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１．平成23年度の調達計画（物品及びサービス一般）は以下の通り。
The procurement plan in FY 2011 is as follows.

国立大学法人／National University Corporation

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1

環境・エネルギー物質ナノ・マイクロ3D診断
システム
3-dimentional Nano-micro Analyzing System
for Environment and Energy Materials

一式 23年4月28日 22年12月21日 23年3月7日 無 物品の販売
国立大学法人北海道大学財務部調達課物品契約担当
北海道札幌市北区北8条西5丁目
TEL 011-706-4557 FAX 011-706-4579

2
電動集密書架
Electrical Compact Shelving System

一式
23年2月16日 無 無 無 物品の販売

国立大学法人小樽商科大学財務課契約係
北海道小樽市緑3丁目5番21号
ＴＥＬ　0134－27－5220　ＦＡＸ　0134－27－5225

3
東北大学病院清掃請負業務
Cleaning Service of Tohoku University
Hospital

一式 23年12月中旬 無 無 無 役務の提供等

国立大学法人東北大学財務部資産・調達管理課調達管理第
二係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL 022-217-4895  FAX 022-217-4912

4
超微細構造・元素種同時イメージングシステ
ム　Synchronous Imaging System of Ultra-
fine Structures and Elemental Distribution

一式 23年4月1日 22年12月27日 23年2月7日 無 物品の販売

国立大学法人山形大学小白川キャンパス事務部
会計課
山形県山形市小白川町１－４－１２
ＴＥＬ　023-628-4884　　ＦＡＸ　023-628-4889

5
スポーツトレーニング風洞システム
Windo Tunnel　System　ｆｏｒ　Sports

一式 23年4月1日 23年2月1日 23年3月7日 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人筑波大学体育芸術系支援室
茨城県つくば市天王台1丁目１番地の１
ＴＥＬ　029-853-5732　ＦＡＸ　029-853-6308

6
医療人トレーニングシステム
Medical training equipment systems

一式 23年5月下旬 23年1月11日 23年3月16日 無 物品の販売
国立大学法人群馬大学財務部経理課契約係
群馬県前橋市荒牧町４－２
ＴＥＬ　０２７－２２０－７０６６　ＦＡＸ　０２７－２２０－７０７８

平成23年度政府調達セミナー（平成23年4月22日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

機関名：国立大学法人（物品及びサービス一般）
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入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

7

スーパー神岡実験解析用電子計算機システ
ム
Deta Processing Computer System for the
Super-Kamioka Experiment

一式 23年6月中旬 23年1月21日 23年4月中旬 無 役務の提供
国立大学法人東京大学本部契約課
東京都文京区本郷７－３－１
ＴＥＬ　０３－５８４１－２１５０　ＦＡＸ　０３－５８４１－２１１５

8

東京大学医科学研究所附属病院医療情報
システム
Computer system for use in University
Hospital Medical Information Network

一式 23年5月中旬 22年12月13日 23年3月22日 無 役務の提供
国立大学法人東京大学本部契約課
東京都文京区本郷７－３－１
ＴＥＬ　０３－５８４１－２１５０　ＦＡＸ　０３－５８４１－２１１５

9

大学病院医療情報ネットワーク用コンピュー
タシステム
Computer system for use in University
Hospital Medical Information Network

一式 23年5月中旬 22年12月13日 23年3月22日 無 役務の提供
国立大学法人東京大学本部契約課
東京都文京区本郷７－３－１
ＴＥＬ　０３－５８４１－２１５０　ＦＡＸ　０３－５８４１－２１１５

10

東京工業大学すずかけ台キャンパスで使用
する電気
Electricity to be used in Tokyo Institute of
Technology Suzukakedai Campus  7,700kW

一式 23年5月下旬 無 23年4月下旬 無 物品の販売

国立大学法人東京工業大学
すずかけ台地区事務部会計課調達グループ
神奈川県横浜市緑区長津田町4259
TEL 045-924-5915  FAX 045-924-5971

11

環境適応舶用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関実験実習装置
Environmentally friendly marine two-stroke
diesel engine experiment and training
system

一式 23年5月中旬 23年1月6日 23年3月16日 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人東京海洋大学財務部経理課調達・船舶係
東京都港区港南４－５－７
ＴＥＬ　０3－5463－0368　ＦＡＸ　０3－5463－4009

12
動植物育成教育システム
Living animal- and plant-growing systems in
education

一式 23年5月下旬 23年2月10日 23年4月上旬 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人お茶の水女子大学契約チーム契約第二係
Contract Section Ⅱ, Contract Team , Ochanomizu University
東京都文京区大塚2-1-1
ＴＥＬ　03－5978－5749　ＦＡＸ　03－5978－5891

13

語学演習・学習支援システム（CALLシステ
ム）
Computer-Assisted Language Learning
System

一式 23年7月下旬 23年1月17日 23年4月下旬 無 物品の販売

国立大学法人一橋大学財務部財務会計課主査（政調・工事
契約）
東京都国立市中2－1
ＴＥＬ　042-580-8077　ＦＡＸ　042-580-8070

14
自動化書庫
Automated Library System

一式 23年6月中旬 22年12月22日 23年4月中旬 無 物品の販売
国立大学法人新潟大学財務部契約課五十嵐地区契約係
新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地
TEL　025-262-7673　FAX　025-262-7679

機関名：国立大学法人（物品及びサービス一般）
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入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

15
福井大学医学部附属病院等清掃
 Cleaning service of University of
Fukui Hospital (and other places)

一式 23年12月中旬 無 無 ○ 役務の提供等
国立大学法人福井大学財務部財務課専門員
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
TEL 0776-61-8218 FAX 0776-61-8161

16
三次元高潮津波シミュレーションシステム
Directional wave, tsunami and storm surge
simulation system

一式 23年3月11日 無 23年2月7日 無 物品の販売
国立大学法人名古屋大学財務部契約課調達グループ
愛知県名古屋市千種区不老町
ＴＥＬ　052－789－5527　ＦＡＸ　052－789－5560

17
マルチフィジッックス原子炉シミュレータ
Multi-physics Nuclear Reactor Simulator

一式 23年4月1日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人名古屋大学財務部契約課調達グループ
愛知県名古屋市千種区不老町
ＴＥＬ　052－789－5527　ＦＡＸ　052－789－5560

18
薬剤部門業務サポートシステム
Supporting System for Hospital Pharmacy
Practices

一式 23年2月25日 22年9月1日 22年12月6日 無 物品の販売

国立大学法人三重大学財務部病院再開発調達プロジェクト
チーム
三重県津市江戸橋２－１７４
ＴＥＬ　０５９－２３１－５７１４　ＦＡＸ０５９－２３１－６０２２

19

滋賀医科大学で使用する電気
契約電力　5,600kw　Electricity to be
used in Shiga University of Medical
Science Electricity contract 5,600kw

一式 23年4月上旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人滋賀医科大学会計課契約係長
滋賀県大津市瀬田月輪町
TEL　077-548-2036　　FAX　077-548-2046

20

京都大学吉田地区で使用する電気
Electricity to be used in Kyoto
University Yoshida campus Electricity
contract 16,200kW

一式 23年6月中旬 無 無 ○ 物品の販売
国立大学法人京都大学　財務部経理課経理調達掛
京都府京都市左京区吉田本町
ＴＥＬ　075-753-2167　ＦＡＸ　075-753-2192

21

京都大学宇治地区で使用する電気
Electricity to be used in Kyoto
University Uji campus Electricity
contract 7,450kW

一式 23年6月中旬 無 無 ○ 物品の販売
国立大学法人京都大学　財務部経理課経理調達掛
京都府京都市左京区吉田本町
ＴＥＬ　075-753-2167　ＦＡＸ　075-753-2192

機関名：国立大学法人（物品及びサービス一般）
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入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

22
比較認知科学実験用大型ケージ設備
Large cages for comparative cognitive
experiments

一式 23年3月1日 22年10月18日 23年1月17日 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人京都大学　財務部経理課経理調達掛
京都府京都市左京区吉田本町
ＴＥＬ　075-753-2167　ＦＡＸ　075-753-2192

23

大阪大学で使用する電気
Electricity to use at Osaka University　吹田
地区契約電力　34,170kW
Suita campus Electricity contract 34,170kW
年間予定使用電力量　186,919,000kWh
The estimated Electricity for the year
186,919,000kWh
豊中地区契約電力　9,470kW
Toyonak campus Electricity contract
9,470kW
年間予定使用電力量 35,687,000kWh
The estimated Electricity for the year
35,687,000kWh

一式 23年6月1日 無 23年3月28日 無 物品の販売

国立大学法人大阪大学財務部豊中調達センター室調達第二
係
大阪府豊中市待兼山町1-31
TEL 06-6850-6906　FAX 06-6850-6929

24
小動物実験用PET/SPECT/CT
PET/SPECT/CT System for small animals

一式 23年7月下旬 23年2月28日 23年5月23日 無 物品の販売
国立大学法人長崎大学財務部調達課第二調達班
長崎県長崎市文教町1-14
TEL　095-819-2161 FAX　095-819-2063

25
長崎大学坂本地区（2）の建物清掃
Total Cleaning of Buildings located in
Sakamoto Campus(No.2),Nagasaki University

一式 24年1月中旬 無 無 無 役務の提供等
国立大学法人長崎大学病院調達管理課調達班
長崎県長崎市坂本1-7-1
TEL 095-819-7219  FAX 095-819-7216

26
スポーツ情報センターコンピュータシステム
The Computer System for Information
Technology Center for Sports

一式 23年6月中旬 23年2月28日 23年5月中旬 ○ 役務の提供等
国立大学法人鹿屋体育大学財務課契約係
鹿児島県鹿屋市白水町１
ＴＥＬ　０994－46－4843　ＦＡＸ　０994－46－4371

27

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大
学で使用する電気
Electricity to be used in Nara Institute of
Science and Technology

一式 23年7月上旬 無 23年5月下旬 無 物品の販売

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学経営企画部会
計課調達係
奈良県生駒市高山町8916番地の5
TEL 0743-72-5044　FAX 0743-72-5012

機関名：国立大学法人（物品及びサービス一般）
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１．平成23年度の調達計画（電気通信製品及びサービス）は以下の通り。
The procurement plan in FY 2011 is as follows.

