町８番２０号

一般競争入札

－

4,410,000

－

平成25年1月9日

九州西濃運輸㈱長崎引越セ
ンター
諫早市貝津町2726-5

一般競争入札

-

5,397,000

-

平成25年1月18日

㈱イケダ科学 長崎支店
長崎市平和町28番11号

一般競争入札

-

5,922,000

-

平成25年1月23日

㈱J one
長崎市虹が丘町7番6号

一般競争入札

-

11,940,075

-

平成25年1月24日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

11,999,400

-

平成25年1月24日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

11,991,000

-

第二調達班長 松尾 正則
リサーチ用高性能凍結ミクロトーム 財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 浦川 賢冶
講義室用映像・音響機器
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第二調達班長 松尾 正則
実習用高性能遺伝子検出システム 財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 浦川 賢冶
附属図書館防犯カメラシステム
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
管理課長補佐 濵崎 英彦
筋電図・誘発電位検査装置 一式 病院管理課
長崎市坂本１－７－１
第二調達班長 松尾 正則
デスクトップ型次世代シーケンサー 財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 浦川 賢冶
長崎大学職員健康診断業務
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第二調達班長 松尾 正則
遠隔教育・ビデオ収録システム
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第二調達班長 松尾 正則
環境放射能測定装置
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第二調達班長 松尾 正則
次世代シーケンサーシステム
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
管理課長補佐 濵崎 英彦
患者監視モニタリングシステム 一
病院管理課
式
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
ストレステストシステム 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
皮膚良性血管病変治療用レーザー 管理課長補佐 濵崎 英彦
装置
病院管理課
一式
長崎市坂本１－７－１
液体酸素 純度99.5％以上

尿量・尿比重測定装置保守
自動ＤＮＡインテグレーション

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
第二調達班長 松尾 正則
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４

第

調達班長

浦川 賢冶

平成25年1月25日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

6,120,450

-

平成25年1月25日

㈱城島
長崎市浜町5番11号

一般競争入札

-

8,085,000

-

平成25年1月29日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

10,500,000

-

平成25年1月30日

三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱長崎
支店
長崎市万才町3-5

一般競争入札

-

8,295,000

-

平成25年1月31日

山下医科器械㈱長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

－

9,954,000

－

㈱J one
長崎市虹が丘町7番6号

一般競争入札

-

11,499,600

-

平成25年2月14日

財団法人 長崎県健康事業団
諫早市多良見町化屋986-3

一般競争入札

-

37,254,533

-

平成25年2月15日

三和通信工業㈱ 長崎営業所
長崎市柳谷町13-24

一般競争入札

-

11,760,000

-

セイコー・イージーアンドジー
平成25年2月19日 ㈱
千葉県千葉市美浜区中瀬1丁

一般競争入札

-

11,970,000

-

一般競争入札

-

11,999,400

-

一般競争入札

－

6,930,000

－

平成25年2月7日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号
㈱MVC
平成25年2月1日 福岡県大野城市乙金東３丁目
１番１２号
平成25年2月20日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

－

10,668,000

－

平成25年2月20日

山下医科器械㈱長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

－

11,970,000

－

平成25年2月28日

福岡酸素㈱長崎支社
長崎市光町２番３１号

一般競争入札

－

8,508,997

－

単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間:H25.4.1-H26.3.31

平成25年2月28日

㈱キシヤ 長崎営業所
長崎市西山４丁目４６８－１

一般競争入札

－

6,804,000

－

契約期間:H25.4.1-H26.3.31

-

11,999,400

-

-

29,454,771

-

平成25年3月1日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号
㈱アソウ・ヒューマニーセン
ター長崎オフィス
長崎市万才町7番1号

一般競争入札

単価契約

平成25年度長崎大学労働者派遣
業務

第一調達班長 浦川 賢冶
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４

第二調達班長 松尾 正則
ゲノム解析用サーバーソフトウェア 財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４

平成25年3月1日

平成25年3月4日

㈱総合人材ｾﾝﾀｰ
一般競争入札
鹿児島市大黒町4番11号
㈱スタッフサービス
東京都千代田区大手町1丁目
1番3号
㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

