
所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

独国Nano Temper Technologies社
製 微量生体分子間相結合能解析
装置 Monolith Nt.115Pico賃貸借
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 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 R3.4.1 公開見積合せ 5,834,400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 生田目　金雄 東京都文京区本郷3-44-2 理科研株式会社 R3.4.1 公開見積合せ 5,841,000円

バイオバンク・ジャパン　臨床情
報解析システム保守業務　一式

東京大学医科学研究所事務部
長

松井正一 東京都港区新橋二丁目２０番１５号 株式会社４ＤＩＮ R3.4.1 随意契約 5,940,000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

ＥＬＳＡ　ドームスクリーン　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区芝3-42-10　三田UTビル 株式会社エルザジャパン R3.4.1 随意契約 6,007,408円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

直接販売をとっているため 0

東京大学化学物質・高圧ガス管
理システム運用保守業務　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷四丁目３７番１７号 foo.log株式会社 R3.4.1 随意契約 6,600,000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

検見川キャンパス地区施設等の
運営費管理

本部　財務部長 佐藤　哲康 千葉県安房郡鋸南町大六１０３２ 株式会社R.project R3.4.1 随意契約 67,000,000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

ＡＭＥＤ横断検索システム連携Ａ
ＰＩサーバ保守業務　一式

東京大学医科学研究所事務部
長

松井正一
東京都千代田区東神田二丁目１０番１７
号

株式会社システムインフィニティ R3.4.1 公開見積合せ 6,667,980円

バイオバンク・ジャパン　検索用
カタログデータベースシステム保
守業務　一式

東京大学医科学研究所事務部
長

松井正一
東京都千代田区東神田二丁目１０番１７
号

株式会社システムインフィニティ R3.4.1 公開見積合せ 8,200,896円

医師主導治験「完全切除された
非小細胞肺がんに対する術後補
助化学治療後のＳ－５８８４１０に
よるペプチドワクチン維持療法の
第２相試験」モニタリング業務
一式

東京大学医科学研究所事務部
長

松井正一 東京都文京区小石川一丁目４番１号 エイツーヘルスケア株式会社 R3.4.1 随意契約 8,999,980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

バイオバンク・ジャパン　統合臨
床データベースおよびデータ管
理バンクの運用業務　一式

東京大学医科学研究所事務部
長

松井正一
東京都千代田区東神田二丁目１０番１７
号

株式会社システムインフィニティ R3.4.1 公開見積合せ 9,200,400円

電子線描画装置Ｆ７０００Ｓ保守　一
式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区丸の内一丁目６番２号 株式会社アドバンテスト R3.4.1 随意契約 9,735,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

仕様を満たす唯一の業者のため 0

独国TOPTICA Photonics AG社
製 外部共振器半導体レーザー
システム DLC DL-SHG
pro(DLC BE IONIZATION) 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都府中市宮西町2-9-5 トプティカフォトニクス株式会社 R3.4.1 随意契約 9,790,000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

バイオバンク・ジャパン　データ
ベースマネジメント業務　一式

東京大学医科学研究所事務部
長

松井正一
東京都千代田区東神田二丁目１０番１７
号

株式会社システムインフィニティ R3.4.1 一般競争 10,084,800円
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国立大学病院医療情報システム
データ遠隔バックアップシステム
保守（千葉大学医学部附属病院
他 2大学病院） 一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都中央区佃2-1-6
キャノンメディカルシステムズ株
式会社

R3.4.1 随意契約 10,929,600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

一酸化炭素レーザー 生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都品川区西五反田二丁目２６番９号 サンインスツルメント株式会社 R3.4.1 随意契約 11,549,769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

ウイルス療法の臨床開発に伴う
臨床試験に関する臨床研究コー
ディネーター業務　一式

東京大学医科学研究所事務部
長

松井正一 東京都新宿区津久戸町１番８号 株式会社ＥＰ綜合 R3.4.1 随意契約 11,880,000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

バイオバンク・ジャパン　システム
管理業務　一式

東京大学医科学研究所事務部
長

松井正一
東京都千代田区東神田二丁目１０番１７
号

株式会社システムインフィニティ R3.4.1 一般競争 13,200,000円

磁気共鳴断層撮影装置
「MAGNETOM Prisma」保守業務
一式

教養学部等事務部　事務部長 小寺　孝幸 東京都品川区大崎１丁目１１番１号
シーメンスヘルスケア株式会社
東京営業所

R3.4.1 随意契約 21,593,000円
東京大学契約事務取 扱規則
第３２条第一 項

 契約の性質又は目的が競争を許 さない場合

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 R3.4.1 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

Vero細胞のマスターセルバンク
(MCB)製造および品質試験

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都中央区日本橋三丁目２番１０号 岩井化学薬品株式会社 R3.4.1 随意契約 41,030,000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

乗用自動車の雇上げ　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康

東京都中央区築地七丁目１０番２号
東京都新宿区百人町二丁目１８番１２号
東京都中野区弥生町五丁目６番６号
東京都中央区日本橋本町四丁目１５番１
１号
千葉県柏市花野井９０９番地の３

イーエム無線協同組合
東京無線協同組合
東京都個人タクシー協同組合
東京四社営業委員会
柏地区タクシー運営委員会

R3.4.1 随意契約 規定料金による
東京大学契約事務取扱規程
第32条第1項第一号

競争性がない、または法律による届け出により本件を競
争に付す合理性がないため

0

米国モンタナ・インスツルメンツ社製
０．７Ｔ 電磁石光学モジュール　一
式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都豊島区高松一丁目１１番１６号 日本カンタム・デザイン株式会社 R3.4.2 随意契約 5,291,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

日本国内の総代理店で直接販売のため 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
大崎ブライトコア

オリックス・レンテック株式会社 R3.4.2 公開見積合せ 7,756,100円

独国ＰｈｙｓｉｋＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔｅ社製モー
タピエゾ併用型三軸粗微動マニピュ
レーションシステム　２式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都立川市曙町二丁目38番5号 ピーアイ・ジャパン株式会社 R3.4.2 随意契約 9,988,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

日本国内の総代理店で直接販売のため 0

リチウム電池　2,400本 本部　財務部長 佐藤　哲康 埼玉県川越市霞ヶ関北二丁目１７番地３ 海洋電子株式会社 R3.4.5
特定調達（最低価格
落札方式）

9,416円
単価契約・１本あたり
総額22,598,400円

高精度組成解析用飛行時間型
質量分析装置　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目
９番地

ブルカージャパン株式会社 R3.4.5
特定調達（最低価格
落札方式）

22,542,300円

独国SHF Communication
Technologies 社製　信号発生源
SHF 12126A

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都港区東麻布一丁目３番８号 ＳＨＦ　Ｊａｐａｎ株式会社 R3.4.9 随意契約 6,578,000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
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英国オックスフォード・インストゥルメ
ンツ社製超電導マグネット用Ｈｅ３冷
凍機インサート　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都品川区東品川３－３２－４２　ＩＳビ
ル

オックスフォード・インストゥルメンツ
株式会社

R3.4.12 随意契約 9,504,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

日本国内の総代理店で直接販売のため 0

シンクランド㈱製　レーザ加工品
形態測定システム　LPM-0001
一式

理学系研究科等・事務部長 生田目　金雄 神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1 シンクランド㈱ R3.4.12 随意契約 12,320,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

製造元であるシンクランド株式会社が、他の代理店等を
通さず直接販売を行っているため。

0

セルソーター　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都板橋区大谷口北町９０番３号 株式会社エキシジェン R3.4.14
特定調達（最低価格
落札方式）

21,450,000円

株式会社アウトソーシングテクノロ
ジー製　ＥＢ電源　ＨＰＳ－１０００Ｆ－
ＯＳＴ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
株式会社アウトソーシングテクノロ
ジー

R3.4.15 随意契約 5,500,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

製造メーカーによる直接販売のみのため 0

スイス国ＭＥＴＴＬＥＲ　ＴＯＬＥＤ
Ｏ社製　液体窒素冷却タイプ示
差走査熱量測定装置　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目　金雄 東京都台東区池之端2-9-7 メトラー・トレド㈱ R3.4.16 公開見積合せ 5,500,000円