国立大学法人／National University Corporation

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1
デジタル電話交換設備
Digital  PBX

一式 23年7月下旬 23年4月下旬 23年5月下旬 無 物品の販売

国立大学法人東北大学財務部資産・調達管理課調達管理第
二係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL 022-217-4895  FAX 022-217-4912

2
教育情報システム
Ｔｈｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ

一式 23年6月10日 22年9月13日 23年3月11日 無 役務の提供等
国立大学法人筑波大学財務部契約課（管理・調査Ｇ）
茨城県つくば市天王台1丁目１番地の１
ＴＥＬ　029-853-2169　ＦＡＸ　029-853-2332

3
総合病院情報システム
Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｈｏｓｐｉｔａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ　ｏｎ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ

一式 23年5月上旬 23年7月16日 23年2月1日 無 物品の販売
国立大学法人千葉大学医学部附属病院管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL　043-226-2236　FAX　043-226-2480

4
患者案内表示システム
Ｏｕｔｐａｔｉｅｎｔ　Ｃａｌｌ　ａｎｄ　Ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙ　Ｓｙａｔｅｍ

一式 23年4月1日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人千葉大学医学部附属病院管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL　043-226-2236　FAX　043-226-2480

5
情報処理システム
The Information Processing System for the
Information Processing Center

一式 23年6月下旬 23年1月21日 23年4月下旬 無 役務の提供等
国立大学法人東京学芸大学財務施設部経理課
東京都小金井市貫井北町4-1-1
ＴＥＬ042-329-7790　ＦＡＸ042-329-7148

6

学術情報ネットワーク（SINET4）用　アクセス
回線
Borrowing of Access Line from
 Hitotsubashi University to Science
Information NETwork 4(SINET4)

一式 23年3月4日 無 無 無 役務の提供等

国立大学法人一橋大学財務部財務会計課主査（政調・工事
契約）
東京都国立市中2－1
ＴＥＬ　042-580-8077　ＦＡＸ　042-580-8070

平成23年度政府調達セミナー（平成23年4月22日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

機関名：国立大学法人（電気通信製品及びサービス）
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入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格
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7
電話交換機等設備
Private Automatic Branch Exchange

一式 23年2月10日 無 無 無 物品の販売

国立大学法人岡山大学　岡山大学病院経営・管理課調達グ
ループ政府調達担当　　岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番
1号
TEL 086-235-7540　FAX 086-235-7633

8
総合病院情報システムネットワーク等機器
保守　Maintenance of Integrate Hospital
Information System Network Equipment

一式 23年8月上旬 無 無 無 役務の提供等
国立大学法人長崎大学病院調達管理課調達班
長崎県長崎市坂本1-7-1
TEL 095-819-7219  FAX 095-819-7216

9
情報ネットワークシステム保守
Maintenance of  Information Network
System

一式 23年4月中旬 無 無 無 役務の提供等

国立大学法人熊本大学医学部附属病院事務部財務・調達ユ
ニット
熊本県熊本市本荘１丁目１番１号
TEL ０９６－３７３－５９３８ FAX ０９６－３７３－５９５９

10

遠隔地の獣医系大学を結ぶリアルタイム双
方向性実習システム
Real time interactive system for veterinary
practice connecting between the two
veterinary colleges located in the distant
place

一式 23年3月16日 無 23年1月11日 無 物品の販売
国立大学法人鹿児島大学財務部経理課政府調達係
鹿児島県鹿児島市郡元１－２１－２４
ＴＥＬ　099-285-7153 ＦＡＸ　099-285-3090

機関名：国立大学法人（電気通信製品及びサービス）



7 ページ
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1
学務情報システム
Student Administration Systems

一式 23年12月下旬 23年10月中旬 23年11月中旬 無 役務の提供等

国立大学法人東北大学財務部資産・調達管理課調達管理第
二係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL 022-217-4895  FAX 022-217-4912

2
総合情報処理センター電子計算機システム
Computer System of General Information
Processing Center

一式 23年6月上旬 23年1月11日 23年4月中旬 無 役務の提供等
国立大学法人秋田大学大経理調達課総括主査
秋田県秋田市手形学園町１－１
ＴＥＬ　018－889－3014　ＦＡＸ　018－889－3017

3
情報処理用コンピュータシステム
Computer system of Networking and
Computing Service Center (NCSC)

一式 23年6月上旬 23年1月26日 23年5月2日 無 役務の提供等

国立大学法人山形大学小白川キャンパス事務部
会計課
山形県山形市小白川町１－４－１２
ＴＥＬ　023-628-4884　　ＦＡＸ　023-628-4889

4
学務情報統合システム
Integrated Information System for
Academic Affairs

一式 23年5月下旬 無 無 無 役務の提供等
国立大学法人福島大学財務課契約担当
福島県福島市金谷川１
ＴＥＬ 024-548-8104  FAX 024-548-5179

5
電子計算機及びﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
Nature and quantity of the products to be
rent:Computer and network system

一式 23年7月27日 23年3月11日 23年6月13日 無 役務の提供等
国立大学法人茨城大学財務部契約課契約第二係
茨城県水戸市文京２－１－１
ＴＥＬ　０２９－２２８－８５６７　ＦＡＸ　０２９－２２８－８０３７

6
フロンティア計算機システム
Frontier Computing System

一式 23年4月21日 22年10月6日 23年3月17日 無 役務の提供等
国立大学法人筑波大学財務部契約課（契約Ｇ）
茨城県つくば市天王台1丁目１番地の１
ＴＥＬ　029-853-2175　ＦＡＸ　029-853-2332

7
情報基盤システム
Information Infrastructure System

一式 23年7月中旬 23年1月16日 23年5月下旬 無 役務の提供等
国立大学法人埼玉大学財務部経理課総括・事務局等担当
埼玉県さいたま市桜区下大久保255
ＴＥＬ　048-858-3016　ＦＡＸ　048-858-3938

機関名：国立大学法人（コンピューター製品及びサービス）

Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)
平成23年度政府調達セミナー（平成23年4月22日）
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8
情報基盤センターコンピュータシステム
Computer System of Center for Academic
Information Service

一式 23年6月上旬 22年9月6日 23年2月16日 無 役務の提供等
国立大学法人新潟大学財務部契約課五十嵐地区契約係
新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地
TEL　025-262-7673　FAX　025-262-7679

9

長岡技術科学大学・高等専門学校統合図書
館システム
Integrated Library System for Nagaoka
University of Technology and National
Colleges of Technology

一式 23年3月18日 22年10月26日 23年1月26日 ○ 役務の提供等
国立大学法人長岡技術科学大学総務部財務課用度係
新潟県長岡市上富岡町1603－１
ＴＥＬ　0258-47-9212　ＦＡＸ　0258-47-9040

10
電子情報・教育用電子計算機システム
Computer System for Educational
Information Processing

一式 23年7月中旬 23年3月7日 23年5月下旬 ○ 役務の提供等
国立大学法人金沢大学角間南地区事務部会計課調達係
石川県金沢市角間町
ＴＥＬ　076-234-6846　　ＦＡＸ　076-234-6843

11
総合情報基盤センター情報システム
Information System of Center for
Information Initiative

一式 23年6月中旬 23年1月11日 23年4月11日 無 役務の提供等
国立大学法人福井大学財務部財務課契約第三係
福井県福井市文京3丁目9-1
TEL 0776-27-8874 FAX 0776-27-8920

12
総合医療情報システム
Hospital Information System

一式 23年6月下旬 23年2月21日 23年5月中旬 無 役務の提供等
国立大学法人浜松医科大学会計課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2148　FAX　053-435-3550

13
情報基盤センター情報基盤システム
Integrated Information System in
Information Technology Center

一式 23年3月18日 22年10月13日 23年1月17日 無 役務の提供等
国立大学法人名古屋工業大学経理チーム
愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番
ＴＥＬ　052－735－5039　ＦＡＸ　052－735－5041

14

学術情報基盤システム
Computing and Network System
for Supporting Campus wide Education and
Research

一式 23年6月下旬 22年12月1日 23年4月下旬 無 役務の提供等
国立大学法人滋賀医科大学会計課契約係長
滋賀県大津市瀬田月輪町
TEL　077-548-2036　　FAX　077-548-2046

15
スーパーコンピュータシステム
Supercomputer System

一式 23年5月中旬 22年8月16日 22年12月16日 無 役務の提供等
国立大学法人京都大学　財務部経理課経理調達掛
京都府京都市左京区吉田本町
ＴＥＬ　075-753-2167　ＦＡＸ　075-753-2192

機関名：国立大学法人（コンピューター製品及びサービス）
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16
教育用コンピュータシステム
Computer System for Education

一式 23年5月中旬 22年10月21日 23年2月21日 無 役務の提供等
国立大学法人京都大学　財務部経理課経理調達掛
京都府京都市左京区吉田本町
ＴＥＬ　075-753-2167　ＦＡＸ　075-753-2192

17
スーパーコンピュータシステム
Supercomputer System

一式 23年8月上旬 22年12月1日 23年4月中旬 無 役務の提供等
国立大学法人京都大学　財務部経理課経理調達掛
京都府京都市左京区吉田本町
ＴＥＬ　075-753-2167　ＦＡＸ　075-753-2192

18
遺伝情報実験センター計算機システム
Computer System for Genome Information
Research

一式 23年7月1日 23年1月17日 23年4月18日 ○ 役務の提供等

国立大学法人大阪大学財務部吹田調達センター室調達第三
係
大阪府吹田市山田丘1-1
TEL 06-6879-4014　FAX 06-6879-4019

19
汎用コンピュータシステム
General Purpose Computer System

一式 23年12月上旬 22年10月6日 23年8月16日 無 役務の提供等

国立大学法人大阪大学財務部吹田調達センター室調達第二
係
大阪府吹田市山田丘1-1
TEL 06-6879-4010　FAX 06-6879-4019

20
病院情報管理システム
Integrated Hospital Information  System

一式 23年6月下旬 22年11月22日 23年3月22日 無 物品の販売
国立大学法人島根大学医学部会計課契約第二係
島根県出雲市塩冶町８９－１
ＴＥＬ　0853-20-2043　ＦＡＸ　0853-20-2029

