
所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

Veeco社製ALD装置アップグ
レードキット　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
神奈川県横浜市新横浜三丁目１９番５
号新横浜第二センタービル12階

株式会社ハイテック・システムズ R4.5.9 随意契約 8,976,000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 0

日立パワーソリューションズ製　X
線照射装置　一式

医科学研究所事務部長 上原　功 東京都墨田区緑一丁目８番９号 株式会社バイオテック・ラボ R4.5.9 一般競争 14,960,000円

フェムト秒レーザー　一式 柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美
埼玉県さいたま市南区南浦和１－２－
１７

フォトテクニカ株式会社 R4.5.9 一般競争 17,587,350円

超高純度硫酸ガドリニウム５．０ト
ン

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美
福岡県大牟田市大字唐船２０８１－３９
８

日本イットリウム株式会社 R4.5.9 一般競争 85,800,000円

スーパーカミオカンデデータ収
集システム　　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康

①神奈川県川崎市中原区上小田中四
丁目１番１号

②東京都千代田区丸の内三丁目４番
１号

①富士通株式会社

②株式会社ＪＥＣＣ
R4.5.10

特定調達（総合評価
落札方式）

1,655,500円／月

三者契約
単価契約
調達予定総額 99,330 000
円

「特定用途向けSOTB65ナノメー
トルCMOS半導体チップ」　20個

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都渋谷区桜丘町３１番１１号 日本システムウエア株式会社 R4.5.10
特定調達（最低価格
落札方式）

4,235,000円／個
単価契約
調達予定総額 84,700,000
円

東京大学（本郷）２次変電設備定
期点検業務

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都港区芝浦四丁目１３番２３号 一般財団法人関東電気保安協会 R4.5.11
特定調達（最低価格
落札方式）

109,450,000円

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ２　Ｓ遺伝子組換
え麻疹ウイルスＭａｓｔｅｒ　Ｖｉｒｕｓ
Ｂａｎｋ（ＭＶ－ＣｏＶ２Ｓ）の品質試
験

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都中央区日本橋本町三丁目２番
１０号

岩井化学薬品株式会社 R4.5.12 随意契約 12,845,250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 0

東京大学総合研究博物館・
TeNQ分室／サイエンスエリア管
理業務

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区後楽一丁目3番61号
株式会社東京ドームファシリ
ティーズ

R4.5.16 随意契約 5,132,733円
東京大学契約事務取扱規程
第32条第1項第一号

東京ドーム宇宙ミュージアムTeNQの施設管理者である
株式会社東京ドームは、同施設を含めた東京ドームシ
ティ全体の管理業者として株式会社東京ドームファシリ
ティーズを指定しており、他社に管理業務を委託すること
は不可能であるため。

0

KRUSS社 スピニングドロップ
式界面張力計 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 福岡市東区馬出6-14-17 株式会社新興精機 R4.5.16 公開見積合せ 6,850,000円

博士後期課程学生支援プロジェ
クト「グリーントランスフォーメー
ション(GX)を先導する高度人材
育成（SPRING GX）」開催 「基幹
プログラム」 運営支援およびアー
カイブ動画制作業務　一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二
東京都渋谷区神山町５－３並木ビル３
Ｆ

株式会社ディレクションズ R4.5.16 一般競争 10,560,000円

中赤外波長可変パルスレーザー
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都新宿区西早稲田二丁目１４番１号株式会社日本レーザー R4.5.17
特定調達（最低価格
落札方式）

20,823,550円
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本学契約者名
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がん全ゲノムデータ管理業務支
援　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都千代田区丸の内一丁目６番６
号

株式会社日立製作所 R4.5.17
特定調達（最低価格
落札方式）

30,427,650円

リアルタイムオシロスコープ　一
式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都台東区上野五丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R4.5.17
特定調達（最低価格
落札方式）

30,999,980円

次世代ワイヤレス通信システム評
価用ハイパフォーマンスコン
ピュータシステム　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都港区海岸三丁目９番１５号 ＨＰＣシステムズ株式会社 R4.5.19 随意契約 8,085,000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 0

独国HighFinesse社製 WS7-
60(Standard) CW・パルス高精度
波長計 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸
東京都府中市府中町1-14-1
朝日生命府中ビル２F

トプティカフォトニクス株式会社 R4.5.20 随意契約 6,160,000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

リトアニア国 Light Conversion社
製 Ybフェムト秒再生増幅器
PH10/W00SC200　１台

ニューロインテリジェンス国際研
究機構事務長

近　泰子 埼玉県さいたま市南区南浦和1-2-17 フォトテクニカ株式会社 R4.5.20 随意契約 8,846,970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

ＢＭＧ　ＬＡＢＴＥＣＨ社製　マル
チプレートリーダー　ＣＬＡＲＩＯｓｔ
ａｒ　ｐｌｕｓ　Ｆ－１５Ｔ　及び専用
フィルター　一式

定量生命科学研究所　事務長 平井　秀明 埼玉県さいたま市大宮区下町1-6-2
ＢＭＧ　ＬＡＢＴＥＣＨ　ＪＡＰＡＮ
Ｌｔｄ．

R4.5.23 公開見積合せ 8,122,400円

独国TOPTICA Photonics AG社
製 DLC DL PRO(HP 420, HP
461, 1092)  三式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸
東京都府中市府中町1-14-1
朝日生命府中ビル２F

トプティカフォトニクス株式会社 R4.5.23 随意契約 11,528,000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

日本分光(株)製 高速液体クロマ
トグラフシステム EXTREMA　一
式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都八王子市石川町２９６７－５ 日本分光株式会社 R4.5.24 随意契約 6,599,230円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

本物品は製造元である日本分光㈱が、他の販売代理店
等を通さず直接販売を行っているため。

0

単結晶構造解析装置　検出器更
新（ＨｙＰｉｘ－６０００ＨＥ）一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 昭島市松原町３－９－１２ 株式会社リガク R4.5.24 随意契約 9,900,000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

TOEFL iBTテストバウチャー利
用契約

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都千代田区九段南四丁目７番２４
号トゥーラント８８ビル　４階

ETS　Japan合同会社 R4.5.25 随意契約 245USD／個
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第一号

TOEFL iBTテストバウチャーについては、ETS Japan合
同会社が国内で唯一Educational Testing Service(ETS)
から承認を受け、販売しているため。

0
単価契約
調達予定総額9,709,500円

3He冷凍機インサートシステム 新領域創成科学研究科　事務長 眞鍋　浩二 品川区東品川3-32-42
オックスフォード・インストゥルメン
ツ株式会社

R4.5.25 随意契約 8,217,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

日本における唯一の総代理店であり、直接販売を行って
いるため

0

６ｅＶ連続波半導体レーザー装置
一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 府中市府中町１－１４－１ トプティカフォトニクス株式会社 R4.5.27 一般競争 26,059,000円

ＫＡＧＲＡデジタル制御システム
一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 台東区柳橋２－１－１０ ビジュアルテクノロジー株式会社 R4.5.30 公開見積合せ 8,850,600円

ハイパーカミオカンデ純水装置
整備のための事前調査業務　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 R4.5.30 一般競争 14,080,000円

クライオ電子顕微鏡等保守業務
一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 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 R4.5.30 一般競争 63,167,456円