学生定期健康診断業務

第一調達班長 浦川 賢冶
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４

一般財団法人 医療情報健康
平成25年3月7日 財団
一般競争入札
福岡市博多区店屋町4番15号

ガスクロマトグラフ質量分析装置

第一調達班長 浦川 賢冶
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４

平成25年3月8日

第一調達班長 浦川 賢冶
長崎大学文教１団地及び柳谷地区
財務部経理調達課
における警備業務
長崎市文教町１－１４
教育学部附属特別支援学校什器
類

第一調達班長 浦川 賢冶
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４

第二調達班長 松尾 正則
非感染性産業廃棄物収集運搬、処
財務部経理調達課
理業務（処理）
長崎市文教町１－１４

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

一般競争入札

-

25,289,170

-

-

5,880,284

-

-

9,964,500

-

-

27,742,260

-

-

7,980,000

-

㈱城保安警備
平成25年3月12日
長崎市中園町20番16号

一般競争入札

-

9,822,960

-

(有)ネコス長崎
長崎市西山4丁目489-2

一般競争入札

-

5,869,500

-

平成25年3月14日

麻生鉱山㈱
平成25年3月15日
一般競争入札
福岡県飯塚市芳雄町7番18号

-

7,413,168

-

第一調達班長 浦川 賢冶
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４

平成25年3月15日

㈱中央綜合警備保障
大村市原口町1148番地6

一般競争入札

-

40,858,524

-

第二調達班長 松尾 正則
小荷物運送（通常便・時間指定便・
財務部経理調達課
メール便）
長崎市文教町１－１４

平成25年3月19日

ヤマト運輸㈱長崎主管支店
大村市今津町315

一般競争入札

-

9,679,853

-

平成25年3月19日

㈱J one
長崎市虹が丘町7番6号

一般競争入札

-

10,585,470

-

平成25年3月22日

(有)ネコス長崎
長崎市西山4丁目489-2

一般競争入札

-

9,849,000

-

平成25年3月27日

㈱イシマル
長崎市田中町587番地1

一般競争入札

-

6,090,000

-

平成25年3月29日

西華産業㈱長崎支店
長崎市西坂町2-3

一般競争入札

-

7,398,825

-

－

6,279,000

－

長崎大学文教地区守衛業務及び
交通規制に伴う構内警備

第二調達班長 松尾 正則
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 浦川 賢冶
教育学部附属小学校什器類
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 浦川 賢冶
教育学部附属小学校実験台外
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
第一調達班長 浦川 賢冶
２次元粒子画像流速計測システム 財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４
管理課長補佐 濵崎 英彦
歯科系補助業務請負 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
電動倒立顕微鏡

㈱総合人材センター
平成25年3月12日 鹿児島市大黒町４番１１号日
宝いづろビル

一般競争入札

単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H26.3.31

単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.3.8-H26.12.31

単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した契約期間予定総額
契約期間：H25.4.1～H27.9.30

単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H26.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した契約期間予定総額
契約期間：H25.4.1～H27.9.30
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H26.3.31

契約期間：H25.4.1-H26.3.31

持参薬確認業務請負 一式

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

㈱ニチイ学館
平成25年3月15日 東京都千代田区神田駿河台２
丁目９番地

吸着式酸素濃縮装置 賃貸借
300式

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成25年3月15日

陰圧創傷治療システム 賃貸借
1,195日

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成25年3月15日

管理課長補佐 濵崎 英彦
不用ﾚﾝﾄｹﾞﾝﾌｨﾙﾑ売払い 42,000kg 病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
滅菌消毒等業務請負 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
長崎大学病院警備業務請負 一式 病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
搬送業務 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
長崎大学病院外来駐車場管理等 管理課長補佐 濵崎 英彦
業務
病院管理課
一式
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
関節鏡ｾｯﾄ 一式
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
ベッドセンター業務請負 一式

試薬 LFSｸｲｯｸｾﾝｻｰ 23804 25
枚入
ｼﾞｮﾝｿﾝｱﾝﾄﾞｼﾞｮﾝｿﾝ 8,065箱

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

試薬 ｸﾞﾙﾃｽﾄｾﾝｻｰ 53088-0 1500
管理課長補佐 濵崎 英彦
枚入
病院管理課
三和化学研究所 67箱
長崎市坂本１－７－１
外１件
試薬 FA培養ﾎﾞﾄﾙ(好気用)
100本 ｼｽﾒｯｸｽ・ﾋﾞｵﾒﾘｭｰ 62箱
外10件

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

試薬 ｴｸﾙｰｼｽ試薬 FT4
管理課長補佐 濵崎 英彦
200ﾃｽﾄ ﾛｼｭ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ 60
病院管理課
箱
長崎市坂本１－７－１
外１件