21
電子計算機システム
Computer System

一式 23年5月下旬 22年11月26日 23年3月11日 無 役務の提供
国立大学法人広島大学財務・総務室契約グループ
広島県東広島市鏡山１－３－２
ＴＥＬ　082-424-6972　ＦＡＸ　082-424-6090

22
教育用電子計算機システム
Educational Computer System

一式 23年7月中旬 23年2月1日 23年4月21日 無 役務の提供
国立大学法人広島大学財務・総務室契約グループ
広島県東広島市鏡山１－３－２
ＴＥＬ　082-424-6972　ＦＡＸ　082-424-6090

23

香川大学総合情報センターコンピュータシス
テム
Computer System for Information
Technology Center

一式 23年6月中旬 23年1月26日 23年4月下旬 無 役務の提供等
国立大学法人香川大学経営管理室契約グループ
香川県高松市幸町１－１
ＴＥＬ　０87－832－1097　ＦＡＸ　087－832－1109

機関名：国立大学法人（コンピューター製品及びサービス）
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24
病院情報システム
Hospital Information System

一式 23年9月下旬 22年9月21日 23年6月下旬 無 役務の提供等
国立大学法人九州大学財務部調達課特定調達係
福岡県福岡市東区箱崎６丁目１０番１号
TEL 092-642-4195  FAX 092-642-2191

25
スーパーコンピュータシステム
Supercomputing System

一式 23年10月中旬 23年3月9日 23年8月中旬 無 役務の提供等
国立大学法人九州大学財務部調達課特定調達係
福岡県福岡市東区箱崎６丁目１０番１号
TEL 092-642-4195  FAX 092-642-2191

26
高性能演算サーバシステム
High-Performance Computing Server
System

一式 23年10月中旬 23年3月9日 23年8月中旬 無 役務の提供等
国立大学法人九州大学財務部調達課特定調達係
福岡県福岡市東区箱崎６丁目１０番１号
TEL 092-642-4195  FAX 092-642-2191

27
総合病院情報システム
Total Hospital Information System

一式 23年3月1日 22年11月1日 23年1月11日 無 役務の提供等
国立大学法人鹿児島大学財務部経理課政府調達係
鹿児島県鹿児島市郡元１－２１－２４
ＴＥＬ　099-285-7153 ＦＡＸ　099-285-3090

28
情報環境システム
Information Environment System

一式 23年7月15日 23年2月14日 23年6月6日 無 役務の提供等
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計課調達係
石川県能美市旭台1-1
TEL　0761-51-1104　FAX　0761-51-1115

29
全学情報環境システム
Information Environment System

一式 23年5月下旬 22年12月21日 23年4月6日 無 役務の提供等

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学経営企画部会
計課契約係
奈良県生駒市高山町8916番地の5
TEL 0743-72-5041  FAX 0743-72-5012

30
電子図書館システム
Digital Library System

一式 23年6月中旬 22年11月16日 23年4月18日 無 役務の提供等

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学経営企画部会
計課調達係
奈良県生駒市高山町8916番地の5
TEL 0743-72-5044　FAX 0743-72-5012

機関名：国立大学法人（コンピューター製品及びサービス）
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1
放射線デジタル画像管理システム
Radiological Digital Image Management
System

一式 23年7月上旬 23年2月21日 23年5月上旬 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人北海道大学病院管理課用度第一係
北海道札幌市北区北14条西5丁目
TEL 011-706-7401 FAX 011-706-7611

2

手術部・放射線部連携血管造影システム
Angiography System Interconnected
Between Operation Theater And Section Of
Radiology

一式 23年8月上旬 23年3月28日 23年6月下旬 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人北海道大学病院管理課用度第一係
北海道札幌市北区北14条西5丁目
TEL 011-706-7401 FAX 011-706-7611

3
手術管理システム
Surgical Operation Management System

一式 23年7月下旬 無 23年6月上旬 無 物品の販売
国立大学法人旭川医科大学総務部会計課医療物品係
北海道旭川市緑が丘東２条１丁目１－１
ＴＥＬ：0166-69-3067　ＦＡＸ：0166-65-1116

4
総合臨床検査システム
Total Manegement of Clinical Laboratory
Instruments System

一式 23年7月中旬 無 23年6月上旬 無 物品の販売
国立大学法人旭川医科大学総務部会計課契約第一係
北海道旭川市緑が丘東２条１丁目１－１
ＴＥＬ：0166-69-3075　ＦＡＸ：0166-65-1116

5
高精度放射線治療システム
The 3D Conformal Radiotherapy System

一式 23年7月初旬 無 23年5月下旬 無 物品の販売
国立大学法人旭川医科大学総務部会計課契約第ニ係
北海道旭川市緑が丘東２条１丁目１－１
ＴＥＬ：0166-69-3062　ＦＡＸ：0166-65-1116

6
放射線診断システム
Radiology Diagnostic System

一式 23年7月初旬 無 23年5月下旬 無 物品の販売
国立大学法人旭川医科大学総務部会計課契約第一係
北海道旭川市緑が丘東２条１丁目１－１
ＴＥＬ：0166-69-3075　ＦＡＸ：0166-65-1116

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）

平成23年度政府調達セミナー（平成23年4月22日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)
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7
マルチスライス型ＣＴ撮影装置
Multi-detector diagnostic CT System

一式 23年7月中旬 23年3月7日 23年6月中旬 無 物品の販売

国立大学法人弘前大学医学部附属病院経理調達課経理調
達グループ調達担当
青森県弘前市本町５３
ＴＥＬ　０１７２－３９－５１９７　ＦＡＸ　０１７２－３９－５１９１

8
内視鏡手術システム
　Endoscopic Surgery System

一式 23年4月1日 無 無 無 役務の提供等

国立大学法人東北大学財務部資産・調達管理課調達管理第
二係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL 022-217-4895  FAX 022-217-4912

9

耳鼻科外来診療ユニットシステム
　Proposal for revising Clinical Systems for
the Outpatient Center, Department of
Otolaryngology Head and Neck Surgery,
Tohoku University Hospital

一式 23年4月11日 無 無 無 物品の販売

国立大学法人東北大学財務部資産・調達管理課調達管理第
二係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL 022-217-4895  FAX 022-217-4912

10
血液浄化システム
Blood Purification System

一式 23年8月上旬 無 無 無 物品の販売

国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科･医学部調達課
主査
（特定調達担当）
秋田県秋田市本道１－１－１
ＴＥＬ　018－884－6249　ＦＡＸ　018－884－6250

11
無影灯システム
Operating　Light　System

一式 23年9月下旬 無 無 無 物品の販売

国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科･医学部調達課
主査
（特定調達担当）
秋田県秋田市本道１－１－１
ＴＥＬ　018－884－6249　ＦＡＸ　018－884－6250

12
手術台システム
Operating Table Syste

一式 23年9月下旬 無 無 無 物品の販売

国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科･医学部調達課
主査
（特定調達担当）
秋田県秋田市本道１－１－１
ＴＥＬ　018－884－6249　ＦＡＸ　018－884－6250

13
全身麻酔装置
General Anesthesia System

一式 23年9月下旬 無 無 無 物品の販売

国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科･医学部調達課
主査
（特定調達担当）
秋田県秋田市本道１－１－１
ＴＥＬ　018－884－6249　ＦＡＸ　018－884－6250

14
高線量率密封小線源治療システム
High-dose-rate Brachytherapy System

一式 23年3月11日 22年11月1日 23年1月11日 無 役務の提供等
国立大学法人山形大学医学部企画管理課
山形県山形市飯田西2-2-2
TEL 023-628-5028 FAX 023-628-5044

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）
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15
内視鏡システム
Endscopic System

一式 23年4月21日 22年11月1日 23年2月7日 無 役務の提供等
国立大学法人山形大学医学部企画管理課
山形県山形市飯田西2-2-2
TEL 023-628-5028 FAX 023-628-5044

16
重症患者モニタリングシステム
Cardiopulmonary Vital Monitoring System

一式 23年4月26日 23年1月6日 23年3月11日 無 役務の提供等
国立大学法人山形大学医学部企画管理課
山形県山形市飯田西2-2-2
TEL 023-628-5028 FAX 023-628-5044

17
高度先進医療支援システム
Highly Advanced Medical Care
Support System

一式 23年9月中旬 23年5月中旬 23年7月下旬 無 物品の販売
国立大学法人山形大学医学部企画管理課
山形県山形市飯田西2-2-2
TEL 023-628-5028 FAX 023-628-5044

18
多目的デジタル透視システム
Multi-purpose　Digital　Fluoroscopic
System

一式 23年3月7日 22年11月11日 23年1月21日 無 物品の販売
国立大学法人筑波大学病院総務部管理課契約第一
茨城県つくば市天王台1丁目１番地の１
ＴＥＬ　029-853-3515　ＦＡＸ　029-853-3614

19
脈管系デジタル検査システム
Digital　Imaging　System　for
Vascular　Diseases

一式 23年4月15日 22年12月27日 23年3月30日 無 役務の提供等
国立大学法人筑波大学病院総務部管理課契約第一
茨城県つくば市天王台1丁目１番地の１
ＴＥＬ　029-853-3515　ＦＡＸ　029-853-3614

20
生体情報モニタリングシステム
Patient　Monitoring　and　Data
Management　System

一式 23年6月1日 23年1月21日 23年4月11日 無 役務の提供等
国立大学法人筑波大学病院総務部管理課契約第一
茨城県つくば市天王台1丁目１番地の１
ＴＥＬ　029-853-3515　ＦＡＸ　029-853-3614