HPCシステムズ株式会社製　ハ
イパフォーマンス・コンピュータ
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 R3.4.16 随意契約 7,975,000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

株式会社鈴木商館製　ＳＳＰＤ用冷
凍機クライオスタットシステム　ＣＲ００
４ＤＬ－ＤＶ－ＳＨ９－２－Ｓ－ＳＣ１２
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都足立区椿二丁目７番１１号
株式会社鈴木商館　営業本部
北関東支店　東京営業所

R3.4.16 随意契約 8,300,600円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

製造メーカーによる直接販売のみのため 0

波形生成器　２１台
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都台東区上野五丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R3.4.20 公開見積合せ 8,944,089円

通信波長帯高量子効率フォトダイ
オード　６０個

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都文京区湯島三丁目１３番８号 光貿易株式会社 R3.4.20 公開見積合せ 9,900,000円

アフリカミドリザルの飼育管理業
務　一式

東京大学医科学研究所事務部
長

松井正一
2000 Ninth Avenue South Birmingham,
Alabama 35205, US

Southern Research Institute R3.4.20 随意契約 211,000USD
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

墺国アントンパール社製動的粘弾
性測定装置　レオメーター　ＭＣＲ３
０２ｅＴＹ　システム　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都墨田区堤通一丁目１９番９号リ
バーサイド隅田１３階

株式会社アントンパール・ジャパン R3.4.23 随意契約 8,250,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

日本国内の総代理店で直接販売のため 0

次世代シーケンサー　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５番１号 三菱HCキャピタル株式会社 R3.4.26
特定調達（最低価格
落札方式）

927,300円
単価契約･月額
総額55,638,000円

生体高分子三次元構造解析スク
リーニングクライオ電子顕微鏡シ
ステム　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５番１号 三菱HCキャピタル株式会社 R3.4.26
特定調達（最低価格
落札方式）

4,842,200円
単価契約･月額
総額406,744,800円

8CH電位差計測装置　3式 地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都稲城市向陽台5-9 株式会社NTシステムデザイン R3.4.26 公開見積合せ 7,099,818円

データ活用社会創生プラット
フォーム基盤システム　プロジェ
クト運用ポータル追加機能

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 R3.4.26 随意契約 14,775,200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
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契約金額
（税込）

高エネルギーフェムト秒パルス
レーザー及び光パラメトリック増
幅器　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区九段北四丁目１番２８号 スペクトラ・フィジックス株式会社 R3.4.26
特定調達（最低価格
落札方式）

42,880,200円

超伝導デバイス評価用冷凍機シ
ステム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 大阪府高石市羽衣５丁目１６番８号 仁木工芸株式会社 R3.4.26
特定調達（最低価格
落札方式）

43,560,000円

ＬａｂＶＩＥＷソフトウェア保守　一
式

情報システム部長 水上　順一 東京都港区芝大門1-9-9
日本ナショナルインスツルメンツ
株式会社

R3.4.27 随意契約 6,720,615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

デスクトップX線回折装置
MiniFlex600/DT/

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目１４番４号 株式会社リガク　東京支店 R3.4.28 随意契約 5,104,000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

自己免疫疾患に関連する自己
抗体の測定作業

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 香川県丸亀市中津町1676番地 株式会伏見製薬所 R3.4.30 随意契約 46,200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
単価契約
予定数量400

多チャンネルアクティブ電極脳波
データ取得システム　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 東京都千代田区岩本町一丁目６番３号 株式会社フィジオテック R3.4.30 一般競争 12,727,000円

スパッタ装置セレクティブスパッタ
装置(ECO-230S)拡張

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都千代田区鍛治町2-10-7 株式会社エイコー R3.5.6 随意契約 7,997,000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TOPTICA Photonics社製 ス
タンドアローン型第２高調波
(SHG)発生器SYST SHG PRO 一
式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都府中市宮西町2-9-5 トプティカフォトニクス株式会社 R3.5.6 随意契約 8,470,000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

日本分光株式会社製円二色性
分散計　Ｊ－１５００　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都八王子市石川町２９６７番地の５ 日本分光株式会社 R3.5.6 随意契約 12,996,500円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

製造元が直接販売のみの販売体制をとってい
るため

0

エッペンドルフ社製インキュベー
ターシェーカー　3台

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都文京区向丘1-9-22 株式会社藤本理化 R3.5.11 公開見積合せ 8,602,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第５号

ＴＥＭその場変形ホルダー一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 福岡県福岡市西区石丸２丁目１１番３６号 株式会社メルビル R3.5.12 随意契約 5,500,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

仕様を満たす唯一の業者のため 0

ヒト用磁気シールドルーム・パー
マロイ層　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 三重県桑名郡木曽岬大字和富７番地３ 石田鉄工株式会社 R3.5.12 随意契約 10,593,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

仕様を満たす唯一の業者のため 0

フルラップ試験体の圧力サイクル
試験

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 北海道室蘭市茶津張4番地 日本製鋼所M＆E株式会社 R3.5.14 随意契約 6,600,000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

（株）東陽テクニカ製ＦＣＥ１０－Ｆ
／Ｋ　強誘電体特性評価システ
ム　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都中央区八重洲一丁目１番６ 株式会社東陽テクニカ R3.5.14 随意契約 9,926,400円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

製造元が直接販売のみの販売体制をとってい
るため

0

株式会社美和製作所製下置き
型ガス循環精製装置付きパージ
式グローブボックス　二式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 大坂府茨木市畑田町１１番５０号 株式会社美和製作所 R3.5.17 随意契約 14,156,997円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

製造元が直接販売のみの販売体制をとってい
るため

0
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日本分光株式会社製レーザラマ
ン分光光度計　ＮＲＳ－４５００
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都八王子市石川町２９６７番地の５ 日本分光株式会社 R3.5.18 随意契約 8,994,700円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

製造元が直接販売のみの販売体制をとってい
るため

0

瑞国Ｚｕｒｉｃｈ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製
６００ＭＨｚロックインアンプ　ＵＨ
ＦＬＩ－Ｈ－ＢＸ／ＭＦ－３３１　一
台

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都台東区上野五丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R3.5.19 公開見積合せ 9,383,000円

英国スペクトリス社製　粒子径・
ゼータ電位測定装置Ｚｅｔａｓｉｚｅｒ
Ａｄｖａｎｃｅ　Ｓｅｒｉｅｓ－ｕｌｔｒａ　ＺＳ
Ｕ３３０５他　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R3.5.19 一般競争 11,000,000円

デジタル一般X線撮影システム
一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都港区西麻布2-26-30
富士フイルムメディカル株式会社
東京支社

R3.5.19 一般競争 14,960,000円

低圧プラズマドライエッチング装
置　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
京都府京都市伏見区竹田藁屋町３６番
地

サムコ株式会社 R3.5.19
特定調達（最低価格
落札方式）

69,960,000円

東洋システム株式会社製充放電
評価装置　ＴＯＳＣＡＴ－３１００
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 福島県いわき市常磐西郷町銭田１０６－１ 東洋システム株式会社 R3.5.20 随意契約 8,965,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

製造元が直接販売のみの販売体制をとってい
るため

0

米国データサイエンス社製　実
験動物用呼吸・肺機能評価シス
テム　ＦｉｎｅＰｏｉｎｔｅ　ＷＢＰ　追加
コントローラー　マウス用チャン
バー　一式

東京大学医科学研究所事務部
長

松井正一 東京都文京区湯島四丁目６番１２号 株式会社和科盛商会 R3.5.21 公開見積合せ 7,689,000円

アルバック九州株式会社製万能
型排気ユニット　ＳＫ２０－０００３０
Ｂ／ＱＫ２２１１　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区港南二丁目３番１３号 アルバック販売株式会社 R3.5.21 随意契約 14,850,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