一般競争入札

－

6,280,999

－

アイティーアイ㈱ 長崎支店
長崎市田中町５９６番地１

一般競争入札

－

9,135,000

－

山下医科器械㈱長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

－

10,414,425

－

一般競争入札

－

7,717,500

－

一般競争入札

－

61,530,000

－

契約期間：H25.4.1-H27.3.31

一般競争入札

－

15,330,000

－

契約期間：H25.4.1-H25.9.30

一般競争入札

－

22,302,000

－

契約期間：H25.4.1-H27.3.31

一般競争入札

－

42,688,800

－

契約期間：H25.4.1-H26.3.31

㈱ｶﾞｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ長崎
長崎市北陽町934番地5

一般競争入札

－

25,436,250

－

契約期間：H25.4.1-H26.3.31

山下医科器械㈱長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

－

11,949,000

－

アサヒプリテック㈱ 福岡営業
平成25年3月1日 所
福岡県古賀市糸ヶ浦43番地
平成25年3月15日

㈱シンコー
大村市東三城町６－１

太平ビルサービス㈱ 長崎支
平成25年3月15日 店
長崎市栄町1番25号長崎MSﾋﾞ
平成25年3月18日

㈱中央綜合警備保障
大村市原口町1148番地6

太平ビルサービス㈱ 長崎支
平成25年3月15日 店
長崎市栄町1番25号長崎MSﾋﾞ
平成25年3月18日
平成25年3月4日

山下医科器械㈱長崎支社
平成25年3月13日
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

－

8,891,662

－

アイティーアイ㈱
平成25年3月13日 長崎支店長崎市田中町５９６
番地１

一般競争入札

－

12,689,250

－

一般競争入札

－

82,813,626

－

一般競争入札

－

14,697,375

－

平成25年3月13日

㈱テクノ・スズタ
長崎市平和町24番14号

正晃㈱ 長崎営業所
平成25年3月13日 長崎県諫早市多良見町化屋
1781-1

契約期間：H25.4.1-H26.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H26.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H26.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.3.1-H25.3.31

単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H26.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H26.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H26.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H26.3.31

医薬品 ｵｲﾊﾟﾐﾛﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL 5筒
242箱 外3点

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成25年3月25日

長崎市浪の平町4番23号
㈱ｱﾄﾙ 長崎営業部

一般競争入札

－

23,677,459

－

医薬品 ｲﾝﾗｲﾀ錠5mg 10T 67箱
外13点

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成25年3月25日

長崎市大浦町1番2号
㈱宮崎温仙堂商店 長崎支店

一般競争入札

－

82,348,306

－

医薬品 ｸﾞﾘﾍﾞｯｸ錠100mg 120T
18箱
外5点

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成25年3月25日

長崎市弥生町8番18号
㈱翔薬 長崎営業部

一般競争入札

－

34,400,009

－

医薬品 ﾂﾙﾊﾞﾀﾞ配合錠 B30T 57 管理課長補佐 濵崎 英彦
箱
病院管理課
外１点
長崎市坂本１－７－１

平成25年3月25日

長崎県大村市富の原2-322
ｱﾙﾌﾚｯｻ㈱ 長崎大村支店

一般競争入札

－

11,914,516

－

医薬品 ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ5mg 40C
17箱
外2点

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成25年3月25日

九州東邦㈱ 長崎営業所
長崎市田中町582番3

一般競争入札

－

17,682,797

－

医薬品 ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg H5C 管理課長補佐 濵崎 英彦
76箱
病院管理課
外20点
長崎市坂本１－７－１

平成25年3月25日

東七㈱ 長崎支店
長崎市昭和3丁目2番15号

一般競争入札

－

121,877,719

－

医薬品 ｱﾌｨﾆﾄｰﾙ錠5mg 30T 15 管理課長補佐 濵崎 英彦
箱
病院管理課
外25点
長崎市坂本１－７－１

平成25年3月25日

藤村薬品㈱
長崎市田中町2022

一般競争入札

－

152,683,986

－

医薬品 ｱｲｾﾝﾄﾚｽ錠400mg B60T
69箱
外5点

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成25年3月25日

富田薬品㈱ 長崎支店
長崎市光町3番8号

一般競争入札

－

35,559,237

－

医療材料 Nucleusｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ
Z190574_ 7ｾｯﾄ
外4点