21
三次元画像解析システム
Three-Dimensional Image Analysis System

一式 23年4月6日 無 無 無 役務の提供等
国立大学法人群馬大学財務部経理課契約係
群馬県前橋市荒牧町４－２
ＴＥＬ　０２７－２２０－７０６６　ＦＡＸ　０２７－２２０－７０７８

22
電動手術台
Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｔａｂｌｅ

５式 23年2月21日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人千葉大学医学部附属病院管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL　043-226-2236　FAX　043-226-2480

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）
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23
定位脳手術システムセット
ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｓｔｅｒｅｏｔａｃｔｉｃ　ｎｅｕｒｏｓｕｒｇｅｒ
ｙ

一式 23年3月11日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人千葉大学医学部附属病院管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL　043-226-2236　FAX　043-226-2480

24
手術無影灯
Ｓｈａｄｏｗｌｅｓｓ　ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｌａｍｐ

５式 23年3月16日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人千葉大学医学部附属病院管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL　043-226-2236　FAX　043-226-2480

25
術中患者監視装置
A patient monitor out of the art

一式 23年3月16日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人千葉大学医学部附属病院管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL　043-226-2236　FAX　043-226-2480

26
手術用超音波診断装置
Ultrasound Diagnosis System

一式 23年3月25日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人千葉大学医学部附属病院管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL　043-226-2236　FAX　043-226-2480

27
超音波診断装置
Ultrasound Diagnosis System

一式 23年3月25日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人千葉大学医学部附属病院管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL　043-226-2236　FAX　043-226-2480

28
手術室映像コミニュケーションシステム
Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｒｏｏｍ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎｓ　ｓｙｓｔｅｍ

一式 23年3月25日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人千葉大学医学部附属病院管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL　043-226-2236　FAX　043-226-2480

29
手術用顕微鏡
Ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ

一式 23年4月15日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人千葉大学医学部附属病院管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL　043-226-2236　FAX　043-226-2480

30
手術室患者情報管理システム
Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｒｏｏｍ　ｐａｔｉｅｎｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

一式 24年１月上旬 23年4月18日 23年9月下旬 無 物品の販売
国立大学法人千葉大学医学部附属病院管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL　043-226-2236　FAX　043-226-2480

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）
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31
眼科手術用顕微鏡システム
Ａ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｏｐｈｔｈａｌｍ
ｏｌｏｇｙ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ

一式 23年4月11日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人千葉大学医学部附属病院管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL　043-226-2236　FAX　043-226-2480

32
循環器系疾患診断治療システム
ＣＴ　Ａｎｇｉｏ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎａｌ
Ｒａｄｉｏｌｏｇｙ

一式 23年12月下旬 23年3月1日 23年7月上旬 無 物品の販売
国立大学法人千葉大学医学部附属病院管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL　043-226-2236　FAX　043-226-2480

33
手術用顕微鏡
Operating microscopic

一式 23年9月上旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人新潟大学医歯学総合病院管理運営課契約係
新潟県新潟市中央区旭町通1番町754番地
TEL　025-227-0970　FAX　025-227-0720

34
歯科ユニット
Dental chair unit

一式 23年9月上旬 23年3月中旬 23年6月下旬 無 物品の販売
国立大学法人新潟大学医歯学総合病院管理運営課契約係
新潟県新潟市中央区旭町通1番町754番地
TEL　025-227-0970　FAX　025-227-0720

35
蓄尿装置
Urine Auto-analysis system

一式 23年9月上旬 23年3月中旬 23年6月下旬 無 物品の販売
国立大学法人新潟大学医歯学総合病院管理運営課契約係
新潟県新潟市中央区旭町通1番町754番地
TEL　025-227-0970　FAX　025-227-0720

36
患者生体情報管理システム
Patient monitoring management system

一式 23年10月中旬 無 23年8月上旬 無 物品の販売

国立大学法人富山大学医薬系病院事務部管理グループ調達
チーム
富山県富山市杉谷2630
ＴＥＬ　076－434－7036　ＦＡＸ　076－434－2523

37
超音波診断装置システム
Ultrasound diagnostic system

一式 23年10月中旬 無 23年8月中旬 無 物品の販売

国立大学法人富山大学医薬系病院事務部管理グループ調達
チーム
富山県富山市杉谷2630
ＴＥＬ　076－434－7036　ＦＡＸ　076－434－2523

38
PET-CTシステム
Positron Emission Tomography-Computed
Tomography System

一式 23年7月上旬 無 23年4月下旬 無 物品の販売

国立大学法人富山大学医薬系病院事務部管理グループ調達
チーム
富山県富山市杉谷2630
ＴＥＬ　076－434－7036　ＦＡＸ　076－434－2523

39
採尿蓄量比重自動測定システム
Automatic Urine Collection/Specific Gravity
measuring System

一式 23年10月中旬 無 23年8月下旬 無 物品の販売

国立大学法人富山大学医薬系病院事務部管理グループ調達
チーム
富山県富山市杉谷2630
ＴＥＬ　076－434－7036　ＦＡＸ　076－434－2523

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）
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40
患者用ベッドシステム
Bed system for patients

一式 23年10月中旬 無 23年8月下旬 無 物品の販売

国立大学法人富山大学医薬系病院事務部管理グループ調達
チーム
富山県富山市杉谷2630
ＴＥＬ　076－434－7036　ＦＡＸ　076－434－2523

41
附属病院滅菌管理システム
Sterilization management system in Toyama
university hospital

一式 23年6月中旬 無 23年4月中旬 無 物品の販売

国立大学法人富山大学医薬系病院事務部管理グループ調達
チーム
富山県富山市杉谷2630
ＴＥＬ　076－434－7036　ＦＡＸ　076－434－2523

42
高線量率密封小線源治療システム
High-dose-rate Brachytherapy system

一式 23年7月上旬 23年2月14日 23年5月6日 無 役務の提供等
国立大学法人金沢大学病院部経営管理課調達管理係
石川県金沢市宝町13-1
ＴＥＬ　076-265-2067　ＦＡＸ　076-234-4325

43
新生児集中治療管理システム
Management system for neonatal intensive
care unit

一式 23年2月10日 22年10月8日 23年1月14日 無 物品の販売
国立大学法人福井大学病院部総務管理課調達第一係
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
TEL 0776-61-8221 FAX 0776-61-8176

44
内視鏡手術機器
Endoscopic Surgery System

一式 23年3月4日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人福井大学病院部総務管理課調達第一係
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
TEL 0776-61-8221 FAX 0776-61-8176

45
ＦＰＤ搭載Ｘ線撮影システム
Radiography System equipped with Flat
Panel Detector

一式 23年3月25日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人福井大学病院部総務管理課調達第一係
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
TEL 0776-61-8221 FAX 0776-61-8176

46
歯科用・頭部精密Ｘ線撮影システム
Dental and Skull precise Radiography
System

一式 23年3月25日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人福井大学病院部総務管理課調達第一係
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
TEL 0776-61-8221 FAX 0776-61-8176

47
磁気共鳴断層撮影システム（3T）
Magnetic Resonance Imaging System (3T)

一式 23年8月1日 23年4月4日 23年6月20日 無 物品の販売
国立大学法人山梨大学医学部管理課病院契約グループ
山梨県中央市下河東1110番地
TEL 055-273-9224　FAX　055-273-6750

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）
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48
医療用器具洗浄滅菌システム
Cleaning and Sterilization System for
Medical Instruments

一式 23年6月下旬 無 23年4月下旬 無 物品の販売

国立大学法人信州大学医学部附属病院企画マネジメント課
契約室
長野県松本市旭３－１－１
ＴＥＬ　０２６３－３７－２７４４　ＦＡＸ　０２６３－３７－３０２３

49
全身用X線CT診断システム
Diagnostic Ultrasonography System

一式 23年8月上旬 23年4月下旬 23年6月中旬 無 役務の提供等

国立大学法人信州大学医学部附属病院企画マネジメント課
契約室
長野県松本市旭３－１－１
ＴＥＬ　０２６３－３７－２７４６　ＦＡＸ　０２６３－３７－３０２３

50
人工心肺システム
Heart Assist System

一式 23年2月16日 無 無 無 役務の提供等

国立大学法人信州大学医学部附属病院企画マネジメント課
契約室
長野県松本市旭３－１－１
ＴＥＬ　０２６３－３７－２７４６　ＦＡＸ　０２６３－３７－３０２３

51
総合検査システム
Integrated Inspection system

一式 23年9月上旬 23年4月21日 23年7月上旬 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院管理課調達係
岐阜県岐阜市柳戸1番1
TEL 058-230-6035　FAX　058-230-6020

52
X線コンピュータ断層撮影装置
X-ray　Computed　Tomography system

一式 23年9月上旬 23年4月21日 23年7月上旬 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院管理課調達係
岐阜県岐阜市柳戸1番1
TEL 058-230-6035　FAX　058-230-6020

53
デジタルX線テレビシステム
Digital　X-ray　Fluoroscopy system

一式 23年9月上旬 23年4月21日 23年7月上旬 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院管理課調達係
岐阜県岐阜市柳戸1番1
TEL 058-230-6035　FAX　058-230-6020

54
核医学画像診断システム
Nuclear Medicine Imaging Diagnostic
System

一式 23年9月上旬 23年4月21日 23年7月上旬 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院管理課調達係
岐阜県岐阜市柳戸1番1
TEL 058-230-6035　FAX　058-230-6020

55
血管造影検査・治療システム
Angiography and Interventional Radiography
system

一式 23年9月上旬 23年4月21日 23年7月上旬 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人岐阜大学医学部附属病院管理課調達係
岐阜県岐阜市柳戸1番1
TEL 058-230-6035　FAX　058-230-6020

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）
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56
神経生理検査システム
The neurophysiological function testing
system

一式 23年6月下旬 23年1月11日 23年4月上旬 無 物品の販売
国立大学法人浜松医科大学会計課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2148　FAX　053-435-3550