製造元が国内における販売組織を販売株式
会社に移管しており、直接販売のみの体制を
とっているため

0

独国BrainProducts社製 高密度
アクティブ脳波システム
actiCHamp Plus 160 System with
actiCAP BP-100-2541S 1台

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都千代田区岩本町1-6-3 株式会社フィジオテック R3.5.24 随意契約 8,589,900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

ネットワーク仮想化ソフトウェア
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 茨城県つくば市筑穂１丁目１１番８号 ヤトロ電子株式会社 R3.5.24 公開見積合せ 9,412,480円

米国テクトロニクス社製　任意波
形ジェネレータ　ＡＷＧ５２０８　一
式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都台東区上野五丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R3.5.26 公開見積合せ 6,200,700円

英国Ｄｅｂｅｎ社製日立ＴＭ４０００
型卓上顕微鏡用引張試験機ＭＴ
１０００　１台

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都台東区東上野四丁目２４番１１号
ＮＢＦ上野ビル９階

アドバンテック東洋株式会社東
京営業所

R3.5.26 公開見積合せ 7,345,800円

ネオアーク株式会社製　マスクレ
ス露光装置ＰＡＬＥＴ　ＤＤＢ－７０
１－ＤＬ１０－ＮＤＴＵＡ　一台

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都台東区上野五丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R3.5.26 公開見積合せ 8,910,000円

プロテオームサンプル調製・標準
ＤＩＡプロテオーム解析  一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都文京区根津2-23-10 大成理化工業株式会社 R3.5.27 公開見積合せ 9,680,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第５号

0

2021年度交流最適潮流計算プ
ログラムおよびPV 出力の系統抑
制特性の評価手法開発業務　一
式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都中央区築地四丁目６番４号
株式会社J-POWERビジネスサー
ビス

R3.5.27 一般競争 14,476,000円
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格子光シート顕微鏡システム　一
式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R3.5.27
特定調達（最低価格
落札方式）

80,109,700円

米国Ｖｅｅｃｏ／ＡＬＤ社製ＡＬＤ装
置Ｓａｖａｎｎａｈ　Ｓ１００アップグ
レード　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１
９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 R3.5.28 随意契約 6,050,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

日本国内の総代理店で直接販売のため 0

伊国Quanta System社製　パルス
ホルミウムヤグレーザ　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都文京区小石川4-17-15 株式会社イノメディックス R3.5.28 公開見積合せ 8,800,000円

東京大学生産技術研究所・放射
線同位元素実験室（Ｅ、Ｆ棟東
側、使用施設）の廃止に伴う汚染
検査、除染、撤去作業等　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都港区芝四丁目４番１４号
大和アトミックエンジニアリング株
式五社

R3.5.28 一般競争 14,740,000円

東京大学　自費介護サービス業
務委託

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都江東区住吉1-14-11　宮本ﾋﾞﾙ1Ｆ グッドワン　株式会社 R3.5.28 随意契約 26,142円／1回
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
単価契約
調達予定調達総額
5,253,210円

株式会社島津製作所製タンパク
質精製解析システム　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都文京区向丘一丁目９番２２号 株式会社藤本理化 R3.5.31 公開見積合せ 6,600,000円

単結晶X線構造解析装置 一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
愛知県名古屋市中区新栄一丁目３３番１
号

理科研株式会社 R3.6.1
特定調達（最低価格
落札方式）

39,996,000円

高温ブリッジマン炉　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都多摩市貝取一丁目６０番５号 株式会社テクノサーチ R3.6.2 一般競争 12,826,000円

誘電体多層膜ミラー　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区六本木六丁目１０番１号 セブンシックス株式会社 R3.6.2 一般競争 14,960,000円

東京大学大規模オンライン授業
用Web会議システムライセンス
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都大田区中馬込一丁目３番６号 リコージャパン株式会社 R3.6.2
特定調達（最低価格
落札方式）

21,389,060円

PLD多層材料積層装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
大阪府大阪市阿倍野区昭和町一丁目１
６番４号

株式会社パスカル R3.6.2
特定調達（最低価格
落札方式）

38,445,000円

超高純度硫酸ガドリニウム（８水
和物）5トン

本部　財務部長 佐藤　哲康 富山県富山市問屋町三丁目１番３３号 並木薬品株式会社 R3.6.2
特定調達（最低価格
落札方式）

96,250,000円

自動散布車両製作のためのク
ローラ台車　１台

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 北海道江別市工栄町１０番地６
ヤンマーアグリジャパン株式会社
北海道支社

R3.6.3 一般競争 14,927,000円

東京大学アタカマ天文台　中間
赤外線観測用ガイダー・波面測
定装置　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄
京都府京都市左京区岩倉南大鷺町17-
203

有限責任事業組合京都虹光房 R3.6.3 一般競争 14,995,600円

CNS実験準備棟 AC-5‣AC-6 3F
系統 空調設備賃貸借

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都港区港南1-2-70 NTT・TCリース株式会社 R3.6.4 公開見積合せ 6,930,000円
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FUJIFILM Visualsonics社製
Vevo3100LTB用　機能拡張パッ
ケージ　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷七丁目３番１号 ケミカルサービス東京株式会社 R3.6.4 一般競争 13,957,715円

米国１０ｘ　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ社製　Ｃｈｒ
ｏｍｉｕｍ　Ｎｅｘｔ　Ｇｅｍ解析用試
薬キット等　一式

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄 東京都文京区本郷3-44-2 理科研株式会社 R3.6.9 公開見積合せ 6,740,030円

ネットワークスイッチ一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市磯子区東町６番１８号横
浜市西区みなとみらい２丁目３番３号

株式会社日立情報通信エンジニ
アリング

R3.6.9 公開見積合せ 9,798,800円

日立ハイテク製　イオンミリング装
置　冷温付ＩＭ４０００Ｐｌｕｓ（２０１６
年デモ機）　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都港区虎ノ門1-17-1 株式会社日立ハイテク R3.6.10 公開見積合せ 5,335,000円 0

東京大学数理科学研究科 無線
LANアクセスポイント 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都台東区浅草橋1-22-16
エイチ・シー・ネットワークス株式
会社

R3.6.10 公開見積合せ 6,263,400円 三者契約

東京大学数理科学研究科 無線
LANアクセスポイント 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都千代田区丸の内3-4-1 株式会社JECC R3.6.10 公開見積合せ 6,263,400円 三者契約

東京大学アタカマ天文台６．５ｍ
望遠鏡　副鏡５軸高速駆動機構
アクチュエータ予備部品　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都立川市曙町2-38-5 ピーアイ・ジャパン株式会社 R3.6.10 随意契約 6,702,300円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第一号

本物品は、独国Physik Instrumente社が製造元であり、
独国Physik Instrumente社の100％出資の子会社である
ピーアイ・ジャパン株式会社 が、同社が製造する製品に
ついて他の販売代理店を介さずに直接に販売を行って
いる日本国内の唯一の代理店であるため。

0

共振器ミラー　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都墨田区緑一丁目１９番９号 シグマ光機株式会社 R3.6.11 公開見積合せ 7,078,258円

SARS-CoV-2ワクチン接種前後
の抗体価の解析に用いる抗体検
査キット一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都文京区本郷七丁目３番１号
東京大学本郷キャンパスプレハブ研究棟
A棟

ケミカルサービス東京株式会社 R3.6.11 一般競争 704,330円／箱
単価契約
予定調達総額13,017,840
円

SARS-CoV-2ワクチン接種前後
の抗体価の解析に用いる抗体検
査キット　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都文京区本郷七丁目３番１号東京
大学プレハブ研究A棟

ケミカルサービス東京株式会社 R3.6.11 一般競争
物品①：704,330円
物品②：114,950円
物品③：  11,880円

単価契約
総額13,017,840円

顧問税理士業務委託 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都品川区西中延３丁目９番１６号 大内公認会計士事務所 R3.6.14 公開見積合せ 4,554,000円

無人航空機のペネトレーションテ
スト業務（オープンソース）　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都千代田区神田駿河台二丁目５番
１号
御茶ノ水ファーストビル５階