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

平成25年3月26日

山下医科器械㈱長崎支社
長崎市浜口町１２番１９号

一般競争入札

－

43,197,420

－

一般競争入札

－

57,262,800

－

管理課長補佐 濵崎 英彦
医療材料 OPUS基本ｷｯﾄ(D) 10
病院管理課
ｾｯﾄ 外6点
長崎市坂本１－７－１

日本光電九州㈱ 九州支社
平成25年3月26日 福岡市博多区東比恵2丁目12
番22号

医療材料 ｾﾞﾆｽTX2・TAAｴﾝﾄﾞﾊﾞｽ 管理課長補佐 濵崎 英彦
ｷｭﾗｰｸﾞﾗﾌﾄ
病院管理課
7ｾｯﾄ 外16点
長崎市坂本１－７－１

平成25年3月26日

長崎市田中町５９６番地１
アイティーアイ㈱ 長崎支店

一般競争入札

－

131,120,745

－

平成25年3月15日

株式会社 ふよう長崎
長崎市興善町２番２４号

一般競争入札

－

260,820,000

－

一般競争入札

－

12,285,000

－

施設企画課長 森 徳明
長崎大学（坂本２）中央監視業務並
施設企画課
びにボイラー運転等業務
長崎市文教町1－１4
施設企画課長 森 徳明
長崎大学（文教町２）特高受変電所
施設企画課
他中央監視等業務
長崎市文教町1－１4

大成有楽不動産株式会社長
平成25年3月22日 崎支店
長崎市大黒町１１番８号

単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H25.9.30
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H25.9.30
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H25.9.30
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H25.9.30
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H25.9.30
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H25.9.30
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H25.9.30
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H25.9.30
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H26.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H26.3.31
単価契約
契約金額は、業務の単価に基づ
き積算した年間予定総額
契約期間：H25.4.1-H26.3.31

施設企画課長 森 徳明
長崎大学（文教町２他）電気設備等
施設企画課
保全業務
長崎市文教町1－１4
※その他の契約につきましては、直接契約担当課にお尋ね下さい。

平成25年3月23日

太平ビルサービス株式会社長
崎支店
長崎市栄町１番２５号 長崎Ｍ
Ｓビル

一般競争入札

－

30,135,000

－

随意契約に係る内容の公表（物品役務等 政府調達に係るものを除く）
物品役務等の名称及び数量

契約権限者の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

国立大学法人長崎大学に係
る監査契約

財務部経理調達課
第一調達班長 浦川 賢治
長崎市文教町１－１４

マルチセンサーフリーフォー
ルフィッシュ 一式

財務部経理調達課
第一調達班長 浦川
長崎市文教町１－１４

SpringerLink 電子ジャーナ
ルの利用 一式

AIシステム保守

賢治

学術情報管理課長 叶井 貫一
郎
学術情報部学術情報管理課
長崎市文教町1-14
第二調達班長 松尾 正則
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４

長崎大学WEB学生支援シ 第一調達班長 浦川 賢冶
財務部経理調達課
ステム保守
長崎市文教町１－１４
長崎大学ファイアウォー
ルシステム保守

第一調達班長 浦川 賢冶
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

平成24年7月1日 有限責任監査法人 トーマツ

（別紙様式2）

随意契約によることとした会計規則の根拠
予定価格（円）
条文及び理由（企画競争又は公募）

契約金額
（円）

会計規則第13条第3項第1号
文部科学大臣選任のため。

12,000,000

日本海洋㈱
会計規則第13条第3項第1号
平成24年8月22日 東京都千代田区神田須田町2-2-4
日本国内唯一の代理店であるため
Springer Customer Service Center
GmbH
President Global STM Sales
平成24年12月21日
Syed A. Hasan
Haberstrasse 7, 69126 Heidelberg,
Germany
東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
平成25年1月25日 長崎ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ
長崎市興善町2-24

-

再就職の
落札率
役員の数
（％）
（人）

-

-

－

-

11,413,500

-

長崎大学会計規則第13条第3項第1号を適
用。SpringerLinkはSpringer Customer
Service Center GmbHが提供する製品であ
り、日本における販売については、Springer
Customer Service Center GmbHが直接
行っており、競争を許さないため。

-

10,328,112

-

会計規則第13条第3項第1号
ＡＩシステムに関する保守・メンテナンス業務
は、東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱のみで行ってい
るため。