57
耳鼻咽喉科外来診療支援システム
Otorhinolaryngology　Ambulatory care
system

一式 23年6月下旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人浜松医科大学会計課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2148　FAX　053-435-3550

58
眼科外来診療支援システム
Ophthalmic patient care support system

一式 23年6月下旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人浜松医科大学会計課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2148　FAX　053-435-3550

59
歯科用治療ユニット
Dental chair unit

一式 23年4月上旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人浜松医科大学会計課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2148　FAX　053-435-3550

60
臨床検査総合迅速分析システム
Total Clinical Laboratory Rapid Analysis
System

一式 23年6月上旬 23年1月11日 23年4月上旬 無 役務の提供等
国立大学法人浜松医科大学会計課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2148　FAX　053-435-3550

61
体外式衝撃波結石破砕システム
Extracorporeal shock wave  lithotripsy
system

一式 23年6月下旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人浜松医科大学会計課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2148　FAX　053-435-3550

62
ＮＩＣＵ・ＧＣＵシステム
ＮＩＣＵ・ＧＣＵ　ｓｙｓｔｅｍ

一式 23年2月16日 22年10月1日 22年12月21日 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人名古屋大学医学部経理課契約室
愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65
ＴＥＬ　052－744－2799　ＦＡＸ　052－744－2820

63
ＭＦＩＣＵシステム
ＭＦＩＣＵ　ｓｙｓｔｅｍ

一式 23年8月上旬 23年4月上旬 23年6月上旬 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人名古屋大学医学部経理課契約室
愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65
ＴＥＬ　052－744－2799　ＦＡＸ　052－744－2820

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）
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64
病棟部門診断治療システム
Diagnosis and treatment system For ward
section

一式 23年3月中旬 22年9月13日 22年12月21日 無 物品の販売

国立大学法人三重大学財務部病院再開発調達プロジェクト
チーム
三重県津市江戸橋２－１７４
ＴＥＬ　０５９－２３１－５７１４　ＦＡＸ０５９－２３１－６０２２

65
ＣＴ検査システム
Computed Tomography System

一式 23年3月中旬 22年9月1日 22年12月21日 無 物品の販売

国立大学法人三重大学財務部病院再開発調達プロジェクト
チーム
三重県津市江戸橋２－１７４
ＴＥＬ　０５９－２３１－５７１４　ＦＡＸ０５９－２３１－６０２２

66
高性能磁気共鳴画像診断装置
High Performance Magnetic Resonance
Imaging System

一式 23年3月中旬 22年9月1日 22年12月21日 無 物品の販売

国立大学法人三重大学財務部病院再開発調達プロジェクト
チーム
三重県津市江戸橋２－１７４
ＴＥＬ　０５９－２３１－５７１４　ＦＡＸ０５９－２３１－６０２２

67
血管Ｘ線撮影システム
Angiography X-ray System

一式 23年3月中旬 22年9月1日 22年12月21日 無 物品の販売

国立大学法人三重大学財務部病院再開発調達プロジェクト
チーム
三重県津市江戸橋２－１７４
ＴＥＬ　０５９－２３１－５７１４　ＦＡＸ０５９－２３１－６０２２

68
手術関連設備システム
Operating department System

一式 23年3月中旬 22年9月13日 22年12月21日 無 物品の販売

国立大学法人三重大学財務部病院再開発調達プロジェクト
チーム
三重県津市江戸橋２－１７４
ＴＥＬ　０５９－２３１－５７１４　ＦＡＸ０５９－２３１－６０２２

69
材料洗浄滅菌システム
Material washing sterilization system

一式 23年3月中旬 22年9月1日 22年12月21日 無 物品の販売

国立大学法人三重大学財務部病院再開発調達プロジェクト
チーム
三重県津市江戸橋２－１７４
ＴＥＬ　０５９－２３１－５７１４　ＦＡＸ０５９－２３１－６０２２

70
手術システム
Operation Systems

一式 23年3月中旬 22年9月13日 22年12月21日 無 物品の販売

国立大学法人三重大学財務部病院再開発調達プロジェクト
チーム
三重県津市江戸橋２－１７４
ＴＥＬ　０５９－２３１－５７１４　ＦＡＸ０５９－２３１－６０２２

71
救命救急支援システム
Emergency Medical Care System

一式 23年7月下旬 23年3月上旬 23年5月下旬 無 物品の販売

国立大学法人三重大学財務部病院再開発調達プロジェクト
チーム
三重県津市江戸橋２－１７４
ＴＥＬ　０５９－２３１－５７１４　ＦＡＸ０５９－２３１－６０２２

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）
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72
周産期医療機器システム
The system of Medical Ｅquipment
for Ｐerinatal care

一式 23年4月下旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人三重大学財務部契約チーム
三重県津市栗真町屋町１５７７
ＴＥＬ　０５９－２３１－５３１２　ＦＡＸ０５９－２３１－５３４２

73
集中治療支援システム
Intensive care support system

一式 23年2月16日 22年10月6日 22年12月27日 無 物品の販売
国立大学法人滋賀医科大学　病院管理課病院調達係
滋賀県大津市瀬田月輪町
TEL　077-548-2041　FAX　077-548-2522

74
診療支援検査業務システム
A rapid laboratory operating system for
clinical support

一式 23年3月25日 23年1月5日 23年3月11日 無 物品の販売
国立大学法人滋賀医科大学　病院管理課病院調達係
滋賀県大津市瀬田月輪町
TEL　077-548-2041　FAX　077-548-2522

75
眼科診療支援システム
Ophthalmology support system

一式 23年5月下旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人滋賀医科大学　病院管理課病院調達係
滋賀県大津市瀬田月輪町
TEL　077-548-2041　FAX　077-548-2522

76
先進医療支援臨床検査システム
Clinical laboratory System

一式 23年7月中旬 23年2月16日 23年5月中旬 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人京都大学　財務部経理課経理調達掛
京都府京都市左京区吉田本町
ＴＥＬ　075-753-2167　ＦＡＸ　075-753-2192

77
オーラルヘルスユニット
Oral Health Unit

39台 23年4月下旬 無 23年2月14日 無 物品の販売

国立大学法人大阪大学財務部吹田調達センター室調達第一
係
大阪府吹田市山田丘1-1
TEL 06-6879-4006　FAX 06-6879-4019

78
動的筋力評価訓練システム
Dynamic muscular power evaluation training
system

一式 23年8月上旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人大阪大学医学部附属病院管理課専門職員
大阪府吹田市山田丘2-15
TEL 06-6879-5118　FAX 06-6879-5145

79
心機能解析システム
Mind function analysis system

一式 23年8月上旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人大阪大学医学部附属病院管理課専門職員
大阪府吹田市山田丘2-15
TEL 06-6879-5118　FAX 06-6879-5145

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）
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80
滅菌システム
A sterilization system

一式 23年8月上旬 23年2月28日 23年6月上旬 無 物品の販売
国立大学法人神戸大学医学部管理課契約第二係
兵庫県神戸市中央区楠町７－５－１
ＴＥＬ　０７８－３８２－５１２０　ＦＡＸ　０７８－３８２－５１６０

81
脳波・筋電図検査装置ネットワークシステム
EEG・EMG Measuring and Data Network
system

一式 23年7月中旬 23年3月1日 23年5月中旬 無 物品の販売
国立大学法人神戸大学医学部管理課契約第二係
兵庫県神戸市中央区楠町７－５－１
ＴＥＬ　０７８－３８２－５１２０　ＦＡＸ　０７８－３８２－５１６０

82
泌尿器専用透視診断装置
The fluoroscopy diagnostic system
specialized for urology

一式 23年8月中旬 23年3月16日 23年6月上旬 無 物品の販売
国立大学法人神戸大学医学部管理課契約第二係
兵庫県神戸市中央区楠町７－５－１
ＴＥＬ　０７８－３８２－５１２０　ＦＡＸ　０７８－３８２－５１６０

83
内視鏡シミュレーション装置
A simulation system for endoscopic surgery

一式 23年4月6日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人鳥取大学医学部経理・調達課
鳥取県米子市西町36-1
TEL　0859-38-7078　　FAX　0859-38-7069

84
三次元画像診断システム
Three-dimensional diagnostic imaging
system

一式 23年7月下旬 23年4月11日 23年6月上旬 無 物品の販売
国立大学法人鳥取大学医学部経理・調達課
鳥取県米子市西町36-1
TEL　0859-38-7078　　FAX　0859-38-7069

85
総合臨床検査システム
Integrated clinical labo ratory system 一式 23年7月中旬 23年2月14日 23年5月23日 無 物品の販売

国立大学法人島根大学医学部会計課病院調達第二係
島根県出雲市塩冶町８９－１
ＴＥＬ　0853-20-2548　ＦＡＸ　0853-20-2029

86
血液浄化治療システム
Clinical system for blood purification

一式 23年8月上旬 23年2月28日 23年5月26日 無 物品の販売
国立大学法人島根大学医学部会計課病院調達第一係
島根県出雲市塩冶町８９－１
ＴＥＬ　0853-20-2536　ＦＡＸ　0853-20-2029

87
治療用ユニット
Treatment unit

一式 23年7月下旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人島根大学医学部会計課病院調達第一係
島根県出雲市塩冶町８９－１
ＴＥＬ　0853-20-2536　ＦＡＸ　0853-20-2029

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）



22 ページ

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

88
歯科用ユニット
Dental unit

一式 23年6月下旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人島根大学医学部会計課病院調達第一係
島根県出雲市塩冶町８９－１
ＴＥＬ　0853-20-2536　ＦＡＸ　0853-20-2029

89
総合リハビリテーションシステム
General Rehabilitation System

一式 23年7月下旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人島根大学医学部会計課病院調達第一係
島根県出雲市塩冶町８９－１
ＴＥＬ　0853-20-2536　ＦＡＸ　0853-20-2029

90
手術基本機器システム
The General Supporting System for the
Operation Rooms

一式 23年4月1日 無 22年12月13日 無 物品の販売

国立大学法人岡山大学　岡山大学病院経営・管理課調達グ
ループ政府調達担当　　岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番
1号
TEL 086-235-7540　FAX 086-235-7633

