500万円超公表一覧表【一般競争入札分】
契約担当役氏名等：国立大学法人東京学芸大学 契約担当役 日向信和 東京都小金井市貫井北町４－１－１
物品・役務等の件名及び数量
東京学芸大学学生情報トータルシステム
（更新）一式
東京学芸大学附属世田谷小学校校舎本
館普通教室等空調機更新工事
東京学芸大学附属幼稚園小金井園舎管
理棟改修工事
東京学芸大学附属小金井中学校校舎屋
上パラペット等改修工事
東京学芸大学小金井団地合宿所屋外
キュービクル他受変電設備改修工事
東京学芸大学業務用パーソナルコン
ピュータ一式
脳機能マッピングNIRSシステム一式

赤道儀式光学反射望遠鏡他
東京学芸大学環境教育研究センター温
室Ｃ改修工事
東京学芸大学小金井団地他緊急伐採判
定樹木伐採業務一式
附属竹早小学校給食調理等委託業務

ハイム学芸・小平第３住宅管理業務一式
東京学芸大学附属図書館増築に伴う支
障電気配線等切り廻し工事

契約締結日

相手方の氏名及び所在地

福岡県福岡市博多区博多駅前1-17-21
令和元年5月20日 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州
代表取締役社長 加藤 浩治
東京都大田区東矢口1-12-22
令和元年6月3日 株式会社城南サービス
代表取締役 磯 収二
東京都杉並区成田東5-19-5
令和元年6月7日 株式会社エイワ建設
代表取締役 杉江 厚詩
東京都杉並区本天沼2-47-20
令和元年6月21日 株式会社酒井工務店
代表取締役 酒井 政國
東京都調布市緑ヶ丘2-64-6
令和元年6月28日 多摩電設工業株式会社
代表取締役 畑野 政之
東京都立川市曙町3-18-25
令和元年6月28日 井上事務機事務用品株式会社
代表取締役 井上 正則
東京都千代田区神田司町2-7福禄ビル8階
令和元年7月18日 アーカイブティップス株式会社
代表取締役 中村 将人
東京都調布市深大寺元町2-3-3
令和元年7月22日 田中光化学工業株式会社
代表取締役 田中 一幸
東京都中央区築地5-6-10
令和元年8月5日 渡辺パイプ株式会社
代表取締役 渡辺 元
東京都府中市栄町3-20-5
令和元年8月30日 株式会社東京緑化
代表取締役 平川 雄二
埼玉県ふじみ野市上福岡2-6-10
令和元年8月30日 富士食品商事株式会社
代表取締役社長 後藤 正之
東京都港区東新橋2-12-1
令和元年8月30日 東京警備保障株式会社
代表取締役 北村 喜伯
東京都稲城市東長沼1506
令和元年10月31日 株式会社ユニ・エンジニアリング
代表取締役 広野 進

契約金額

契約方式

51,840,000

政府調達

37,249,200

一般競争

15,552,000

一般競争

13,176,000

一般競争

10,890,000

一般競争

9,818,357

一般競争

6,183,000

一般競争

9,710,800

一般競争

18,700,000

一般競争

8,800,000

一般競争

10,692,000

一般競争

14,171,760

一般競争

7,697,800

一般競争

備 考

東京学芸大学北講義棟１階学系支援課
事務室等空調機更新工事

ＩＣＴ活用環境整備一式

東京学芸大学小金井団地グラウンド門
他囲障改修工事
東京学芸大学附属図書館増築工事
東京学芸大学附属図書館増築機械設備
工事

小金井キャンパス情報教育環境整備 一
式

附属竹早小学校給食調理等委託業務

複写等サービス一式

附属特別支援学校給食調理等委託業務

東京学芸大学小金井地区で使用する電
気
東京学芸大学附属図書館増築電気設備
工事

東京都三鷹市井口2-7-5
令和元年11月14日 アートテクノ株式会社
代表取締役 福平 文夫
東京都目黒区中目黒1-8-8
株式会社ＪＭＣ
代表取締役 宮内 孝之
令和元年11月15日 代理人
神奈川県相模原市中央区相模原4-8-19
株式会社ＪＭＣ 相模原支店
支店長 小川 浩次
埼玉県川越市谷中21
令和元年11月20日 有限会社矢島工業
代表取締役 矢島 良治
埼玉県さいたま市桜区田島3-4-5
令和元年12月16日 株式会社近藤組 関東支店
支店長 河合 康弘
東京都世田谷区北沢1-40-6
令和元年12月16日 温調技研株式会社
代表取締役 柴田 昇
東京都目黒区中目黒1-8-8
株式会社ＪＭＣ
代表取締役 宮内 孝之
令和2年1月7日 代理人
神奈川県相模原市中央区相模原4-8-19
株式会社ＪＭＣ 相模原支店
支店長 小川 浩次
東京都港区芝4-13-3 PMO田町東10Ｆ
令和2年1月31日 葉隠勇進株式会社
代表取締役 大隈 太嘉志
東京都港区赤坂9-7-3
富士ゼロックス株式会社
代表取締役 玉井 光一
代理人
令和2年1月31日
東京都港区六本木3-1-1
富士ゼロックス株式会社
公共文教営業統括
総括長 沢辺 和浩
東京都立川市一番町4-36-7
令和2年1月31日 シントミフーズ株式会社
代表取締役 斉藤 貢
福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 ＭＧ薬院
ビル
令和2年2月4日
株式会社ホープ
代表取締役 時津 孝康
東京都府中市住吉町1-26-1
令和2年2月14日 清水電設株式会社
代表取締役 清水 一嘉

7,370,000

一般競争

58,300,000

政府調達

6,930,000

一般競争

568,700,000

一般競争

202,840,000

一般競争

14,905,000

一般競争

24,511,080

一般競争

108,732,676

一般競争

11,520,960

一般競争

150,852,040

政府調達

53,350,000

一般競争

マイクロソフト社製ソフトウェアライセンス
総合契約 一式

東京学芸大学施設保全業務一式

東京学芸大学学生寮等管理運営業務
一式
トイレットペーパー供給契約（東京多摩地
区５大学法人共同調達）
教職員定期健康診断等業務一式

東京学芸大学機械警備業務一式

東京都千代田区神田佐久間町1-17
令和2年2月17日 株式会社磁気研究所
代表取締役 斎藤 邦之
大阪府大阪市中央区難波5-1-60
南海ビルサービス株式会社
代表取締役 沼守 則幸
令和2年2月21日 代理人
東京都中央区銀座5-15-1
南海ビルサービス株式会社東京支店
常務取締役支店長 村上 肇
東京都西東京市田無町5-4-8
令和2年2月28日 東京綜合管理株式会社
代表取締役 市川 禎一
千葉県船橋市豊富町1477-1
令和2年3月5日 日幸商会株式会社
代表取締役 森田 誠
東京都江東区北砂7-6-2
令和2年3月6日 医療法人社団新虎の門会
理事長 大前 利道
東京都渋谷区神宮前1-5-1
令和2年3月26日 セコム株式会社
代表取締役社長 尾関 一郎

8,367,744

一般競争

244,200,000

一般競争

13,794,000

一般競争

単価契約
(2,702.7円/48個入）

一般競争

7,240,200

一般競争

14,553,000

一般競争

※「国立大学法人東京学芸大学契約に係る情報の公開に関する基準」に基づく一覧です。
（説明）

※科研費以外の財源による５００万円超（単価契約の場合は年間予定金額が５００万円超）の契約で当該月に契約したものを記入。