-

6,350,400

-

-

－

8,505,000

-

-

－

11,999,925

-

-

会計規則第13条第3項第1号
㈱エヌ・ティ・ティ・データ九州
WEB学生支援システムの著作権を有する
平成25年3月14日 福岡市博多区博多駅前1丁目17番
㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ九州以外に本契約を履
21号
行できる業者がないため。
会計規則第13条第3項第1号
ネットワンシステムズ㈱
ファイアウォールシステムの著作権を有す
平成25年3月18日
東京都品川区東品川2丁目2番8号 るﾈｯﾄﾜﾝｼｽﾃﾑｽﾞ㈱以外に本契約を履行で
きる業者がないため。

平成25年3月22日

長崎タクシー共同集金㈱
長崎市出島町12番20号

会計規則第13条第3項第1号
料金後納チケットを発行している業者が、
長崎タクシー共同集金㈱のみであるため。

－

11,901,235

-

-

情報通信基盤システム保 第一調達班長 浦川 賢冶
財務部経理調達課
守
長崎市文教町１－１４

平成25年3月25日

会計規則第13条第3項第1号
㈱九州日立システムズ 西九州支店 情報通信基盤システムの著作権を有する
久留米市中央町37-20
㈱九州日立システムズ以外に本契約を履
行できる業者がないため。

－

15,305,850

-

-
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考

契約期間：
0 H25.1.1～
H25.12.31

第一調達班長 浦川 賢冶
財務部経理調達課
長崎市文教町１－１４

乗用自動車(タクシー)利
用料金後納契約

備

単価契約
契約金額は、
業務の単価に
基づき積算し
た年間予定総
額
契約期間：
H25.4.1-

物品役務等の名称及び数量

小動物実験用
PET/SPECT/CT保守

臨床検査委託「MaterniT
PLUS」
120件

契約権限者の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

財務部調達課
第二調達班長 松尾 正則
長崎市文教町１－１４

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

管理課長補佐 濵崎 英彦
循環器系X線撮影装置 保守 病院管理課
長崎市坂本１－７－１
全身用CT撮影装置 保守
放射線治療装置 保守
看護師宿舎 賃貸借

照射赤血球濃厚液-LR「日
赤」
血液400mlに由来する赤血
球 1袋
7,437個 外5点

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１
管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

㈱テクノ・スズタ
平成25年3月21日 長崎市平和町24番14号

随意契約によることとした会計規則の根拠
予定価格（円）
条文及び理由（企画競争又は公募）

契約金額
（円）

会計規則第13条第3項第1号
長崎県内唯一の代理店であるため。

21,000,000

GeneTech株式会社
会計規則第13条第3項第1号。当該業務を
平成25年3月15日 東京都港区北青山三丁目３番７号 履行できる相手方は他に存在せず、競争を
許さないことから。
㈱ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ
ﾍﾙｽｹｱ事業部 営業本部
東京都港区港南2丁目13番37号ﾌｨ
ﾘｯﾌﾟｽﾋﾞﾙ
ｼｰﾒﾝｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 九州営業所
平成25年3月19日 福岡市博多区博多駅前1-21-28博
多駅前ｽｸｴｱ７F
東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
平成25年3月22日 九州支社 長崎ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ
長崎市興善町2-24
平成25年3月29日

平成25年3月1日

㈱福徳不動産
長崎市金屋町1番17号

会計規則第13条第3項第1号。当該業務を
履行できる相手方は他に存在せず、競争を
許さないことから。
会計規則第13条第3項第1号。当該業務を
履行できる相手方は他に存在せず、競争を
許さないことから。
会計規則第13条第3項第1号。当該業務を
履行できる相手方は他に存在せず、競争を
許さないことから。
更新契約
（原契約第２条）

－

再就職の
落札率
役員の数
（％）
（人）

考

-

22,680,000

-

-

単価契約
契約金額は、
業務の単価に
基づき積算し
た年間予定総
額

-

67,725,000

-

-

契約期間：
H25.4.1H30.3.31

-

80,325,000

-

-

-

31,175,550

-

-

-

74,350,000

-

-

管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
長崎市坂本１－７－１

日本赤十字社九州ﾌﾞﾛｯｸ血液ｾﾝﾀｰ 会計規則第13条第3項第1号。当該物品を
平成25年3月4日 福岡県久留米市宮ノ陣3丁目4番12 納入できる相手方は他に存在せず、競争を
許さないことから。
号