株式会社サイバーディフェンス研
究所

R3.6.14 随意契約 14,960,000円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第一号

仕様を満たす唯一の業者のため 0

ゲノム医療実現のための大規模
データ解析システム一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 株式会社日立製作所 R3.6.14
特定調達（最低価格
落札方式）

114,840,000円

無停電電源装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区神田練塀町３番地 東京センチュリー株式会社 R3.6.14
特定調達（最低価格
落札方式）

月額381,700円
単価契約・月額

総額45,790,835円
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米国キーサイト・テクノロジー社
製　校正高速受光器　Ｎ４３７７Ａ
－Ｓ４０　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都台東区上野五丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R3.6.16 公開見積合せ 6,743,000円

詳細非弾性解析機能の検証　一
式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号
伊藤忠テクノソリューションズ株
式会社

R3.6.16 随意契約 7,986,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

仕様を満たす唯一の業者のため 0

次世代シークエンサー用DNA
シークエンス試薬キット　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
愛知県名古屋市中区新栄一丁目33番1
号

理科研株式会社 R3.6.16 公開見積合せ 8,983,260円

患者超音波シミュレータシステム
一式　米国 3D Systems社製
US/Mentor　KAD-2　11410-000

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都文京区本郷三丁目２６番６号
NREG本郷三丁目ビル２階 株式会社京都科学　東京支店 R3.6.16 一般競争 13,305,600円

論理設計・配置配線設計・物理
設計永久ライセンス保守　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 R3.6.16 随意契約 38,643,211円 改正協定第13条第1項（b） 排他的権利の保護 0

物理検証永久ライセンス保守
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
メンター・グラフィックス・ジャパン
株式会社

R3.6.16 随意契約 43,642,500円 改正協定第13条第1項（b） 排他的権利の保護 0

高速電子線描画装置スループッ
ト倍改造作業　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区丸の内１丁目６番２号 株式会社アドバンテスト R3.6.16 随意契約 105,600,000円 改正協定第13条第1項（b） 排他的権利の保護 0

スウェーデン国Ｏｌｉｎｋ　Ｐｒｏｔｅｏｍ
ｉｃｓ　ＡＢ社製　Ｆｌｕｉｄｉｇｍ　Ｄｙｎａ
ｍｉｃ　Ａｒｒａｙ　Ｃｈｉｐ　（９６．９６）
他　一式

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎
Uppsala Science Park Uppsala, SE-751
83 SWEDEN

Ｏｌｉｎｋ　Ｐｒｏｔｅｏｍｉｃｓ　ＡＢ R3.6.21 随意契約 US$92,048.00
契約事務取扱規程第３２条第
１項第３号

競争に付することが不利と認められたため 0

高速解析ストレージシステム 一
式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都港区三田3-12-15
住友電設株式会社情報通信シ
ステム事業部

R3.6.21 一般競争 14,935,800円

無停電電源装置および蓄電池
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 東芝インフラシステムズ株式会社 R3.6.21
特定調達（最低価格
落札方式）

32,670,000円

ＶＳＰ－３００　高性能電気化学測
定システム

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都中央区八重洲１丁目１番６号 株式会社東陽テクニカ R3.6.22 随意契約 5,744,640円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第一号

直販体制のみをとっているため 0

顕微近赤外レーザーアブレー
ションシステム 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都江東区新大橋1-12-13 アイリックス株式会社 R3.6.22 随意契約 5,999,400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

学内実験廃液専用のセンター指
定ポリ容器

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都中央区日本橋本町2-8-7 大同産業株式会社 R3.6.22 公開見積合せ 6,050,792円

全自動化学発光酵素免疫測定
装置　富士レビオ（株）製ルミパ
ルスG１２００　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 東邦薬品株式会社 R3.6.22 公開見積合せ 6,655,000円

全自動化学発光酵素免疫測定
装置　富士レビオ(株)製ルミパル
スG1200　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 東邦薬品株式会社 R3.6.22 公開見積合せ 6,655,000円
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フジ・インバック株式会社製　２０
０ｋＶイオン加速用高電圧電源他
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 神奈川県横浜市磯子区東町６番１８号 フジ・インバック株式会社 R3.6.22 随意契約 14,907,090円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第一号

製造元が直接販売のみの販売体制をとっているため 0

低損失ミラー　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都文京区音羽二丁目２番２号 株式会社ルミネックス R3.6.23 公開見積合せ 9,900,000円

ラマン分光用共焦点レーザー走
査顕微鏡　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目８番
５号

株式会社カーク R3.6.23
特定調達（最低価格
落札方式）

18,127,065円

集光型太陽光発電(CPV)装置
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 大阪大阪市中央区北浜四丁目５番３３号 住友電気工業株式会社 R3.6.23
特定調達（最低価格
落札方式）

22,000,000円

マイクロフォーカスＸ線ＣＴ装置
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区岩本町二丁目７番１１号 株式会社松見科学計測 R3.6.23
特定調達（最低価格
落札方式）

29,997,000円

AI拠点チップ設計環境の運用と
整備　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都立川市緑町７番地１
株式会社日立ソリューションズ・
テクノロジー

R3.6.23
特定調達（最低価格
落札方式）

48,317,500円

新型コロナワクチン職域接種運
営業務

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都港区芝大門二丁目３番６号大門
アーバニスト４０１

株式会社プランドゥ・ジャパン R3.6.23 随意契約 58,783,791円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第二号

緊急の必要により競争に付することができなかったため。 0

東京大学新型コロナウイルスワク
チン職域接種に関わる業務委託
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都港区芝大門二丁目３番６号大門
アーバニスト４０１

株式会社プランドゥ・ジャパン R3.6.23 随意契約 58,783,791円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第二号

緊急の必要により競争に付することができないため。 0

株式会社フォトロン製　分光ポラ
リメーター　Ｐｏｘｉ－ｓｐｅｃｔｒａ　モ
デルＰＸ－ＶＩＳ０２－ＴＨ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都千代田区神田神保町一丁目１０５
番地

株式会社フォトロン R3.6.24 公開見積合せ 5,454,900円

株式会社キーエンス社製デジタ
ルマイクロスコープＶＨＸ－８０００
他　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 大阪市東淀川区東中島一丁目３番１４号 株式会社キーエンス R3.6.24 公開見積合せ 7,879,740円

超伝導マグネット付き無冷媒クラ
イオスタット　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 大阪府高石市羽衣五丁目１６番８号 仁木工芸株式会社 R3.6.24
特定調達（最低価格
落札方式）

27,929,000円

スーパー神岡実験用電子計算
機システム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康

神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目
１番１号

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

富士通株式会社

株式会社JECC
R3.6.24

特定調達（総合評価
落札方式）

月額10,450,000円
単価契約・月額
総額627,000,000円

令和3年宮城県沖における海底
地震観測調査作業

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都台東区台東4-28-11 海洋エンジニアリング株式会社 R3.6.25 一般競争 13,112,000円

小型アーク溶解炉ＡＴＯ－ＤＳ－
１　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都足立区足立１丁目５番５号 アトーテック株式会社 R3.6.28 随意契約 6,490,000円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第一号

直接販売のみであるため 0

英国アンドール・テクノロジー社
製顕微鏡レーザー光刺激装置
MP-2206-EBD-JPN

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都千代田区鍛冶町一丁目8番６号 株式会社池田理化 R3.6.28 公開見積合せ 7,737,840円
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ベックマン・コールター社製　フロ
ア型超遠心機　Ｏｐｔｉｍａ　ＸＥ－
９０　一式

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄 東京都文京区向丘1-9-22 株式会社藤本理化 R3.6.30 公開見積合せ 7,073,000円

クライオ電子顕微鏡用制御シス
テム自動化アップグレード　一式

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎 東京都品川区東品川４丁目１２番２号 日本エフイー・アイ株式会社 R3.6.30 一般競争 14,960,000円

高感度高空間分解能二次イオン
質量分析計NanoSIMSの遠隔化
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都港区芝大門一丁目１番３０号 アメテック株式会社 R3.6.30 随意契約 49,995,000円 改正協定第13条第1項（b） 排他的権利の保護 0

