過去の見積競争結果情報
・物品供給
契約日

業者名
（所在地）

件名

契約金額

備考

＜令和３年度＞
令和3年7月8日

レーザー用ミラー Dual Band HR Mirror リトアニア国
Altechna社製 A-HYD-1064-694-40-NF

有限会社エーピーエフ
（東京都文京区）

2,886,400円

令和3年7月12日

高速度カメラ 株式会社フォトロン製
FASTCAM Mini AX100 type 540K-M-16GB 一式

株式会社テクノ西村
（愛知県名古屋市）

4,994,000円

令和3年7月5日

ワークステーション 株式会社ｼﾞｰﾃﾞｯﾌﾟ・ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ製UNIXW-621X 一式

名古屋大学消費生活協同組合
（愛知県名古屋市）

1,628,000円

令和3年8月18日

ミリ波部品 米国Eravant社製 一式

株式会社AMT
（奈良県奈良市）

2,727,120円

株式会社テクノ西村
（愛知県名古屋市）

2,902,900円

富士通Japan株式会社 東海支社
（愛知県名古屋市）

2,930,400円

富士通Japan株式会社 東海支社
（愛知県名古屋市）

2,508,000円

令和3年8月18日
令和3年7月30日
令和3年8月20日

高速度カメラ 株式会社フォトロン製
FASTCAM Mini AX50 type 170K-M-8GB 一式
Pulse Secure Connect Secure(VPN Remote access)追
加100ユーザライセンス 米国Pulse Secure社製
CONSEC-ADD-100U ２式
ADマガジン パナソニックシステムソリューションズジャパ
ン株式会社製 一式

令和3年7月20日

重水素ガス

岩谷産業株式会社 中部支社 名古屋支店
（愛知県名古屋市）

令和3年12月22日

Quantemol-EC 及び年間サポート 英国Quantemol社製

株式会社アテナシス
（神奈川県藤沢市）

2,836,900円

令和3年10月14日

高剛性・精密型自動ステージ シグマ光機株式会社製
OSMS26-300(Z)-M6 １個 外６点

株式会社カカム
（岐阜県多治見市）

3,283,225円

令和3年11月24日

GPIB-RS232、ｺﾝﾄﾛｰﾗおよびｺﾝﾊﾞｰﾀ、日本100VAC 米国 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
ﾅｼｮﾅﾙｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ社製 779732-07 ２式 外１３点
（東京都港区）

令和3年11月22日

高圧電源 松定プレシジョン株式会社製 一式

日本測器株式会社 名古屋営業所
（愛知県名古屋市）

1,254,000円

令和3年12月9日

ハイパワー直流ターボ電源 松定プレシジョン株式会社
製 PRT850V53A15kw-L(400V) １台

日本測器株式会社 名古屋営業所
（愛知県名古屋市）

2,396,460円

令和3年11月12日

無停電電源装置 NECフィールディング株式会社 一式

日本電気株式会社 東海支社
(愛知県名古屋市）

1,852,400円

令和3年11月1日

インピーダンス計測システム 株式会社エヌエフ回路設
計ブロック製 一式

株式会社エヌエフ回路設計ブロック
（愛知県名古屋市）

1,717,595円

令和3年11月9日

高速度カメラ 株式会社フォトロン製 INFINICAM UC-1- 株式会社テクノ西村
M ３台
（愛知県名古屋市）

2,102,100円

令和3年11月12日

ガスバルブおよびドライバ 米国Parker Hannifin社製 一 株式会社IBS
式
（愛知県刈谷市）

1,332,100円

令和3年11月15日

ターボ分子ポンプセット 独国ファイファーバキューム社
製 一式

丸菱実業株式会社
（神奈川県厚木市）

2,112,000円

マイクロ波信号発生器 アンリツ株式会社製
MG3692C １台 外１台
ミリ波パワーメーター エストニア国 ELVA-1 社製
DPM-06/20/100（110～170GHz, GPIBオプション付） １
台

