
物品等又は役務の名称
及び数量

契約担当の氏名 契約締結日 契約の相手方の氏名及び住所 契約金額 契約方法 備考

京都工芸繊維大学長 一般財団法人京都予防医学センター

古山正雄 京都市中京区西ノ京左馬寮町28

京都工芸繊維大学長 公益財団法人京都高度技術研究所

古山正雄 京都市下京区中堂寺南町134

京都工芸繊維大学長 一般財団法人近畿健康管理センター

古山正雄 滋賀県大津市木下町10番10号

京都工芸繊維大学長 ㈱学生情報センター

古山正雄 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路
町735

京都工芸繊維大学長 ㈱紀伊國屋書店 4,653,367円

古山正雄 東京都新宿区新宿3-17-7

京都工芸繊維大学長 一般社団法人化学情報協会

古山正雄 東京都文京区本駒込6-25-4中居ﾋﾞﾙ

京都工芸繊維大学長 エステイト信

古山正雄 京都市上京区葭屋通椹木町下る直家町
213

京都工芸繊維大学長 富士通(株)京都支社 7,234,790円

古山正雄 京都市下京区四条通麩屋町西入立売東
町1

京都工芸繊維大学長 学校法人ノートルダム女学院

古山正雄 京都市左京区下鴨南野々神町1

京都工芸繊維大学長 独立行政法人大学評価・学位授与機構 6,360,000円

古山正雄 東京都小平市学園西町１－２９－１

京都工芸繊維大学長 株式会社京都タカオシン

古山正雄 京都市左京区丸太町通川端東入東丸太
町１８－１

京都工芸繊維大学長 株式会社ケン・オートメーション

古山正雄 横浜市西区平沼一丁目11番12号横浜Ｋ
ＭＨビル5階

単価契約
26.4.1～26.5.20

一般競争契約26.3.5学生定期健康診断業務　一式

圧力分布計測システム　一式 26.6.27 6,532,920円 一般競争契約

平成26年度認証評価等評価手数料 26.5.9 随意契約

触針段差計　一式 26.6.20 5,972,400円 一般競争契約

財務会計システム保守　一式 26.4.1 随意契約（保守目的物
が左記会社の製品で
あり、同社以外保守で
きないため）

契約期間
26.4.1～27.3.31

講義机　外 26.4.22 20,000,000円 随意契約（ノートルダ
ム館の所有権が左記
法人から本学へ移転
したことに伴い物品譲
渡契約を締結したた

学術文献ＤＢ　SciFinder(Academic)利用料 26.3.28 5,224,000円 随意契約（委託目的業
務が左記会社以外で
はできないため）

契約期間
26.4.1～27.3.31

三条小妻邸賃貸借　一式 26.4.1 4,212,000円 随意契約（賃貸借目的
物件が左記会社以外
ではできないため）

契約期間
26.4.1～27.3.31

京都工芸繊維大学国際交流会館（まりこうじ
会館）管理・運営業務　一式

26.3.25 6,914,160円 一般競争契約 契約期間
26.4.1～27.3.31

Web of Science(SCIE)及びJournal & Highly
Cited Dataの利用　一式

一般競争契約 契約期間
26.4.1～27.3.31

9,966,960円 一般競争契約 契約期間
26.4.1～29.3.31

職員定期健康診断業務　一式 26.3.18 一般競争契約 単価契約
26.6.1～27.3.31

　　国立大学法人京都工芸繊維大学における契約情報の公表に関する事務取扱要領に基づき、本学が行った契約の情報（随意契約のうち、本学の行為を秘密にする必要があるもの及び本学会計
規程第３８条第１項第４号に該当するものを除く支出原因契約）を本表のとおり公表する。（政府調達に関する協定が適用される契約にあっては官報に、工事関係契約にあっては文部科学省文教施
設企画部施設企画課契約情報室のホームページにそれぞれ掲載しているので、本表からは除いている。）