米国キーサイト・テクノロジー社
製半導体デバイスアナライザ　Ｂ
１５００Ａ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都台東区上野５丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R3.7.2 公開見積合せ 5,962,000円

【５号館改修関係】ヤマト科学製
ドラフトチャンバー等移設作業
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
宮城県仙台市泉区市名坂字御釜田１４３
番４号

株式会社和泉テック R3.7.2 公開見積合せ 9,977,000円

【５号館改修関係】スポット型排気
設備　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R3.7.2 一般競争 14,850,000円

高出力ファイバーレーザー　三
式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都港区六本木六丁目１０番１号六本
木ヒルズ森タワー１７階

セブンシックス株式会社 R3.7.2
特定調達（最低価格
落札方式）

44,286,000

ヒトゲノム解析センターのコン
ピュータシステム等運用および
管理支援業務 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 R3.7.2
特定調達（最低価格
落札方式）

59,281,200

マウスを用いた遺伝子組換えエ
ンテロウイルスの生体内分布確
認試験－予備試験－他　一式

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄 茨城県古河市尾崎２６３８番地の２ ハムリー株式会社 R3.7.5 一般競争 14,899,500

【５号館改修関係】工学部５号館
３０１室実験設備　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都千代田区鍛冶町１－８－６　神田
ＫＳビル６階

株式会社チヨダサイエンス R3.7.6 公開見積合せ 8,746,320円

【５号館改修関係】ＩＣＰ発光分析
システム　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R3.7.6 一般競争 11,396,880円

ヘルシーエイジング妥当性研究
における検体（血液・尿）解析業
務　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都八王子市小宮町５１番地
合同会社Ｈ．Ｕ．グループ中央
研究所

R3.7.6 随意契約 12,966,250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

ポッケルスセルドライバ　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都足立区古千谷本町四丁目７番９
号

有限会社ブロードバンド R3.7.7 公開見積合せ 6,644,000円

ネットワーク脆弱性調査業務
一式

情報システム部長 水上　順一 東京都渋谷区代々木二丁目2-2 鉄道情報システム株式会社 R3.7.7 公開見積合せ 8,360,000

ＨＰＣＩ共用ストレージ東拠点シス
テムＨＤＤ増設　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 R3.7.7 公開見積合せ 8,690,000
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調達件名及び数量
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ＳＯＮＹ社製　セルソーター　ＳＨ
８００Ｓ　ＬＥ－ＳＨ８００ＳＤＰ　一
式

大学院医学系研究科・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 R3.7.7 一般競争 14,999,600

【５号館改修関係】実験用流し台
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都千代田区鍛冶町１－８－６　神田
ＫＳビル６階

株式会社チヨダサイエンス R3.7.8 公開見積合せ 8,696,985円

【５号館改修関係】ドラフトチャン
バー　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都千代田区鍛冶町１－８－６　神田
ＫＳビル６階

株式会社チヨダサイエンス R3.7.8 公開見積合せ 9,472,650円

米国キーサイト・テクノロジー社
製デバイス電流波形アナライザＣ
Ｘ３３２４Ａ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都台東区上野５丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R3.7.9 公開見積合せ 8,696,270円

【５号館改修関係】実験台　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R3.7.9 一般競争 11,307,670円

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄
物処理業務　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 北海道室蘭市仲町１４番地７
中間貯蔵・環境安全事業株式会
社

R3.7.9 随意契約 906,736,292

東京大学契約事務取扱規程
第32条第１項第一号
東京大学政府調達協定実施
規程第14条第1項第一号によ
る改正協定第13条第1項（b）

技術的理由による競争の不存在 0

日本電子株式会社製　凍結ミク
ロトーム　クリオスタット　５３２１０１
９４３　一式

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎 東京都品川区西大井１丁目６番３号 株式会社ニコンソリューションズ R3.7.13 公開見積合せ 6,162,750

屋外設置型ＰＳＡ式窒素発生装
置　コフロック株式会社製ＧＥＮＥ
－ＢＡＳＥ　ＮＥＣＰ－４－７．５－
０．６－１００００００

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都足立区椿２丁目７番１１号
株式会社鈴木商館　営業本部
北関東支店　東京営業所

R3.7.13 公開見積合せ 7,700,000円

【５号館改修関係】工学部５号館
共通機器室実験設備　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R3.7.13 公開見積合せ 8,012,455円

医用画像流通システムに関する
コーディング業務

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都新宿区四谷1丁目2　伊藤ビル5階 株式会社クリプタクト R3.7.13 随意契約 14,850,000
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

マウスを用いた遺伝子組換えエ
ンテロウイルスの反復投与毒性
試験（信頼性の基準）　一式

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄 茨城県古河市尾崎２６３８番地の２ ハムリー株式会社 R3.7.14 一般競争 12,991,000

ＩＣカード職員証製造 情報システム部長 水上　順一 東京都千代田区大手町2-3-1
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ株式会社

R3.7.15 随意契約 5,764,000
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

島津フーリエ変換赤外分光高度
計　一式　賃貸者

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都千代田区神田練塀町3 東京センチュリー㈱ R3.7.16 公開見積合せ 9,385,200
契約事務取扱規程第３２条
第１項第５号

キーエンス社製ワンショット３Ｄ形
状測定機　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 大阪市東淀川区東中島一丁目３番１４号 株式会社キーエンス R3.7.16 一般競争 10,428,000円

【５号館改修関係】アームフード
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都文京区本郷５－１－１３　ＫＳビル 幸和商事株式会社 R3.7.16 一般競争 14,300,000円
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東京ティーンコホートデータ管理
システム　新規構築　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 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

R3.7.16 一般競争 14,300,000

【５号館改修関係】湿式スクラ
バー　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都文京区本郷５－１－１３　ＫＳビル 幸和商事株式会社 R3.7.16 一般競争 14,949,000円

電子線描画装置（Ｆ５１１２－ＶＤ
０１）２０２１年度定期メンテナンス
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区丸の内１丁目６番２号 株式会社アドバンテスト R3.7.19 随意契約 9,913,667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

島津製作所社製 遠心フィールド
フローフラクショネーションユニッ
トFFF-C8030

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都文京区本郷七丁目３番１号 ケミカルサービス東京株式会社 R3.7.19 公開見積合せ 9,999,000円

ネットワークスイッチ　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目
３番３号

株式会社日立情報通信エンジニ
アリング

R3.7.20 公開見積合せ 9,212,500円

【５号館改修関係】工学部５号館
物理化学実験室実験設備　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区岩本町二丁目７番１１号 株式会社松見科学計測 R3.7.20 公開見積合せ 9,999,000円

【５号館改修関係】研究機器移設
作業　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R3.7.21 公開見積合せ 9,972,358円

『計算・データ・学習』融合スー
パーコンピュータシステム　デー
タ・学習ノード群増設　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 R3.7.21 一般競争 14,993,000

ゲノム医療実現のためのGPGPU
アクセラレーションサーバー 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 R3.7.21
特定調達（最低価格
落札方式）

25,300,000

国立大学法人東京大学会計監
査業務（令和３年度）

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 EY新日本有限責任監査法人 R3.7.25 随意契約 45,760,000
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 0

増設バックアップ装置一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区丸の内２丁目７番２号 ネットワンシステムズ株式会社 R3.7.26 公開見積合せ 7,854,000円

東京大学学位記表紙４，８６５部 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都港区芝２－５－１９ ヒューマンファクター株式会社 R3.7.27 随意契約 9,174,000
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 0

PHC株式会社製　超低温フリー
ザー　三台

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都千代田区鍛冶町１丁目８番６号 株式会社池田理化 R3.7.28 公開見積合せ 5,458,200

ＴＳＭＣ　２８ｎｍ　ＨＰＣ＋シャト
ル・追加ウェファ費用（一式　４
枚）

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目３
番１２号

アルチップ・テクノロジーズ株式
会社

R3.7.29 随意契約 5,719,560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

仏国Vilber-Lourmat社製　ケミル
ミイメージングシステム FUSION
FX7.EDGE

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都文京区湯島四丁目６番１２号 株式会社和科盛商会 R3.7.30 公開見積合せ 9,918,282円



