
所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

東京大学カブリ数物連携宇宙研
究機構実験室　坑内敷地賃貸

カブリ数物連携宇宙研究研機構
事務長

吉泉　浩二 岐阜県飛騨市神岡町鹿間１番地１ 神岡鉱業株式会社 R4.4.1 随意契約 5,068,800円
契約事務取扱規程第32条第1
項第1号

契約の相手方が所有する敷地であるため。 0

サーモフィッシャーサイエンティ
フィック社製　Ｏｒｂｉｔｒａｐ　Ｆｕｓｉｏｎ
システム保守業務　一式

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄 文京区本郷3-44-2 理科研株式会社東京支社 R4.4.1 公開見積合せ 5,144,700円

医師主導臨床研究「プレクリニカ
ルAD縦断追跡研究」に関する
PETコア臨床研究業務等の支援

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 港区芝浦1-1-1 シミック株式会社 R4.4.1 随意契約 5,280,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第1号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

Ｊ－ＴＲＣ　運用・保守サービス
一式

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎 東京都中央区明石町８番１号
日鉄日立システムエンジニアリン
グ株式会社

R4.4.1 随意契約 6,567,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第４号

J-TRCの運用・保守に関する契約であり、同システムのノ
ウハウを持つ企業でなければ契約の履行が困難である
ため。

0

ＬＡＢＣＹＴＥ社製　アコースティッ
クリキッドハンドラーＥｃｈｏ５５５Ｒ
保守

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 大阪府箕面市船場西三丁目１０番３号 キコーテック株式会社 R4.4.1 公開見積合せ 6,845,795円

（株）ニコン製　共焦点レーザー顕微
鏡A1R＋およびFRETユニット賃貸
借　一式

ニューロインテリジェンス国際研
究機構事務長

近　泰子 東京都品川区北品川五丁目５番１５号 オリックス・レンテック株式会社 R4.4.1 公開見積合せ 7,062,000円

セールスフォースライセンス使用
料 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 千代田区丸の内1-1-3
株式会社セールスフォース・ジャ
パン

R4.4.1 随意契約 7,817,508円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第一号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

高速ネットワークシステム維持保
守業務　一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 港区芝５－７－１ 日本電気株式会社 R4.4.1 随意契約 8,302,800円
東京大学事務取扱規定第３２
条第1項1号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

高速液体クロマトグラフ　タンデ
ム質量分析装置　ＳＣＩＥＸ　Ｑｔｒａ
ｐ　６５００＋　システムパッケージ
賃貸借契約　一式

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎 東京都品川区北品川５－５－１５ オリックス・レンテック株式会社 R4.4.1 公開見積合せ 8,461,200円

東京大学総合図書館自動化書
庫保守業務

東京大学附属図書館事務部長 　木下　聡 千葉県柏市明原２丁目２番２２号 株式会社日本ファイリングテクノ R4.4.1 随意契約 8,470,000円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第１号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

超微量質量分析ＨＴＳシステム
保守

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 大阪府箕面市船場西三丁目１０番３号 キコーテック株式会社 R4.4.1 公開見積合せ 8,719,700円

液化機ＴＣＦ５０制御盤ＰＬＣ更新
一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 江東区大島９－１－１
小池酸素工業株式会社ガス部
極限グループ

R4.4.1 随意契約 9,020,000円
東京大学事務取扱規定第３２
条第1項1号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

テープライブラリ装置SL8500　保
守

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 港区虎ノ門一丁目１７番１号 日鉄ソリューションズ株式会社 R4.4.1 随意契約 9,570,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

テープライブラリ装置を管理するためのACSLSサーバは
日鉄ソリューションズ㈱が構築をおこなっており、十分な
知見を有する同社に委託することが必要不可欠であるた
め。

0

医師主導治験「Ｎｅｃｔｉｎ－４　陽
性腫瘍に対する遺伝子組換え麻
疹ウィルスの第Ⅰ相臨床試験」実
施支援業務　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
大阪府大阪市北区東天満一丁目１番
１９号