【平成26年度】

26.3.27

嵯峨、松ヶ崎キャンパス―SINET京都ＤＣ間
光ファイバー利用

26.3.14



物品等又は役務の名称
及び数量

契約担当の氏名 契約締結日 契約の相手方の氏名及び住所 契約金額 契約方法 備考

京都工芸繊維大学長 株式会社　ナックイメージテクノロジー
大阪営業所

古山正雄 大阪市北区豊崎3-2-1

京都工芸繊維大学長 株式会社キーエンス

古山正雄 大阪市東淀川区東中島一丁目3-14

京都工芸繊維大学長 日本電子株式会社　大阪支店

古山正雄 大阪市淀川区西中島5丁目14番5号
ニッセイ新大阪南口ビル11階

京都工芸繊維大学長 株式会社フォトロン

古山正雄 東京都千代田区富士見1丁目1番8号千
代田富士見ビル

京都工芸繊維大学長 コムネット株式会社

古山正雄 神戸市中央区港島南町5丁目5番2号

京都工芸繊維大学長 オリンパスメディカルサイエンス販売株式
会社　京都営業所

古山正雄 京都市下京区五条通室町西入東錺屋町
186

京都工芸繊維大学長 有限責任あずさ監査法人

古山正雄 東京都新宿区津久戸町1番2号

京都工芸繊維大学長 株式会社日立ハイテクフィールディング
関西支店

古山正雄 大阪府大阪市淀川区宮原３丁目３−３１
上村ニッセイビル

京都工芸繊維大学長 関東物産株式会社　大阪支店

古山正雄 大阪市西区江戸堀1-26-20　江戸堀グロ
ウスビル7F

京都工芸繊維大学長 株式会社田中誠文堂

古山正雄 栗東市安養寺六丁目6番12-11号

京都工芸繊維大学長 株式会社ハヤシハウジング

古山正雄 大阪府堺市東区白鷺町１丁１６−１５ 第2
白鷺マンション 1F

什器類一式 26.9.3 7,430,400円 一般競争契約

清掃契約　一式 26.9.10 7,776,000円 一般競争契約 契約期間
26.9.16～27.3.31

日立走査透過電子顕微鏡一式及びナノ構造
評価前処理装置一式の移転

26.8.21 6,334,200円 随意契約（移設する物
品が左記会社の製品
であり、同社以外移設
できないため）

内燃機関性能総合試験装置 26.8.28 9,990,000円 一般競争契約

顕微鏡カメラシステム　一式 26.7.30 7,999,830円 一般競争契約

監査契約　一式 26.7.30 4,536,000円 随意契約 契約期間
26.7.30～27.6.30

高空間・時間分解能ホログラフィ計測システ
ム　一式

26.7.14 12,454,155円 一般競争契約

建築シミュレーションシステム　一式 26.7.30 8,676,720円 一般競争契約

高精度３Ｄプリンター　一式 26.6.30 9,137,610円 一般競争契約

日本電子株式会社製電子顕微鏡及び周辺
装置の移設作業

26.6.30 8,532,000円 随意契約（移設する物
品が左記会社の製品
であり、同社以外移設
できないため）

眼球運動測定装置　一式 26.6.30 9,952,200円 一般競争契約



物品等又は役務の名称
及び数量
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京都工芸繊維大学長 丸善株式会社　京都支店

古山正雄 京都市右京区太秦上刑部町１０番地

京都工芸繊維大学長 株式会社和泉テック　関西支店

古山正雄 京都市南区吉祥院西浦町54-11

京都工芸繊維大学長 ＡＯＶ株式会社

古山正雄 東京都八王子市散田町３－１－１　登志
ビル４F

Wiley-Blackwell社発行電子ジャーナル Wiley
Online Library（大学図書館コンソーシアム連
合契約） コアコレクション＋STMコレクション
一式

京都工芸繊維大学長

古山正雄

H26.12.10 丸善株式会社　京都支店

京都市右京区太秦上刑部町10  8,369,816円

一般競争契約(2社) 契約期間
27.1.1～27.12.31

定期賃貸借契約　アーツ千代田3331　部屋
番号203

京都工芸繊維大学長

古山正雄

H27.2.6 合同会社コマンドＡ

東京都千代田区外神田6-11-14  6,451,617円

随意契約（1社、委託
目的業務が左記会社
以外ではできないた
め）

契約期間
27.2.16～29.2.15

学生定期健康診断業務　一式 京都工芸繊維大学長

古山正雄

H27.2.26 （財）近畿健康管理センター

滋賀県大津市木下町10-10  4,592,160円

一般競争契約(2社) 契約期間
27.4.1～27.5.20
単価契約

京都工芸繊維大学附属図書館業務委託　一
式

京都工芸繊維大学長

古山正雄

H27.3.5 丸善株式会社　京都支店

京都市右京区太秦上刑部町10  64,592,640円

一般競争契約(2社) 契約期間
27.4.1～29.3.31

職員定期健康診断業務　一式 京都工芸繊維大学長

古山正雄

H27.3.10 （財）近畿健康管理センター

滋賀県大津市木下町10-10  4,603,267円

一般競争契約(2社) 契約期間
27.5.1～28.3.31
単価契約

京都工芸繊維大学国際交流会館（まりこうじ
会館）管理・運営業務　一式

京都工芸繊維大学長

古山正雄

H27.3.25 ㈱学生情報センター

京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路
町735

 6,817,996円

一般競争契約(1社) 契約期間
27.4.1～28.3.31

SciFinder(Academic)利用料　一式 京都工芸繊維大学長

古山正雄

H27.3.26 一般社団法人化学情報協会

東京都文京区本駒込6-25-4中居ビル  5,563,560円

随意契約（委託目的業
務が左記会社以外で
はできないため）

契約期間
27.4.1～28.3.31

ＰＬＤ装置　一式 26.12.26 6,995,700円 一般競争契約

Wiley-Blackwell社発行電子ジャーナル
Wiley Online Library（大学図書館コンソーシ
アム連合契約）
コアコレクション＋STMコレクション
一式

26.12.10 8,369,816円 一般競争契約 契約期間
27.1.1～27.12.31

走査型プローブ顕微鏡システム　一式 26.12.25 6,480,000円 一般競争契約



調達物品等又は役務の名称及び数量 契約担当の氏名 契約締結日 契約の相手方の氏名及び住所  契約金額(円) 契約方法 備考

京都工芸繊維大学警備等業務　一式 学長　古山正雄 H26.9.29
株式会社丸起
京都市右京区西院西寿町14番地23　田井中ビ
ル101号

42,984,000      一般競争(3社) 契約期間：H26.10.1～H29.3.31

（１）公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額欄に予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価を記載する。
（２）随意契約にあっては、その理由を記載する。

　　国立大学法人京都工芸繊維大学における契約情報の公表に関する事務取扱要領に基づき、本学が行った契約の情報（随意契約のうち、本学の行為を秘密にする必要があるもの及び本学会計規程第３
８条第１項第４号に該当するものを除く支出原因契約）を本表のとおり公表する。（政府調達に関する協定が適用される契約にあっては官報に、工事関係契約にあっては文部科学省文教施設企画部施設企
画課契約情報室のホームページにそれぞれ掲載しているので、本表からは除いている。）
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