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由

備考契約年月日 契約方式
再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）

大学病院医療情報ネットワーク
用コンピュータシステム一式

本部　財務部長 佐藤　哲康

①東京都千代田区丸の内一丁目６番６
号
②東京都千代田区丸の内一丁目５番１
号

①株式会社日立製作所
②三菱HCキャピタル株式会社

R3.7.30
特定調達（最低価格
落札方式）

11,038,852

原子間力顕微鏡　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都千代田区神田錦町一丁目１７番
地１

パーク・システムズ・ジャパン株式
会社

R3.7.30
特定調達（最低価格
落札方式）

19,206,000

STED超解像顕微鏡システム　一
式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都豊島区高松一丁目１１番１６号 日本カンタム・デザイン株式会社 R3.7.30
特定調達（最低価格
落札方式）

119,996,800

高速液体クロマトグラフ高分解能
型質量分析装置 賃貸借　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５番１号 三菱HCキャピタル株式会社 R3.7.30
特定調達（最低価格
落札方式）

月額1,199,990円
単価契約
総額35,999,700円

特殊ＲＩ廃棄物廃棄
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都文京区本駒込２丁目２８番４５号
公益社団法人日本アイソトープ
協会

R3.8.2 随意契約 9,592,440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

走査電子顕微鏡システム　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区大手町２丁目１番１号 日本電子株式会社東京支店 R3.8.12 公開見積合せ 9,900,000円

株式会社リガク製　試料水平型Ｘ
線回折装置　ＳｍａｒｔＬａｂ用　極
図形測定・薄膜試料評価測定
パッケージ　　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目１４番４号 株式会社リガク　東京支店 R3.8.12 随意契約 7,040,000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

学術書誌情報データの一括購
入

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
オランダ王国、1043 NX アムステルダム、
ラーダヴェヒ29

エルゼビア・ビー・ブイ R3.8.16 随意契約 14,000,000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

（株）島津製作所製ガスクロマトグ
ラフ分析装置　ＧＣ－２０３０　ＡＦ
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区岩本町二丁目７番１１号 株式会社松見科学計測 R3.8.18 公開見積合せ 5,830,000円

ＧＰＵ高集積ワークステーション
他　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
宮城県仙台市青葉区国分町３丁目４番３
３号

株式会社ジーデップ・アドバンス R3.8.18 一般競争 13,199,890円

磁性計算用ＧＰＵシステム　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区海岸三丁目９番１５号 ＨＰＣシステムズ株式会社 R3.8.18 公開見積合せ 8,998,000円

電子構造解析システム　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区海岸三丁目９番１５号 ＨＰＣシステムズ株式会社 R3.8.18 公開見積合せ 8,778,000円

米国Ｈｏｌｚｗｏｒｔｈ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａ
ｔｉｏｎ社製　Ｍｕｌｔｉ－Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｒ
Ｆ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｚｅｒｓ　ＨＳ９００４Ｂ
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都世田谷区経堂五丁目２０番１６号 株式会社アムテックス R3.8.19 随意契約 5,390,000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

米国カンタム・デザイン社製　試
料振動型磁力計（ＶＳＭ）　　Ｐ５２
５ＫＡＡ　１台

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都豊島区高松一丁目１１番１６号 日本カンタム・デザイン株式会社 R3.8.20 随意契約 14,999,600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

自動散布車両製作のためのク
ローラ台車改造　１式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 岡山県岡山市中区江並４２８ ヤンマーアグリ株式会社 R3.8.20 随意契約 13,750,000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
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機械学習用計算サーバ
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都中央区日本橋富沢町７－１３ 株式会社ＨＰＣテック R3.8.23 一般競争 14,993,000円

東ソー（株）製高速イオンクロマト
グラフシステム　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都文京区本郷二丁目１７番８号 日京テクノス株式会社 R3.8.27 公開見積合せ 5,555,000円

米国ストラタシス社製３Ｄプリンタ
Ｊ３５　Ｐｒｏ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都中央区新川一丁目１６番３号
住友不動産茅場町ビル３階

株式会社ストラタシス・ジャパン R3.8.30 公開見積合せ 6,226,000円

工学系共通サーバ　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 茨城県つくば市筑穂一丁目１１番８号 ヤトロ電子株式会社 R3.8.30 公開見積合せ 9,900,000円

ジオポリマー特性評価及び大規
模注入試験　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都品川区大崎一丁目１１番２号
ゲートシティ大崎イーストタワー

富士電機株式会社 R3.8.30 随意契約 8,250,000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

東京大学大学院工学系研究科・
工学部ウェブサイト（日本語・英
語）のウェブコンテンツマネジメン
トシステム（ＣＲＭ内包）の導入お
よびホームページのトップページ
デザイン変更　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都世田谷区世田谷２丁目４番２号 株式会社１００ R3.8.30 公開見積合せ 9,873,743円

加速電圧超微調整機構　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区大手町２丁目１番１号 日本電子株式会社東京支店 R3.8.30 随意契約 5,500,000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

誘電率測定装置　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県川崎市麻生区栗木二丁目７番
６号

株式会社エーイーティー R3.8.31 随意契約 10,937,300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

米国Blackrock Microsystems社製
セレプレックスダイレクト96ch
BR7500　一式　他6件

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都狛江市和泉本町ニ丁目７番９号 株式会社ユニークメディカル R3.8.2 随意契約 9,548,550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

米国１０ｘ　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ社製　Ｃｈｒ
ｏｍｉｕｍ　Ｎｅｘｔ　ＧＥＭ　シング
ルセル　マルチオームＡＴＡＣ＋
ＧＥＸバンドル（１６サンプル）　２
セット

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社 R3.8.2 一般競争 12,907,400円

Thermo Fisher Scientific社製
GasBench IIユニバーサルオンラ
インガス調整／導入システム一
式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 三菱HCキャピタル株式会社 R3.8.2 一般競争 390,500円／月
単価契約
予定調達総額16,791,500
円

Thermo Fisher Scientific社製
GasBench IIユニバーサルオンラ
インガス調整／導入システム　一
式（リース）

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 三菱HCキャピタル株式会社 R3.8.2 一般競争 月額390,500円
単価契約
調達予定総額16,791,500
円

米国Cytiva社製　AKTA pure 25 薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社 R3.8.3 公開見積合せ 6,500,000円

バックパック型LiDAR Green
Valley International社製
「LiBackpack GC50」一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄
京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水
銀屋町637番地

株式会社光響 R3.8.3 随意契約 7,238,000円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第一号

本物品は米国GreenValleyInternational社が製造してお
り、日本における総代理店である株式会社光響が他の
販売代理店を介さずに直接販売を行っているため。

0
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バイオリソース・F1リキッドオーダ
追加対応　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都港区東新橋一丁目5番2号 富士通Japan株式会社 R3.8.5 随意契約 5,610,000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

TOP2オーダ追加対応　一式 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都港区東新橋一丁目5番2号 富士通Japan株式会社 R3.8.5 随意契約 6,490,000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

ＪＥＭ－２８００　透過電子顕微鏡
「移転後作業」及び「搬入・設置
作業」一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都千代田区大手町2-1-1 日本電子株式会社 R3.8.17 随意契約 6,128,650円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第一号

自社の製品に対する保守・整備・修理・移転・増設作業
等について、代理店等を通じることなく直接作業を実施
しているため。

0

㈱CYBO製 SHIGI04自動画像処
理システム　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都江東区青海2-4-10 株式会社CYBO R3.8.18 随意契約 5,940,000円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第一号

本システムは、AI 解析結果表示機能として確信度分布
の表示機能を搭載するが、本機能は、株式会社CYBO
が日本国内において所持している特許権にかかる技術
を用いており、本件特許権の実施権を他社に対して設
定していないことから、他の販売店等を介さずに直接、
販売を行っているため。