株式会社ファイブリングス R4.4.1 随意契約 11,751,512円
東京大学契約事務取扱規
程第32条第1項第一号

契約の性質又は目的が競争を許さないため

調達件名及び数量
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独国Bruker社製 小動物用高磁場
MRI BioSpec 117/11 US/R　保守業
務 一式

ニューロインテリジェンス国際研
究機構事務長

近　泰子 東京都文京区本郷3-44-2 理科研株式会社 R4.4.1 一般競争 11,990,000円

仮想化サーバシステム保守業務
一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 千代田区外神田６－１５－１２
富士電機ＩＴソリューション株式会
社

R4.4.1 随意契約 12,429,010円
東京大学事務取扱規定第３２
条第1項1号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

東京大学宇宙線研究所附属神
岡宇宙素粒子研究施設　スー
パー神岡実験解析用電子計算
機システム運用支援業務　一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美
神奈川県川崎市中原区上小田中４－
１－１

富士通株式会社 R4.4.1 一般競争 13,156,000円

CVD装置真空ポンプ（2台）更新
一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都中央区銀座七丁目１１番１５号 光洋サーモシステム株式会社 R4.4.1 随意契約 14,971,000円
東京大学契約事務取扱規
程第32条第1項第一号

契約の性質又は目的が競争を許さないため

磁気共鳴断層撮影装置「ＭＡＧ
ＮＥＴＯＮ　Ｐｒｉｓｍａ」保守業務
一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都品川区大崎1-11-1 シーメンスヘルスケア株式会社 R4.4.1 随意契約 21,593,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第一号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

独国Siemens Healthineers社製
脳機能計測装置　MAGNETOM
Prisma　保守業務　一式

ニューロインテリジェンス国際研
究機構事務長

近　泰子 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 シーメンスヘルスケア株式会社 R4.4.1 随意契約 22,242,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

クライオ電子顕微鏡保守業務
一式

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄 品川区東品川4-12-2 日本エフイー・アイ株式会社 R4.4.1 一般競争 23,773,200円 0

東京大学宇宙線研究所附属神
岡宇宙素粒子研究施設等守衛
業務　一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 岐阜県岐阜市茜部中島２－６６－６ 日本ガード株式会社 R4.4.1 一般競争 25,541,472円

独国ブルカー・ダルトニクス社製
質量分析装置保守点検作業　一
式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社　東京支社 R4.4.1 公開見積合せ  6,138,000 円

グローバルライフサイエンス社製
Biacore Fullcare 保守点検作業
一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社　東京支社 R4.4.1 公開見積合せ  8,318,200 円

床反力解析システム　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都千代田区内神田三丁目２４番３
号

アーカイブティップス株式会社 R4.4.4
特定調達（最低価格
落札方式）

27,830,000円

光電子分光装置システム　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号 日本電子株式会社 R4.4.4
特定調達（最低価格
落札方式）

38,498,900円

電動実験車両　1台 新領域創成科学研究科事務長 眞鍋　浩二 中野区江原町3-35-3
株式会社タジマモーターコーポ
レーション

R4.4.5 一般競争 14,486,175円

ＫＡＧＲＡ参照ミラーの曲率測定
および測定治工具の製作　一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 港区港南２－１５－３ 株式会社ニコン R4.4.7 随意契約 8,580,000円
東京大学事務取扱規定第３２
条第1項1号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

省スペース型高速液体クロマトグ
ラフ質量分析システム

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都千代田区岩本町２－７－１１ 株式会社松見科学計測 R4.4.13 一般競争契約 10,164,000円
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Fusion System for CODEX 一式 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 名古屋市中区新栄1-33-1 理科研株式会社 R4.4.13 一般競争 28,000,000円 科研費

ＳＫ－Ｇｄ溶解装置立上・試運転
および硫酸ガドリニウム溶解作業
一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 江東区新砂１－２－８ オルガノ株式会社 R4.4.18 随意契約 14,883,000円
東京大学事務取扱規定第３２
条第1項1号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

