
国立大学法人小樽商科大学
件 名 又 は 品 名 契約年月日 契約金額 契約方法 相 手 方 住 所 氏 名

6,480,000 小樽市花園4－12－2

株式会社北海道消防設備社

5,400,000
札幌市中央区大通西3丁目7番地
北洋大通センタービル14階

株式会社イトーキ北海道

12,528,000 北海道札幌市東区北六条東4－1－4

株式会社北海道ジェイ・アール・システム
開発

24,300,000 東京都中央区新川１丁目26－2

株式会社ウチダシステムズ

11,437,200 東京都中央区新川１丁目26－2

株式会社ウチダシステムズ

11,178,000
札幌市中央区大通西3丁目7番地
北洋大通センタービル14階

株式会社イトーキ北海道

23,112,000 北海道小樽市花園2-9-11

株式会社フルムラ商会

26,028,000 東京都中央区新川１丁目26－2

株式会社ウチダシステムズ

6,664,680 小樽市緑2丁目27番4号

単価契約のため予定総額 株式会社水谷内建設工業

11,523,600 北海道札幌市東区北六条東4－1－4

株式会社北海道ジェイ・アール・システム
開発

6,804,000
札幌市中央区大通西3丁目7番地
北洋大通センタービル14階

株式会社イトーキ北海道

4,320,000 小樽市入船3－16－18

株式会社玉柳

9,504,000 東京都中央区新川１丁目26－2

株式会社ウチダシステムズ

3,006,720 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号

単価契約のため予定総額 株式会社ＪＥＣＣ

3,996,000 東京都大田区東六郷三丁目15番8号

日本調理器株式会社

19,025,280 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目2番5号

株式会社サンメンテナンス

7,687,440 東京都中央区銀座4－12－15

株式会社朝日ネット

一般競争入札の結果公表（物品・役務）

5号館3階・4階ラーニングコモンズAV
機器及びAV機器操作システム・外
一式

小樽商科大学清掃及び構内等維持管
理業務

平成27年3月6日 一般競争

クラウド型学習支援システム　一式 平成27年3月19日 一般競争

タブレット型端末賃貸借　一式 平成27年2月26日 一般競争

大学会館厨房機器　一式 平成27年2月26日 一般競争

平成27年1月8日 一般競争

平成27年2月13日 一般競争

高速インクジェットプリンター 一
式

5号館無線LANアクセスポイント・外
一式

平成26年11月26日 一般競争

授業収録機器　一式 平成26年11月28日 一般競争

5号館AV機器及び集約管理システム
一式

平成26年10月30日 一般競争

小樽商科大学構内除・排雪業務 平成26年11月11日 一般競争

デジタルタスク開発室収録・編集用
機器　一式

平成26年9月30日 一般競争

講義用固定机・椅子外　一式 平成26年10月10日 一般競争

講義室AV機器及び集約管理システム
一式

平成26年8月29日 一般競争

キーボード脱着式ノートＰＣ外 一
式

平成26年9月22日 一般競争

スクリーン兼用ホワイトボード 平成26年8月22日 一般競争

2号館・3号館無線アクセスポイント
装置・外　一式

平成26年8月27日 一般競争

小樽商科大学消防用設備保全業務 平成26年3月17日 一般競争



件 名 又 は 品 名 契約年月日 契約金額 契約方法 相 手 方 住 所 氏 名

3,834,000 札幌市中央区北1条西7丁目3番地8号

札幌トヨタ自動車株式会社

21,565,440 神奈川県川崎市中原区上小田中4－1－1

単価契約のため予定総額 富士通株式会社

12,582,000 河東郡音更町南鈴蘭南2丁目4番地

鈴蘭ビルサービス株式会社

9,718,498 札幌市清田区平岡二条4－3－5

ニューライフ警備保障株式会社

285,120,000 札幌市東区北6条東4-1-4

単価契約のため予定総額 株式会社北海道ジェイ・アール商事

7,090,200 小樽市色内１丁目９番１号

単価契約のため予定総額  株式会社小樽ビル管理

8,465,040
北海道札幌市厚別区大谷地東４－１－１－
２０８

有限会社　イズミック

4,589,352 小樽市色内2丁目10番1号

三立機電株式会社

5,216,400 札幌市東区北6条東4丁目1番地4

株式会社北海道ジェイ・アール・システム
開発

10,692,000 東京都大田区東六郷三丁目15番8号

日本調理器株式会社

9,892,800 東京都中央区日本橋２丁目３番１０号

丸善株式会社

6,998,400 札幌市東区北6条東4丁目1番地4

株式会社北海道ジェイ・アール・システム
開発

4,590,000 札幌市東区北6条東4丁目1番地4

株式会社北海道ジェイ・アール・システム
開発

11,422,080
北海道札幌市中央区大通西3-7　北洋大通
センタービル14階

株式会社イトーキ北海道

24,541,031 東京都中央区日本橋２丁目３番１０号

単価契約のため予定総額 丸善雄松堂株式会社

5,300,640 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目1-32