-

410,024,629

-

-

放射性医薬品 Tc-99m ｸﾘｱ 管理課長補佐 濵崎 英彦
病院管理課
ﾎﾞｰﾝ注 ADD1本 205箱
長崎市坂本１－７－１
外3点

会計規則第13条第3項第1号。当該物品を
公益社団法人日本ｱｲｿﾄｰﾌﾟ協会
平成25年3月25日 東京都文京区本駒込2丁目28番45 納入できる相手方は他に存在せず、競争を
許さないことから。
号

-

54,865,650

-

-

学術情報部学術情報管理課
学術情報管理課長 叶井 貫一
2013年版外国雑誌 Acta
ophthalmologica 以下189点 郎
長崎市文教町1-14

丸善株式会社長崎営業所
平成25年3月29日 所長 林 功
長崎市坂本1丁目8番33号

長崎大学会計規則第13条第3項第1号を適
用。外国雑誌は、その商取引における国際
的慣習上、前年に予約を行う必要があり、
事前に見積合わせを行い業者選定をおこ
なっているため。

-

36,291,252

-

-

11 / 12 ページ

備

契約期間：
H254.1H28.3.31
契約期間：
H254.1H26.3.31
契約期間：
H25.4.1H27.3.31
単価契約
契約金額は、
業務の単価に
基づき積算し
た年間予定総
額
契約期間：
H25.4.1単価契約
契約金額は、
業務の単価に
基づき積算し
た年間予定総
額
契約期間：
H25.4.1-

物品役務等の名称及び数量

契約権限者の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

2013年版外国雑誌 Acta
arithmetica 以下365点

学術情報部学術情報管理課
学術情報管理課長 叶井 貫一
郎
長崎市文教町1-14

SciFinder (Academic)の利用

学術情報部学術情報管理課
学術情報管理課長 叶井 貫一
郎
長崎市文教町1-14

SciVerse Scopusの利用

学術情報部学術情報管理課
学術情報管理課長 叶井 貫一
郎
長崎市文教町1-14

契約を締結した日

学術情報部学術情報管理課
学術情報管理課長 叶井 貫一
SciVerse ScienceDirectの利用
郎
長崎市文教町1-14

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした会計規則の根拠
予定価格（円）
条文及び理由（企画競争又は公募）

株式会社紀伊國屋書店 九州営業
部
平成25年3月29日 部長 宮本 亮
福岡市博多区博多駅中央街2番1
号 博多バスターミナル9F

長崎大学会計規則第13条第3項第1号を適
用。外国雑誌は、その商取引における国際
的慣習上、前年に予約を行う必要があり、
事前に見積合わせを行い業者選定をおこ
なっているため。
長崎大学会計規則第13条第3項第1号を適
用。SciFinder (Academic)はアメリカ化学会
一般社団法人 化学情報協会
のケミカル・アブストラクツ・サービス(CAS)
企画管理室長 津山 重雄
が制作、販売するサービスであり、日本に
平成25年3月4日
東京都文京区本駒込6-25-4 中居
おける販売については、一般社団法人化学
ビル
情報協会が総代理店としてCASより一任さ
れており、競争を許さないため。
長崎大学会計規則第13条第3項第1号を適
エルゼビア・ビー・ブイ
用。SciVerse Scopusはエルゼビア・ビー・ブ
最高経営責任者 ロン・モーベット
平成25年3月18日
イの製品であり、日本における販売につい
オランダ王国アムステルダム市ラー
ては、エルゼビア・ビー・ブイが直接行って
ダーヴェヒ29
おり、競争を許さないため。
長崎大学会計規則第13条第3項第1号を適
エルゼビア・ビー・ブイ
用。SciVerse ScienceDirectはエルゼビア・
最高経営責任者 ロン・モーベット
平成25年3月29日
ビー・ブイの製品であり、日本における販売
オランダ王国アムステルダム市ラー
については、エルゼビア・ビー・ブイが直接
ダーヴェヒ29
行っており、競争を許さないため。

※その他の契約につきましては、直接契約担当課にお尋ね下さい。
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契約金額
（円）

再就職の
落札率
役員の数
（％）
（人）

備

考

-

17,625,723

-

-

-

7,980,000

-

-

契約期間：
H25.4.1～
H26.3.31

-

6,862,690

-

-

契約期間：
H25.4.1～
H26.3.31

-

67,110,864

-

-

契約期間：
H25.4.1～
H26.3.31