名三工業株式会社
（愛知県名古屋市）

4,757,940円

名三工業株式会社
(愛知県名古屋市）

1,584,000円

令和3年11月29日
令和3年11月29日

1Nm3につき
83,600円

4,821,291円

令和3年12月16日

Cs 純度99.98% 5g入りアンプル 40本

フルウチ化学株式会社
（東京都品川区）

1,628,000円

令和3年12月10日

教育機関向けAVS/Expressサイトライセンス年間保守
米国Advanced Visual Systems社製 50本

サイバネットシステム株式会社
（東京都千代田区）

1,375,000円

令和4年1月4日

消火器取替 一式

株式会社セルス
（愛知県春日井市）

2,204,070円

令和4年1月6日

高速デジタイザ スウェーデン国 TELEDYNE SP
Devices社製 ADQ8-8C-VG-PXIE 一式

株式会社ジェピコ
（愛知県名古屋市）

2,200,000円

令和4年1月6日

冷却塔（型式：MXC-Z600AS）部品 荏原冷熱システム株 日本空調サービス株式会社
式会社製 一式
（岐阜県岐阜市）

4,730,000円

令和4年1月24日

質量分析計型全自動可搬形ヘリウムリークディテクタ
島津産機システムズ株式会社製

島津サイエンス西日本株式会社 岐阜営業所
（岐阜県岐阜市）

3,333,000円

令和4年1月28日

ICL光源（光学ベンチ ソーラボ製）

株式会社システムブレイン
（北海道札幌市）

1,462,085円

令和4年2月7日

12 ｲﾝﾁ均一標準光源米国ラブスフェア社製
OP-USLR-V12F-PC 一式

オーシャンフォトニクス株式会社
（東京都新宿区）

4,488,000円

令和4年2月16日

ミリ波低雑音増幅器及びミリ波ミキサ 米国Eravant社製

株式会社AMT
（奈良県奈良市）

2,373,800円

令和4年2月17日

Noise Source エストニア国ELVA-1社製

ベガテクノロジー株式会社
（東京都調布市）

4,303,200円

令和4年2月22日

液体窒素自動供給装置コントローラー 日酸TANAKA株
式会社製 MODEL-SXDⅡ-KT ３式 外２点

十合刈谷酸素株式会社
（愛知県名古屋市）

3,330,800円

令和4年2月28日

カードプリンタCX-7000

株式会社フォー
（東京都調布市）

令和4年3月1日

スコープコーダ 横河計測株式会社製

横河商事株式会社 岐阜営業所
（岐阜県岐阜市）

4,987,950円

株式会社カカム
（岐阜県多治見市）

4,804,800円

株式会社テクノ西村
（愛知県名古屋市）

2,362,250円

令和4年3月2日
令和4年3月4日

TEGARA 電磁場解析用ワークステーションテガラ株式会
社製
モデルNo.K2202C09897-A 一式
赤外線サーモグラフィカメラ 日本アビオニクス株式会社
製

993,520円

年間支出予定額：
4,224,000円

契約日

業者名
（所在地）

件名

契約金額

令和4年3月7日

四重極型質量分析計 キヤノンアネルバ株式会社製

株式会社アールデック
（茨城県つくば市）

1,786,400円

令和4年3月7日

ロータリーキルン炉 株式会社モトヤマ製 RK-0330-OP

穴織カーボン株式会社
（大阪府茨木市）

2,750,000円

令和4年3月11日

マイクロソフト包括ライセンスの供給 一式

株式会社ハイブリッチ
（東京都台東区）

3,034,900円

令和4年3月15日

大型水槽付DCインバーターチラー オリオン機械株式会 株式会社テクノ西村
社製 RKE3750B-V-G2 ２台
（愛知県名古屋市）

令和4年3月16日

ビデオ会議システム 米国Poly社製 一式

三角堂事務株式会社
（岐阜県多治見市）

2,365,000円

令和4年4月18日

真空ポンプ本体モジュール

株式会社テクノ西村
（愛知県名古屋市）

2,145,000円

令和4年5月26日

3.6TBデータアーカイバーマガジン パナソニック株式会
社製 一式

株式会社富士通エフサス
（大阪府大阪市）

2,798,400円

令和4年6月3日

ガスパフ波形出力システム用制御装置 米国ナショナル 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
インスツルメンツ社製 一式
（東京都港区）

2,515,022円

令和4年6月14日

マルチファンクションI/Oモジュール PXIe-6349 米国ナ
ショナルインスツルメンツ社製 一式

日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
（東京都港区）

2,621,355円

令和4年6月24日

熱画像計測装置 FLIR A655sc 米国FLIR社製 550010302 一式

オザワ科学株式会社
（愛知県小牧市）

3,190,000円

令和4年6月21日

データ収集システム 米国ナショナルインスツルメンツ社 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
製 一式
（東京都港区）

2,900,667円

令和4年6月29日

自家発電設備用潤滑油 アポロイルGHP40L 出光興産
製 7,000リットル

2,733,500円

3,029,400円

＜令和４年度＞

出光リテール販売株式会社
（愛知県名古屋市）

備考