91
核医学診断システム
Nuclear Medicine Diagnostic Systems

一式 23年7月中旬 23年2月21日 23年5月中旬 無 物品の販売

国立大学法人岡山大学　岡山大学病院経営・管理課調達グ
ループ政府調達担当　　岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番
1号
TEL 086-235-7540　FAX 086-235-7633

92
高速Ｘ線ＣＴシステム
Fast X-ray Computed Tomography System

一式 23年9月中旬 23年4月1日 23年6月下旬 無 物品の販売

国立大学法人岡山大学　岡山大学病院経営・管理課調達グ
ループ政府調達担当　　岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番
1号
TEL 086-235-7540　FAX 086-235-7633

93
高性能ＣＴシステム
The High-performance Computed
Tomography system

一式 23年7月中旬 23年3月7日 23年5月23日 無 物品の販売
国立大学法人広島大学病院財務グループ（物品主担当）
広島県広島市南区霞１－２－３
ＴＥＬ　082-257-5025　ＦＡＸ　082-257-5088

94
ＳＰＥＣＴ－ＣＴシステム
The SPECT-CT system

一式 23年7月中旬 23年3月7日 23年5月23日 無 物品の販売
国立大学法人広島大学病院財務グループ（物品主担当）
広島県広島市南区霞１－２－３
ＴＥＬ　082-257-5025　ＦＡＸ　082-257-5088

95
ＰＥＴ－ＣＴシステム
The PET-CT system

一式 23年8月上旬 23年3月22日 23年6月13日 無 物品の販売
国立大学法人広島大学病院財務グループ（物品主担当）
広島県広島市南区霞１－２－３
ＴＥＬ　082-257-5025　ＦＡＸ　082-257-5088

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）
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96
エキシマレーザ血管形成装置
Excimer Laser angioplasty System

一式 23年4月11日 無 無 無 物品の販売
国立大学法人広島大学病院財務グループ（物品主担当）
広島県広島市南区霞１－２－３
ＴＥＬ　082-257-5025　ＦＡＸ　082-257-5088

97
脳血管撮影システム
Cerebrovascular Filming System

一式 23年7月中旬 23年3月中旬 23年5月中旬 無 物品の販売
国立大学法人山口大学医学部経営管理課契約第二係
山口県宇部市南小串１－１－１
ＴＥＬ　０８３６－２２－２０３５　ＦＡＸ　０８３６－２２－２０３９

98
遺伝子変異解析システム
Genetic Mutation Analysis System

一式 23年3月下旬 23年3月中旬 23年4月中旬 無 物品の販売
国立大学法人山口大学医学部経営管理課契約第二係
山口県宇部市南小串１－１－１
ＴＥＬ　０８３６－２２－２０３５　ＦＡＸ　０８３６－２２－２０３９

99
病理組織標本作製支援システム
Pathological Specimen Development Systme

一式 23年3月下旬 23年3月中旬 23年4月中旬 無 物品の販売
国立大学法人山口大学医学部経営管理課契約第二係
山口県宇部市南小串１－１－１
ＴＥＬ　０８３６－２２－２０３５　ＦＡＸ　０８３６－２２－２０３９

100
遠隔操作型内視鏡下手術装置
Remote controlled endoscopic surgical
system

一式 23年3月4日 22年11月26日 23年1月17日 無 物品の販売
国立大学法人徳島大学病院経理調達課調達係
徳島県徳島市蔵本町2丁目50番地の1
TEL 088-633-9559 FAX 088-633-7046

101
上部消化管・小腸・大腸内視鏡システム
Endoscopy Systems for upper and lower
GI,and small intestine

一式 23年3月1日 無 無 無 役務の提供等
国立大学法人徳島大学病院経理調達課調達係
徳島県徳島市蔵本町2丁目50番地の1
TEL 088-633-9559 FAX 088-633-7046

102
X線CT診断システム
X-ray CT system

一式 23年7月下旬 23年3月28日 23年6月上旬 無 物品の販売
国立大学法人徳島大学病院経理調達課調達係
徳島県徳島市蔵本町2丁目50番地の1
TEL 088-633-9559 FAX 088-633-7046

103
磁気共鳴断層装置(MRI3.0T)システム
Magnetic resonance imaging (MRI3.0T)
system

一式 23年7月下旬 23年3月28日 23年6月上旬 無 物品の販売
国立大学法人徳島大学病院経理調達課調達係
徳島県徳島市蔵本町2丁目50番地の1
TEL 088-633-9559 FAX 088-633-7046

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）
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104

リモートアフターローディング式高線量率密
封小線源治療システム
Remote afterloading high-dose-rate
brachytherapy system

一式 23年7月下旬 23年3月28日 23年6月上旬 無 物品の販売
国立大学法人徳島大学病院経理調達課調達係
徳島県徳島市蔵本町2丁目50番地の1
TEL 088-633-9559 FAX 088-633-7046

105
内視鏡室マネージメントシステム
Management System in Endoscopy center

一式 23年3月4日 無 無 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人 愛媛大学医学部経営管理課調達第二ﾁｰﾑ
愛媛県東温市志津川
ＴＥＬ ０８９－９６０－５１５４　　ＦＡＸ ０８９－９６０－５１３２

106
CTアンギオシステム
CT-Angiography System

一式 23年9月中旬 23年3月28日 23年7月上旬 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人 愛媛大学医学部経営管理課調達第二ﾁｰﾑ
愛媛県東温市志津川
ＴＥＬ ０８９－９６０－５１５４　　ＦＡＸ ０８９－９６０－５１３２

107
総合迅速検査システム
Integrated Rapid Clinical Laboratory System

一式 23年9月中旬 23年3月28日 23年7月上旬 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人 愛媛大学医学部経営管理課調達第二ﾁｰﾑ
愛媛県東温市志津川
ＴＥＬ ０８９－９６０－５１５４　　ＦＡＸ ０８９－９６０－５１３２

108
血管造影システム
Angiography System

一式 23年4月18日 無 23年2月18日 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人高知大学医学部・病院事務部経営企画課調達
グループ
高知県南国市岡豊町小蓮
ＴＥＬ088－880-2232　ＦＡＸ088－880-2244

109
患者監視モニタリングシステム
Patient monitoring system

一式 23年8月上旬 23年3月28日 23年6月下旬 無 物品の販売
国立大学法人九州大学財務部調達課特定調達係
福岡県福岡市東区箱崎６丁目１０番１号
TEL 092-642-4195  FAX 092-642-2191

110
Ｘ線ＣＴ診断システム
X-ray CT diagnostic System

一式 23年8月下旬 23年3月30日 23年7月上旬 無 物品の販売
国立大学法人九州大学財務部調達課特定調達係
福岡県福岡市東区箱崎６丁目１０番１号
TEL 092-642-4195  FAX 092-642-2191

111
総合外科手術システム
Integrated surgical operation system

一式 23年9月上旬 23年4月26日 23年7月下旬 無 物品の販売
国立大学法人九州大学財務部調達課特定調達係
福岡県福岡市東区箱崎６丁目１０番１号
TEL 092-642-4195  FAX 092-642-2191

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）
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112
高精度放射線治療計画システム　　　High-
precision radiation therapy planning system

一式 23年7月上旬 23年3月28日 23年6月中旬 無 物品の販売
国立大学法人　九州大学財務部調達課特定調達係
福岡県福岡市東区箱崎６丁目１０番１号
TEL 092-642-4195  FAX 092-642-2191

113
救急患者処置システム
Emergency Patient Care System

一式 23年5月上旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人長崎大学病院調達管理課再開発室
長崎県長崎市坂本1-7-1
TEL 095-819-7587　FAX 095-819-7

114
画像診断・検査システム
Diagnostic Imaging and Examination System

一式 23年5月上旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人長崎大学病院調達管理課再開発室
長崎県長崎市坂本1-7-1
TEL 095-819-7587　FAX 095-819-7

115
歯科ユニット
Dental Unit

一式 23年5月上旬 無 無 無 物品の販売
国立大学法人長崎大学病院調達管理課再開発室
長崎県長崎市坂本1-7-1
TEL 095-819-7587　FAX 095-819-7

116
内視鏡医療診断・治療システム
Endoscopic medical treatment diagnostics
and therapeutics system

一式 23年7月下旬 23年3月11日 23年5月下旬 無 物品の販売
国立大学法人長崎大学病院調達管理課再開発室
長崎県長崎市坂本1-7-1
TEL 095-819-7587　FAX 095-819-7

117
患者生体情報モニタリングシステム
Patient Monitoring System

一式 23年7月上旬 23年3月16日 23年5月中旬 無 物品の販売
国立大学法人長崎大学病院調達管理課再開発室
長崎県長崎市坂本1-7-1
TEL 095-819-7587　FAX 095-819-7

118
リニアイオントラップ型質量分析計システム
Linear　Ion　Trap　Mass　Spectrometer
System

一式 23年4月中旬 無 無 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人熊本大学医学部附属病院事務部財務・調達ユ
ニット
熊本県熊本市本荘１丁目１番１号
TEL ０９６－３７３－５９３８ FAX ０９６－３７３－５９５９

119
人工心肺装置システム
Cardiopulmonarybypass　system

一式 23年4月上旬 無 無 無 物品の販売

国立大学法人大分大学医学・病院事務部経営管理課用度第
一係
大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地
ＴＥＬ　０９７－５８６－５２７０　ＦＡＸ　０９７－５８６－５２１９

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）
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120
補助人工心臓駆動装置
Left ventricular assist device

一式 23年4月上旬 無 無 無 物品の販売

国立大学法人大分大学医学・病院事務部経営管理課用度第
一係
大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地
ＴＥＬ　０９７－５８６－５２７０　ＦＡＸ　０９７－５８６－５２１９

121
光トポグラフィ装置
Optical Topography System

一式 23年4月中旬 無 無 無 物品の販売

国立大学法人大分大学医学・病院事務部経営管理課用度第
一係
大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地
ＴＥＬ　０９７－５８６－５２７０　ＦＡＸ　０９７－５８６－５２１９

