
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

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

一般競争入札の結果公表（物品・役務）

小樽商科大学警備業務 平成27年9月15日 一般競争

情報処理センター電子計算機システム
一式

平成27年10月2日 一般競争

図書館情報電子計算機システム  一式 平成27年8月27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27年9月11日 一般競争

学生寮（輝光寮）電気器具　一式 平成27年12月18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

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

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

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

eduroam構築　一式 平成28年2月15日 一般競争

大学会館厨房機器　一式 平成28年1月26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

小樽商科大学ボイラー運転・監視保全
業務

平成28年10月3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

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

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

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

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



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

9,848,520 札幌市白石区東札幌4条4丁目5番19号

北共物流有限会社

63,682,264 北海道札幌市中央区大通東1丁目2番地

単価契約のため予定総額 北海道電力株式会社

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

ゼミ室什器・外　一式 平成29年1月16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

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 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

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

小樽商科大学ボイラー運転・監視保全
業務

平成29年9月22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

小樽商科大学警備業務 平成29年9月11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

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

小樽商科大学構内除・排雪業務 平成29年10月27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

附属図書館図書資料等移転業務 平成31年2月4日 一般競争

小樽商科大学で使用する電気　一式 平成31年2月7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

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



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

8,935,393
東京都港区浜松町1丁目2番11号浜松町鈴木
ビルディング3階

株式会社リアセック

27,164,160 福島県福島市五月町3番20号

キョウワプロテック株式会社

15,856,710 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

9,603,000 東京都中央区日本橋2丁目3番10号

丸善雄松堂株式会社

8,596,500 東京都港区西新橋１丁目３番１号

単価契約のため予定総額 日立キャピタル株式会社

15,191,000 北海道札幌市清田区平岡2条4丁目3番5号

ニューライフ警備保障株式会社

35,860,150 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

14,828,000 北海道札幌市中央区大通西5丁目11-1

株式会社アメック

2,519,000 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

7,757,420 北海道小樽市緑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

5,390,000 北海道小樽市若松１丁目９番13号

株式会社北海道消防設備社

77,000,000 東京都中央区虎ノ門１丁目17番１号

日鉄ソリューションズ株式会社

9,053,000 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

ボイラー運転・監視保全業務 令和2年9月30日 一般競争

2019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

令和元年6月13日 一般競争

ハンドル式集密書架　一式 令和1年8月28日 一般競争

三大学連携教育ニーズ調査業務委託契
約

平成31年3月1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31年3月15日 一般競争

発注図書の装備及び供給 令和1年9月12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

令和1年9月24日 一般競争

事務用パーソナルコンピュータ　一式 令和1年9月9日 一般競争

小樽商科大学警備業務 令和1年9月10日 一般競争

小樽商科大学消防用設備保全業務 令和2年3月24日 一般競争

キャンパス情報ネットワークシステム 令和2年8月5日 一般競争

附属図書館ブラインド　一式 令和1年9月25日 一般競争

小樽商科大学構内除・排雪業務 令和1年10月24日 一般競争
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