AIチップ実装系モデルベース設
計検証ツールライセンス　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都新宿区西新宿六丁目１０番１号 アンシス・ジャパン株式会社 R4.4.18 随意契約 28,140,200円
政府調達に関する協定（改正
協定）第１３条第１項（ｂ）

技術的理由による競争の不存在 0

AIチップ物理検証ツールライセ
ンス　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都品川区北品川四丁目７番３５号
シーメンスＥＤＡジャパン株式会
社

R4.4.18 随意契約 58,252,838円
政府調達に関する協定（改正
協定）第１３条第１項（ｂ）

技術的理由による競争の不存在 0

AIチップ物理設計・検証・ECO
ツールライセンス　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都世田谷区玉川二丁目２１番１号 日本シノプシス合同会社 R4.4.18 随意契約 70,711,383円
政府調達に関する協定（改正
協定）第１３条第１項（ｂ）

技術的理由による競争の不存在 0

Ｊｕｎｉｐｅｒ社製　本郷地区ハブサイ
トスイッチ　一式

情報システム部長 水上　順一 東京都港区虎ノ門4-1-1
伊藤忠テクノソリューションズ株
式会社

R4.4.19 公開見積合せ 9,680,000円

サンプルチェンジャー(U8 50試
料測定反応) 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 台東区浅草橋4-19-8
ミリオンテクノロジーズ・キャンベ
ラ株式会社

R4.4.20 随意契約 9,900,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第一号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

大規模共通ストレージシステム
（第１世代）　２０２２年　保守及び
運用・利用支援　一式

情報システム部長 水上　順一 東京都港区東新橋1-5-2 富士通株式会社 R4.4.20 一般競争 14,850,000円

東京大学附属図書館所蔵　和漢
書等遡及入力業務

東京大学附属図書館事務部長 　木下　聡 東京都文京区大塚３丁目１番１号 　株式会社図書館流通センター R4.4.22 公開見積合せ 495円

IR全固体レーザ　周辺装置 一式 柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 新宿区西早稲田２－１４－１ 株式会社日本レーザー R4.4.25 随意契約 8,947,400円
東京大学事務取扱規定第３２
条第1項1号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

サンユー電子製ＲＦスパッタ装置
一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 中央区晴海1-8-11 ヤマト科学株式会社 R4.4.26 公開見積合せ 6,985,000円

データ活用社会創生プラット
フォーム基盤システム　資源再配
分機能

情報システム部長 水上　順一 東京都港区東新橋1-5-2 富士通株式会社 R4.4.26 随意契約 14,828,000円
東京大学事務取扱規
定第３２条第１項１号

契約の性質又は目的
が競争を許さないため

0

加国Rockland Scientific
International社製乱流計測用鉛
直プロファイラー VMP-250-IR
一式

大気海洋研究所　事務長 斉藤　正己 東京都台東区蔵前２－１７－４ ＪＦＥアドバンテック株式会社 R4.4.27 随意契約 7,997,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

唯一の販売代理店であるため 0

データ解析用計算機サーバーの
利用　一式

新領域創成科学研究科事務長 眞鍋　浩二 千葉県柏市柏の葉６丁目２番３号
一般社団法人柏の葉オーミクス
ゲート

R4.4.27 公開見積合せ 8,066,666円

高エネルギー超短パルスYb再生
増幅器　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
埼玉県さいたま市南区南浦和一丁目２
番１７号

フォトテクニカ株式会社 R4.4.27
特定調達（最低価格
落札方式）

25,498,000円
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定位放射線手術向け治療用放
射線源　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都文京区本駒込二丁目２８番４５
号

公益社団法人日本アイソトープ
協会

R4.4.27
特定調達（総合評価
落札方式）

73,190,700円

レクセルガンマナイフコバルト60
線源交換作業　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都港区芝浦三丁目９番１号 エレクタ株式会社 R4.4.27
特定調達（総合評価
落札方式）

73,700,000円