122
手術用顕微鏡
Operation microscope

一式 23年4月下旬 無 無 無 物品の販売

国立大学法人大分大学医学・病院事務部経営管理課用度第
一係
大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地
ＴＥＬ　０９７－５８６－５２７０　ＦＡＸ　０９７－５８６－５２１９

123
生体情報モニタリングシステム
Monitoring System of vital signs

一式 23年8月初旬 23年6月中旬 23年3月下旬 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人宮崎大学財務部経理調達課
宮崎市学園木花台西１－１
TEL　0985-58-7574　FAX　0985-58-2895

124

救急用全身用Ｘ線ＣＴ検査・撮影システム
Whole body X-ray computed tomography
system and digital radiography device  for
emergency

一式 23年9月下旬 23年8月初旬 23年5月中旬 無
物品の製造
物品の販売

国立大学法人宮崎大学財務部経理調達課
宮崎市学園木花台西１－１
TEL　0985-58-7574　FAX　0985-58-2895

125
高性能ＭＤＣＴシステム
The high quality MDCT system

一式 23年2月25日 22年10月12日 22年12月27日 無 役務の提供等
国立大学法人鹿児島大学財務部経理課政府調達係
鹿児島県鹿児島市郡元１－２１－２４
ＴＥＬ　099-285-7153 ＦＡＸ　099-285-3090

126
MR画像診断支援ネットワークシステム
Diagnostic imaging supporting system of
MRI

一式 23年7月中旬 23年3月1日 23年5月中旬 無 物品の販売
国立大学法人鹿児島大学財務部経理課政府調達係
鹿児島県鹿児島市郡元１－２１－２４
ＴＥＬ　099-285-7153 ＦＡＸ　099-285-3090

127
総合画像診断支援システム
Graphic Assistant Laboratory Information
Report Operating System

一式 23年9月下旬 23年5月中旬 23年8月上旬 無 物品の販売
国立大学法人鹿児島大学財務部経理課政府調達係
鹿児島県鹿児島市郡元１－２１－２４
ＴＥＬ　099-285-7153 ＦＡＸ　099-285-3090

機関名：国立大学法人（医療技術製品及びサービス）
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1

核融合科学研究所で使用する電気　実験
ゾーン　契約電力　8,800ｋW　年間予定使用
電力量　31,001,000ｋWh
Nature and quantity of the products to be
purchased : Electricity to be used in
National Institute for Fusion Science
Experiment zone Electricity contact
8,800kW The estimated electricity for the

一式 23年4月下旬 無 23年3月9日 無 物品の販売

大学共同利用機関法人自然科学研究機構
核融合科学研究所管理部財務課契約係
岐阜県土岐市下石町322-6
TEL 0572-58-2036   FAX 0572-58-2604

2
極端紫外光研究施設高度化設備
Equipments for upgrading UVSOR Facility

一式 23年3月4日 無 23年2月1日 無 物品の販売

大学共同利用機関法人自然科学研究機構岡崎統合事務セン
ター
財務部調達課
愛知県岡崎市明大寺町字西郷中３８
TEL 0564－55－7151 FAX 0564－55－7149

3
ウィグラーチェンバー
Wiggler chamber

一式 23年4月11日 無 23年3月1日 無 物品の製造

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
財務部契約課契約第四係長
茨城県つくば市大穂1－1
ＴＥＬ　029－864－5168　ＦＡＸ　029－864－1410

4
クライストロン電源
Klystron power supply

一式 23年4月11日 無 23年3月1日 無 物品の製造

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
財務部契約課契約第四係長
茨城県つくば市大穂1－1
ＴＥＬ　029－864－5168　ＦＡＸ　029－864－1410

平成23年度政府調達セミナー（平成23年4月22日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

機関名：大学共同利用機関法人（物品及びサービス一般）
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１．平成23年度の調達計画（電機通信製品及びサービス）は以下の通り。
The procurement plan in FY 2011 is as follows.

大学共同利用機関法人／Inter-University Research Institute Corporation

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1

平成23年度学術情報ネットワーク(SINET4)
用通信機器ハウジング
Communications Equipment Housing for
Science Information NETwork 4 (SINET4)
for fiscal 2011

一式 23年4月下旬 無 23年2月21日 無 役務の提供等

大学共同利用機関法人情報･システム研究機構国立情報学
研究所総務部会計課調達チーム　幸路
東京都千代田区一ツ橋2-1-2
TEL 03-4212-2095 FAX 03-4212-2085

2
遺伝研基幹ネットワークシステム
Renewal of the network system of
National Institute of Genetics

一式 23年6月中旬 無 23年4月中旬 無 物品の販売

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝学
研究所管理部研究推進課調達チーム
静岡県三島市谷田1111
TEL 055-981-6730 FAX 055-981-6734

3

岡崎3機関キャンパスネットワーク補強シス
テム
Reinforcement System of Campus
Network,Okazaki Region

一式 23年8月中旬 23年2月1日 23年6月中旬 無 物品の販売

大学共同利用機関法人自然科学研究機構岡崎統合事務セン
ター
財務部調達課
愛知県岡崎市明大寺町字西郷中３８
TEL 0564－55－7151 FAX 0564－55－7149

平成23年度政府調達セミナー（平成23年4月22日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

機関名：大学共同利用機関法人（電機通信製品及びサービス）
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１．平成23年度の調達計画（コンピューター製品及びサービス）は以下の通り。
The procurement plan in FY 2011 is as follows.

大学共同利用機関法人／Inter-University Research Institute Corporation

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1
情報基盤システム
Computer System for Information
Infrastructure

一式
23年7月6日 22年11月16日 23年4月21日

無 役務の提供等

大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立民族学博物
館財務課調達係
大阪府吹田市千里万博公園１０－１
ＴＥＬ　０６－６８７８－８２１６　ＦＡＸ　０６－６８７６－２１９５

2
スーパーコンピュータシステム
Supercomputer System

一式 23年6月上旬 22年8月19日 23年3月下旬 無 役務の提供等

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝学
研究所管理部研究推進課調達チーム
静岡県三島市谷田1111
TEL 055-981-6730 FAX 055-981-6734

3
超高速分子シミュレータ
Super High Performance Molecular
Simulator

一式 23年6月上旬 22年2月16日 23年1月19日 無 役務の提供等

大学共同利用機関法人自然科学研究機構岡崎統合事務セン
ター
財務部調達課
愛知県岡崎市明大寺町字西郷中３８
TEL 0564－55－7151 FAX 0564－55－7149

4
KEK中央計算機システム
KEK Central Computer System

一式 23年7月上旬 22年10月21日 23年4月26日 無 役務の提供等

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
財務部契約課契約第五係長
茨城県つくば市大穂1－1
ＴＥＬ　029－864－5148　ＦＡＸ　029－864－1410

機関名：大学共同利用機関法人（コンピューター製品及びサービス）

平成23年度政府調達セミナー（平成23年4月22日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)
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１．平成23年度の調達計画（物品及びサービス一般）は以下の通り。
The procurement plan in FY 2011 is as follows.

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1
F治療室用ビーム輸送ライン電磁石電源
Power supplies of beam transport line
magnets for treatment room F

一式 23年6月上旬 無 23年5月上旬 無
物品の製造
物品の販売

独立行政法人放射線医学総合研究所 総務部契約課契約第
１係
千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１
TEL 043-206-3014　FAX 043-251-7979

独立行政法人放射線医学総合研究所／National Institute of Radiologial Sciences

平成23年度政府調達セミナー（平成23年4月22日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)



31 ページ

１．平成23年度の調達計画（物品及びサービス一般）は以下の通り。
The procurement plan in FY 2011 is as follows.

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1

軽水炉実機水環境模擬照射装置
Capsule irradiation facility for the Material
research under the LWR irradiation
environment

一式 23年6月初旬 無 23年4月中旬 無
物品の製造
物品の販売

独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

2
高精度照射時間制御型汎用照射設備
Hydraulic rabbit irradiation facility

一式 23年6月初旬 無 23年4月中旬 無
物品の製造
物品の販売

独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

3
マスタースレーブマニプレータの購入
Master slave manipulator

一式 23年6月初旬 無 23年4月中旬 無
物品の製造
物品の販売

独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

4
照射試験炉シミュレータ
Irradiation Test Reactor Simulator

一式 23年6月中旬 無 23年4月下旬 無
物品の製造
物品の販売

独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

独立行政法人日本原子力研究開発機構／Japan Atomic Energy Agency

平成23年度政府調達セミナー（平成23年4月22日）
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入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

5
Na移送設備の製作
Construction of　the sodium transport
equipment

一式 23年6月初旬 無 23年4月中旬 無
物品の製造
物品の販売

独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

6
ポンプ試験ループの製作
Construction of the advanced pump test
sodium loop

一式 23年6月初旬 無 23年4月中旬 無
物品の製造
物品の販売

独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

7

炉内熱流動ナトリウム試験装置の製作・据
付
Manufacture and installation of experimental
sodium loop for
investigation on reactor vessel thermal-
hydraulics

一式 23年5月中旬 無 23年3月下旬 無
物品の製造
物品の販売

独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

8
ＮＢＴF電源用低電圧機器
Low Voltage Components for NBTF Power
Supply

一式 23年8月下旬 無 23年6月下旬 無 物品の製造等
独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

9

大気中引出しブッシングを有する直流－１
MV絶縁変圧器試験体の製作
Fabrication of a -1MV insulating transformer
mockup with a bushing

一式 23年5月上旬 無 23年3月中旬 無 物品の製造等
独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

10

JT-60SAクライオスタット胴部用ステンレス
板材
Stainless Steel Plates for the JT-60SA
Cryostat Vessel Body

一式 23年7月中旬 無 23年6月上旬 無
物品の製造
物品の販売

独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

11
JT-60SA真空容器製作(III)
Fabrication of the Vacuum Vessel for the
JT-60SA (part 3)

一式 23年10月中旬 無 23年9月上旬 無 物品の製造
独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