株式会社ユニテックス

7,804,836 小樽市緑２丁目２７番４号

単価契約のため予定総額 株式会社水谷内建設工業

8,398,000
札幌市中央区北三条西２丁目２－１
日通札幌ビル６F

株式会社近畿日本ツーリスト北海道

3,888,000 北海道札幌市中央区南一条西６－１１

株式会社メトリック

情報処理センター電子計算機システ
ム一式

小樽商科大学学生寄宿舎及びその他
施設の管理業務

発注図書の装備及び供給  一式 平成28年9月16日 一般競争

小樽商科大学ボイラー運転・監視保
全業務

平成28年10月3日 一般競争

平成 28年度「アメリカ事情」及び
「アジア・オセアニア事情」海外研
修プログラムの航空券等手配業務
一式

平成28年12月15日 一般競争

小樽商科大学構内除・排雪業務 平成28年11月11日 一般競争

振舞検知型不正通信対策装置　一式 平成28年12月22日 一般競争

一般競争

札幌サテライト授業収録機器　一式 平成28年2月16日 一般競争

札幌サテライト無線LANアクセスポイ
ント・外　一式

平成28年1月22日 一般競争

ハンドル式集密書架・外　一式 平成28年2月4日 一般競争

小樽商科大学構内除・排雪業務 平成27年11月9日 一般競争

eduroam構築　一式 平成28年2月15日 一般競争

平成27年10月2日 一般競争

平成27年9月11日 一般競争

平成27年9月15日 一般競争小樽商科大学警備業務

学生寮（輝光寮）電気器具　一式 平成27年12月18日 一般競争

１号館ネットワークスイッチ更新及
び回線高速化　一式

平成28年2月8日 一般競争

体育館トレーニングマシーン　一式 平成27年11月26日 一般競争

大学会館厨房機器　一式 平成28年1月26日

普通乗用自動車交換　１台 平成27年3月27日 一般競争

平成27年8月27日 一般競争
図書館情報電子計算機システム 一
式



件 名 又 は 品 名 契約年月日 契約金額 契約方法 相 手 方 住 所 氏 名

14,580,000 札幌市東区北6条東4丁目1番地4

株式会社北海道ジェイ・アール・システム
開発

7,884,000 北海道札幌市中央区南一条西3丁目2番地

大丸株式会社

5,592,240 札幌市中央区大通西１丁目１４－２

単価契約のため予定総額 医療法人新産健会

21,060,000
神奈川県横浜市中区海岸通３丁目９番地横
浜郵船ビル

共立管財株式会社

4,860,000
札幌市中央区南１９条西１５丁目３番１５
号

株式会社ヤシマ商会

15,996,992
札幌市中央区北三条西２丁目２－１ 日通
札幌ビル６F

株式会社近畿日本ツーリスト北海道

4,931,280 札幌市東区北六条東４丁目１番地４

単価契約のため予定総額 株式会社北海道ジェイ・アール商事

10,217,664 札幌市清田区平岡二条４丁目３番５号

ニューライフ警備保障株式会社

12,322,800 札幌市中央区大通西５丁目１１番地１

株式会社アメック

9,217,800 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目1-32

株式会社ユニテックス

7,592,076 小樽市色内１丁目９番１号

単価契約のため予定総額 株式会社小樽ビル管理

6,426,000 札幌市中央区南１条西３丁目２番地

大丸株式会社

12,882,000 札幌市中央区大通西１丁目１４番地２

単価契約のため予定総額 医療法人新産健会

28,980,825 京都府京都市南区東九条室町23番地

単価契約のため予定総額 エフビットコミュニケーションズ株式会社

15,000,000 東京都新宿区西新宿６丁目８番１号

株式会社エイチ・アイ・エス

7,845,876 小樽市色内１丁目９番１号

単価契約のため予定総額 株式会社小樽ビル管理

平成29年10月27日 一般競争

小樽商科大学で使用する電気　一式 平成30年2月5日 一般競争

国立大学法人小樽商科大学学生定期
健康診断業務　一式

平成30年2月5日 一般競争

国立大学法人小樽商科大学学生定期
健康診断業務　一式

平成29年2月3日 一般競争

小樽商科大学清掃及び構内等維持管
理業務

平成29年3月17日 一般競争

人事・給与事務用ハードウェア賃貸
借　一式

平成29年5月24日 一般競争

小樽商科大学構内除・排雪業務

平成 29年度「アメリカ事情」及び
「アジア・オセアニア事情」海外研
修プログラムの航空券等手配業務
一式

平成29年4月28日

小樽商科大学ボイラー運転・監視保
全業務

平成29年9月22日 一般競争

小樽商科大学消防用設備保全業務 平成29年3月17日

一般競争

一般競争

小樽商科大学警備業務 平成29年9月11日 一般競争

小樽商科大学学生寄宿舎及びその他
施設の管理業務

平成29年9月15日 一般競争

小樽商科大学構内除・排雪業務 平成30年10月29日 一般競争

ゼミ室什器・外　一式 平成29年1月16日 一般競争

ゼミ室無線アクセスポイント装置・
外　一式

平成29年1月10日 一般競争

国際交流会館什器　一式 平成29年12月27日 一般競争

平成 30年度「アメリカ事情」及び
「アジア・オセアニア事情」海外研
修プログラムの航空券等手配業務
一式

平成30年4月27日 一般競争