0

Human Whole Genome
Sequencing解析

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
京都府京都市左京区一乗寺西水干町17
番地

和研薬株式会社 R3.8.18 公開見積合せ 6,803,720円

細胞イメージングシステム
ImageXpress Pico 一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都文京区湯島二丁目31番15号和光
湯島ビル

アナテック株式会社 R3.8.18 公開見積合せ 9,900,000円

東京大学医学部附属病院 診察
用椅子　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８
号

株式会社清和ビジネス R3.8.18 一般競争 14,080,000円

小型二軸混錬機　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都台東区柳橋二丁目２１番９号 レオ・ラボ株式会社 R3.8.18
特定調達（最低価格
落札方式）

20,460,000円

低振動型イオントラップ光学測定
用クライオスタット　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 大阪府高石市羽衣五丁目１６番８号 仁木工芸株式会社 R3.8.19
特定調達（最低価格
落札方式）

18,810,000円

自動細胞解析分取装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
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 R3.8.19
特定調達（最低価格
落札方式）

35,444,090円

走査型X線光電子分光分析装置
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都港区港南二丁目３番１３号 アルバック販売株式会社 R3.8.19
特定調達（最低価格
落札方式）

69,630,000円

データサイエンススーパーコン
ピューティングシステム用第３世
代冷却装置　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
①大阪府大阪市西区江戸堀三丁目３番
１５号
②東京都港区港南一丁目２番７０号

①株式会社ミライト・テクノロジー
ズ
②NTT・TCリース株式会社

R3.8.19
特定調達（最低価格
落札方式）

月額1,249,985円
単価契約119,998,560円
調達予定総額16,791,500
円

実験動物用コモンマーモセット
一式

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎 東京都目黒区東山一丁目２番７号 日本クレア株式会社 R3.8.23 公開見積合せ 7,871,600円

データサイエンスコンピューティ
ングシステム移行用テープカート
リッジ　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地ソ
リッドスクエア

株式会社イグアス R3.8.23
特定調達（最低価格
落札方式）

9,898,900円

細胞外フラックスアナライザー
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区小石川一丁目３番２５号 プライムテック株式会社 R3.8.23
特定調達（最低価格
落札方式）

22,000,000円
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共焦点レーザースキャン顕微鏡
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
愛知県名古屋市中区新栄一丁目３３番１
号

理化研株式会社 R3.8.23
特定調達（最低価格
落札方式）

32,278,400円

医療用血液X線照射装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 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 R3.8.23
特定調達（最低価格
落札方式）

39,020,300円

ゲノム医療実現のための大規模
データ解析システム運用および
管理支援業務  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 R3.8.24
特定調達（最低価格
落札方式）

20,542,500円

実験動物用飼育ケージマーモ
セット壁掛け式ユニット　8式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都目黒区東山一丁目２番７号 日本クレア株式会社 R3.8.24
特定調達（最低価格
落札方式）

20,900,000円

実験動物用飼育ケージマーモ
セット壁掛け式ユニット　８式

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎 東京都目黒区東山一丁目２番７号 日本クレア株式会社 R3.8.24 一般競争 20,900,000円

フォワーダ（グラップルローダー
付）　1台

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都品川区東大井一丁目９番３７号 株式会社加藤製作所 R3.8.24
特定調達（最低価格
落札方式）

38,391,100円

東京大学宇宙線研究所神岡研
究施設新研究棟（仮称）什器等
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷五丁目１番１３号 幸和商事株式会社 R3.8.24
特定調達（最低価格
落札方式）

52,030,000円

超高純度硫酸ガドリニウム（８水
和物）5トン

本部　財務部長 佐藤　哲康 富山県富山市問屋町三丁目１番３３号 並木薬品株式会社 R3.8.24
特定調達（最低価格
落札方式）

96,250,000円

ネッチ・ジャパン製　示差走査熱
量計　DSC214 Polyma　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都台東区東上野4－24－11
ＮＢＦ上野ビル9Ｆ

アドバンテック東洋株式会社 R3.8.24 公開見積合せ 5,456,000円

大型ハドロン衝突型加速器
（LHC）ATLAS実験回路開発テ
ストシステム・仮想実験設備
ATCAシェルフ 5セット

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都杉並区下井草4-30-24 八欧機器株式会社 R3.8.25 随意契約 7,232,500円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第一号

本物品は米国エヌヴェント社が製造しており、日本にお
ける総代理店である八欧機器株式会社が他の販売代理
店を介さずに直接販売を行っているため。

0

全自動ウエスタンシステム
Abby System 一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都文京区湯島二丁目31番15号和光
湯島ビル

アナテック株式会社 R3.8.25 公開見積合せ 8,690,000円

燃焼ガス測定用飛行時間型質
量分析計　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 R3.8.25
特定調達（最低価格
落札方式）

31,900,000円

スパッタリング装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
神奈川県相模原市中央区田名３０６２番
地１０

株式会社昭和真空 R3.8.25
特定調達（最低価格
落札方式）

48,400,000円

酸化リン脂質構造解析システム
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区向丘一丁目９番２２号 株式会社藤本理化 R3.8.25
特定調達（最低価格
落札方式）

99,990,000円

高性能測定器・分析器　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 R3.8.25
特定調達（最低価格
落札方式）

103,401,100円



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由

備考契約年月日 契約方式
再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）

次世代シーケンサー用ＤＮＡ
シーケンス試薬キット　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
愛知県名古屋市中区新栄一丁目３３番１
号

理化研株式会社 R3.8.26
特定調達（最低価格
落札方式）

323,631円
単価契約
調達予定総額92,861,989
円

貨物車のＯＤデータ一式 柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 港区東新橋一丁目５番２号 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 R3.8.26 随意契約 6,600,000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

四国東部における自然地震観測
作業

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都文京区大塚1-5-18 株式会社ジオシス R3.8.27 公開見積合せ 6,710,000円

ウェブ会議システムＷｅｂｅｘ　一
式

情報システム部長 水上　順一 東京都品川区南品川二丁目３番６号
三菱電機システムサービス株式
会社

R3.8.27 一般競争 13,915,000円

高機能患者シミュレータ　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
京都府京都市伏見区北寝小屋町１５番
地

株式会社京都科学 R3.8.30
特定調達（最低価格
落札方式）

25,406,304円

医学研究支援電子計算機システ
ム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康

①東京都千代田区丸の内一丁目６番６
号
②東京都千代田区丸の内一丁目５番１
号

①日立製作所
②三菱HCキャピタル株式会社

R3.8.31 一般競争 1,403,897円

エネルギー分散型蛍光X線分析
装置 NEX-DE/VS/CA一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-4 株式会社リガク R3.8.31 随意契約 5,082,000円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第一号

本物品は製造元である株式会社リガクが、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

航行型ＡＵＶ「ＡＥ２０００ｆ」、ホバ
リング型ＡＵＶ「ＢＯＳＳ－Ａ」事前
海上試験支援作業　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
静岡県沼津市内浦三津字小島５３７番５
号

株式会社オキシーテック R3.8.31 随意契約 8,079,500
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

放射線管理システム一部更新 定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄 東京都台東区東上野二丁目１６番１号 株式会社日立製作所 R3.8.31 随意契約 9,515,000円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第一号

株式会社日立製作所の製造した放射線管理システムの
一部を更新するものであるり、更新する機器は他の代理
店を通すことなく、直接販売を行っているため、

0

高温高圧独立間隙圧真三軸岩
石破壊試験機サーボ制御装置

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都小金井市梶野町3-3-10 ソルーション株式会社 R3.8.31 一般競争 21,491,690円

マットレス消毒装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷五丁目２８番３号 パラテクノ株式会社 R3.8.31 一般競争 24,090,000円

東京大学大学院医学系研究科
附属疾患生命工学センター　動
物資源研究領域実験動物飼育
管理業務　一式

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎 東京都目黒区東山一丁目２番７号 株式会社ジェー・エー・シー R3.8.31 一般競争 43,450,000円

米国キーサイトテクノロジー社製
５Ｇ疑似基地局システム　ＵＸＭ
５Ｇ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｅｓｔ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ
Ｅ７５１５Ｂ他　　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都台東区上野５丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R3.9.1 一般競争 14,999,600円