12

JT-60SAダイバータカセット配管接続用溶接
装置
Welding System for the Pipe Connection of
JT-60SA Divertor Cassettes

一式 23年8月中旬 無 23年7月上旬 無 物品の製造
独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974
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入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

13
プラズマ着火用高電圧発生回路(I)
High Voltage Generation Circuit for Plasma
Initiation (I)

一式 23年9月中旬 無 23年8月上旬 無
物品の製造
物品の販売

独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

14
ITER CS コイル製作R&D用ジャケット
Manufacture of jackets for ITER CS
fabrication R&D

一式 23年6月下旬 無 23年4月下旬 無 物品の製造等
独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

15

ITER TFコイル用ダブルパンケ－キ巻線実
規模試作
Trial manufacturing of double pankake
winding for ITER TF coil

一式 23年11月下旬 無 23年9月下旬 無 物品の製造等
独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

16

ITER TFコイル構造物用内側セグメントの実
規模試作
Trial manufacturing of inboard segment for
ITER TF coil structure

一式 23年11月下旬 無 23年9月下旬 無 物品の製造等
独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

17

ITER TFコイル構造物用外側セグメントの実
規模試作
Trial manufacturing of outboard segment for
ITER TF coil structure

一式 23年11月下旬 無 23年9月下旬 無 物品の製造等
独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

18

那珂核融合研究所で使用する電気
Electricity to be used Naka Fusion Institute
of Japan Atomic Energy Agency 28,000,000
ｋWh

一式 23年7月中旬 無 23年6月上旬 無 物品の製造等

独立行政法人日本原子力研究開発機構　那珂核融合研究所
管理部　経理課
茨城県那珂市向山801番地の1
TEL　029-270-7234 　　FAX　029-270-7293

19

独立行政法人日本原子力研究開発機構
高崎量子応用研究所で使用する電気
Electricity to be used in Takasaki Advanced
Radiation Research Institute of Japan
Atomic Energy Agency 17,000,000ｋWｈ

一式 23年7月上旬 無 23年5月上旬 無 物品の販売

独立行政法人日本原子力研究開発機構　高崎量子応用研究
所　管理部　経理課
群馬県高崎市綿貫町1233番地
ＴＥＬ　027-346-9265　　ＦＡＸ　027-346-9683



34 ページ

１．平成23年度の調達計画（電気通信製品及びサービス）は以下の通り。
The procurement plan in FY 2011 is as follows.

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1
所内ネットワークシステム更新
Replacement of Network system of The
institute

一式 23年4月中旬 無 無 無 物品の販売
独立行政法人国立文化財機構　奈良文化財研究所研究支援
推進部総務課用度係　奈良市二条町2-9-1
TEL 0742-30-6735　FAX 0742-30-6730

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1

ネットワークシステムに係わる賃貸借・運用
保守
Specifications concerning lease and
operation of network system

一式 23年5月上旬 無 23年3月下旬 無
物品の製造
物品の販売

独立行政法人理化学研究所 契約業務部契約第１課
埼玉県和光市広沢２番１号
ＴＥＬ　048-462-1111　ＦＡＸ　048-462-4632

2
電話交換機設備賃貸借
Telephone switchboard equipment letting
and hiring

一式 23年12月中旬 23年4月上旬 23年9月下旬 無
物品の製造
物品の販売

独立行政法人理化学研究所 契約業務部契約第１課
埼玉県和光市広沢２番１号
ＴＥＬ　048-462-1111　ＦＡＸ　048-462-4632

独立行政法人理化学研究所／RIKEN

独立行政法人国立文化財機構／National Institutes for Cultural Heritage

平成23年度政府調達セミナー（平成23年4月22日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)
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１．平成23年度の調達計画（電気通信製品及びサービス）は以下の通り。
The procurement plan in FY 2011 is as follows.

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1
高専間広域ネットワーク（通信回線）
Wide Area Network between Colleges of
Technology（Communications Line）

一式 23年5月上旬 無 23年3月2日 ○ 役務の提供等
独立行政法人国立高等専門学校機構財務課財務システム係
東京都八王子市東浅川町７０１－２
ＴＥＬ　０４２－６６２－３１３７　ＦＡＸ　０４２－６６２－３１３８

2
校内ＬＡＮシステム
Campus LAN System

一式 23年9月上旬 23年5月中旬 23年7月中旬 無 役務の提供等
独立行政法人国立高等専門学校機構財務課財務システム係
東京都八王子市東浅川町７０１－２
ＴＥＬ　０４２－６６２－３１３７　ＦＡＸ　０４２－６６２－３１３８

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1
高速ネットワーク基盤整備
Basic system for the High Speed Network
for the Broader Approach Activities

一式 23年6月中旬 23年3月下旬 23年4月下旬 無
物品の製造
物品の販売

独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
ＴＥＬ　029-282-1122　　ＦＡＸ　029-282-7974

独立行政法人国立高等専門学校機構／Institute Of National Colleges of Technology

独立行政法人日本原子力研究開発機構／Japan Atomic Energy Agency

平成23年度政府調達セミナー（平成23年4月22日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)
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１．平成23年度の調達計画（コンピューター製品及びサービス）は以下の通り。
The procurement plan in FY 2011 is as follows.

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1

重粒子線治療管理システムへの拡大ビーム
照射法向け機能追加
Upgrade of treatment management system
for passive irradiation method

一式 23年6月上旬 無 23年5月上旬 無 役務の提供等

独立行政法人放射線医学総合研究所 総務部契約課契約第
１係
千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１
TEL 043-206-3014　FAX 043-251-7979

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1

振興会ネットワーク機器及び情報基盤に係
るシステムサーバー一式賃貸借
Lease of "Japan Arts Council's network
hub" and "system server related to
information infrastructure"

一式 未定 未定 未定 無 物品の販売
独立行政法人日本芸術文化振興会　総務企画部契約課
東京都千代田区隼町４－１
TEL03-3265-6254　FAX03-3265-8772

2
文化デジタルライブラリーシステム一式
Ｔhe system of the Cultural Digital Library

一式 未定 未定 未定 無 役務の提供等
独立行政法人日本芸術文化振興会　総務企画部契約課
東京都千代田区隼町４－１
TEL03-3265-6254　FAX03-3265-8772

独立行政法人日本芸術文化振興会／Japan Arts Council

平成23年度政府調達セミナー（平成23年4月22日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

独立行政法人放射線医学総合研究所／National Institute of Radiologial Sciences
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１．平成23年度の調達計画（コンピューター製品及びサービス）は以下の通り。
The procurement plan in FY 2011 is as follows.

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1
標準端末及びソフトウェアの調達
Personal computers with software 1
set

一式 23年4月上旬 無 23年1月上旬 無
物品の製造
物品の販売

独立行政法人宇宙航空研究開発機構
契約部　契約推進課
茨城県つくば市千現２－１－１
ＴＥＬ　０５０－３３６２－４５２１　ＦＡＸ０２９－８６８－５９６５

2
 統合型軌道力学系システム
 (Unified Flight Dynamics System)

一式 23年10月上旬 無 23年10月下旬 ○ 役務の提供等

独立行政法人宇宙航空研究開発機構
契約部　契約推進課
茨城県つくば市千現２－１－１
ＴＥＬ　０５０－３３６２－４５２１　ＦＡＸ０２９－８６８－５９６５

3
地球観測基盤システム　データアーカイブシ
ステム
EACH Data Archive System

一式 23年8月中旬 23年5月上旬 23年6月上旬 ○
物品の販売
役務の提供等

独立行政法人宇宙航空研究開発機構
契約部　契約推進課
茨城県つくば市千現２－１－１
ＴＥＬ　０５０－３３６２－４５２１　ＦＡＸ０２９－８６８－５９６５

4

全球地球観測データ処理制御システム
（GOSAT 用）換装計算機の調達
Procurement for Global Earth Observation
Data processing control system
replacement for GOSAT

一式 23年8月中旬 無 23年6月中旬 ○
物品の販売
役務の提供等

独立行政法人宇宙航空研究開発機構
契約部　契約推進課
茨城県つくば市千現２－１－１
ＴＥＬ　０５０－３３６２－４５２１　ＦＡＸ０２９－８６８－５９６５

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1

奨学金業務システム並行ランテスト実施業
務
Support of operating the system for parallel
processing on JASSO's scholarship loans
system

一式 23年2月23日 無 22年12月27日 無 役務の提供等
独立行政法人日本学生支援機構財務部経理課契約係
東京都新宿区市谷本村町10-7
TEL　03-6743-6022　　FAX　03-6743-6664

独立行政法人日本学生支援機構／Japan Student Services Organization

平成23年度政府調達セミナー（平成23年4月22日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

独立行政法人宇宙航空研究開発機構／Japan Aerospace Exploration Agency
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１．平成23年度の調達計画（物品及びサービス一般）は以下の通り。
The procurement plan in FY 2011 is as follows.

入札公告／公示の 資料提供招請の 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の 競争参加資格

予定時期 予定時期 意見招請の予定時期 観点から既存の仕様を繰 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of り返し採用する案件か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考

№ Products to be procured Volume announcement of announcement to announcement to 否か businesses for Entity's name Notes

procurement request for request for Whether the current qualification Address/Tel/Fax

submission comments on draft specifications will 

of documents specifications be kept for FY2011

1

単位認定試験問題等の印刷製造、仕分け及
び配送及び通信指導問題等の印刷製造　一
式
Printing, binding, sorting and delivering the
Credit Certificati　on Examination i 1 set,
and printing and binding the Mid-semester
Instruction by Correspondence 1 Set

一式 23年2月25日 無 無
○

（学生数に応じて数量
の変更有り）

物品の製造

特別な学校法人放送大学学園
財務部経理課用度・管理グループ
千葉県千葉市美浜区若葉２－１１
TEL043-298-4265　FAX043-298-4974

放送大学学園／The Open University of Japan Foundation

Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)
平成23年度政府調達セミナー（平成23年4月22日）
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