卓上型マグネトロンスパッタリング
装置　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都中央区日本橋３丁目２番１４号新
槇町ビル別館第一２階

テルモセラ・ジャパン株式会社 R3.9.2 一般競争 14,960,000円

積層造形方式金属三次元造形
装置（米国Ｍａｒｋｆｏｒｇｅｄ社製
Ｍｅｔａｌ　Ｘ　Ｐｒｉｎｔｅｒ　Ｆ－ＰＲ－５
２０１他）　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都江東区有明三丁目７番２６号 日本３Ｄプリンター株式会社 R3.9.7 一般競争 14,960,000円
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熱機械分析装置　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目
９番１３号

ＮＥＴＺＳＣＨ　ＪＡＰＡＮ株式会社 R3.9.8 随意契約 8,360,000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

ジオポリマーα線影響評価試験
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
茨城県東茨城郡大洗町成田町２１６３番
地

日本核燃料開発株式会社 R3.9.13 随意契約 7,700,000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

ネットワークスイッチ　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目
３番３号

株式会社日立情報通信エンジニ
アリング

R3.9.15 公開見積合せ 9,997,020円

電子顕微鏡移設作業　　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都昭島市武蔵野３丁目１番２号 日本電子株式会社 R3.9.16 随意契約 14,993,000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

仏国Ａｍａｒｉｓｏｆｔ社製　５Ｇ無線
基地局（ＡＭＡＲＩ　Ｃａｌｌｂｏｘ　Ｕｌ
ｔｉｍａｔｅ）　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
16-18 Rue Rivay 92300 Levallois Perret
France

ａｍａｒｉｓｏｆｔ R3.9.16 随意契約 9,156,900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

三井フォトニクス社製２色式熱画
像カメラシステムＴｈｅｒｍｅｒａ－ｓｅ
ｅｎＵ一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区岩本町二丁目７番１１号 株式会社松見科学計測 R3.9.17 公開見積合せ 5,562,810円

瑞国Ｚｕｒｉｃｈ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製
６００ＭＨｚロックインアンプ　ＵＨ
ＦＬＩ－Ｈ－ＢＸ／ＭＦ－８１１　１
台

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都台東区上野５丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R3.9.17 公開見積合せ 9,383,000円

低温デバイス評価装置　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都品川区東大井５丁目２６番２２号 仁木工芸株式会社東京支社 R3.9.17 公開見積合せ 5,500,000円

分散測定システム　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都練馬区北町三丁目６番３号 ソーラボジャパン株式会社 R3.9.17 公開見積合せ 8,947,510円

米国キーサイト・テクノロジー社
製　ＰＮＡネットワークアナライザ
Ｎ５２２２Ｂ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都台東区上野５丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R3.9.22 一般競争 14,999,600円

無線ＬＡＮ機器　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目
３番３号

株式会社日立情報通信エンジニ
アリング

R3.9.24 公開見積合せ 9,819,150円

ＡＩチップ実装系モデルベース設
計ツールライセンス一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都新宿区西新宿６－１０－１　日土地
西新宿ビル１８Ｆ

アンシス・ジャパン株式会社 R3.9.27 随意契約 14,942,400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

高性能システムシミュレーター
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区海岸三丁目９番１５号 ＨＰＣシステムズ株式会社 R3.9.27 公開見積合せ 7,326,000円

電力の個人間取引市場の実証
実験のための周辺システムと協
調した自動取引エージェントの開
発

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区南青山二丁目２番１５号
株式会社ＡＲＮＥ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ
ｓ

R3.9.27 随意契約 9,999,000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

株式会社ジーデップアドバンス
社製　　機械学習アルゴリズム開
発評価用計算機　ＧＳＶ－４Ｕ／
８Ｇ－Ａ１００　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
宮城県仙台市青葉区国分町３丁目４番３
３号

株式会社ジーデップ・アドバンス R3.9.28 公開見積合せ 9,111,300円



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由

備考契約年月日 契約方式
再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）

株式会社フォトロン製　偏光ハイ
スピードカメラ　ＣＲＹＳＴＡ　ＰＩ－
１Ｐ－ＨＴ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都千代田区神田神保町一丁目１０５
番地

株式会社フォトロン R3.9.28 公開見積合せ 9,809,800円

多用途ワイヤレス生体信号計測
装置　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都文京区本郷三丁目１８番１４号
本郷ダイヤビル6階

株式会社ミユキ技研 R3.9.30 公開見積合せ 7,502,000円

米国キーサイト・テクノロジー社
製　マイクロ波標準信号発生器
Ｎ５１７３Ｂ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都台東区上野５丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R3.9.30 公開見積合せ 5,524,750円

英国マルバーンパナリティカル
社製粒子径・ゼータ電位測定装
置　ゼータサイザーＰｒｏ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都文京区本郷二丁目１７番８号 日京テクノス株式会社 R3.9.30 公開見積合せ 7,000,000円

株式会社美和製作所製　下置き
型ガス循環精製装置付きパージ
式グローブボックス　ＤＢＯ－１Ｋ
Ｐ－ＵＥＤ１型　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 大阪府茨木市畑田町１１番５０号 株式会社美和製作所 R3.9.30 随意契約 7,192,385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

スピントロニクスデバイス微細加
工用クリーンルームユニット　一
式

理学系研究科等・事務部長 生田目　金雄 東京都千代田区鍛冶町1-4-7 株式会社アスカインデックス R3.9.1 公開見積合せ 5,720,000円
契約事務取扱規程第３２条
第１項第５号

0

米国ベックマン・コールター社製
ハイパフォーマンスコンパクトフ
ローサイトメーター　ＣｙｔｏＦＬＥＸ
Ｓ　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都豊島区巣鴨一丁目３番６号 東京サイエンス株式会社 R3.9.1 一般競争 13,860,000円

ルーツ型ドライ真空ポンプ　一式 柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 茨城県つくば市二の宮１－１６－１０ 株式会社アールデック R3.9.2 公開見積合せ 5,280,000円

VORT本郷賃貸借 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 三菱地所株式会社 R3.9.2 随意契約 927,520円／月
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
単価契約
調達予定調達総額
22,260,480円

アトラス地域解析センター計算機
システム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
①東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
②東京都千代田区丸の内一丁目５番１
号

①日鉄ソリューションズ株式会社
②三菱HCキャピタル株式会社

R3.9.2
特定調達（最低価格
落札方式）

月額 25,342,790円
単価契約
総額912,340,440円

事前海上試験および実海域試
験におけるホバリング型・航行型
AUV運用補助および実海域
試験におけるROV搭載SX3装置
運用補助業務　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社 R3.9.3 公開見積合せ 9,119,000円

マウス手術用ロボットシステム設
備　一式

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎 東京都中央区晴海１-８-１１ ヤマト科学株式会社 R3.9.3 公開見積合せ 9,990,000円

自動培地交換機能付きCO2イン
キュベータ　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R3.9.7
特定調達（最低価格
落札方式）

16,750,800円

高周波信号評価生成装置　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 R3.9.7
特定調達（最低価格
落札方式）

83,930,000円
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スライドスキャナー　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷七丁目３番１号 ケミカルサービス東京株式会社 R3.9.8
特定調達（最低価格
落札方式）

17,085,915円

STED超解像顕微鏡システム　一
式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都新宿区新宿三丁目２０番２０号
オリンパスメディカルサイエンス
販売株式会社

R3.9.8
特定調達（最低価格
落札方式）

39,985,000円

衛星通信地震観測システム運用
サービス　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都港区赤坂一丁目１２番３２号 株式会社衛星ネットワーク R3.9.9
特定調達（最低価格
落札方式）

39,613,200円

断熱消磁冷凍機　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５番１号 三菱HCキャピタル株式会社 R3.9.9
特定調達（最低価格
落札方式）

月額984,500円
単価契約
総額43,318,000円

シリンジポンプ　TE-381　100台 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 文京区本郷3-4-6 株式会社MMコーポレーション R3.9.10 一般競争 13,046,000円

東京大学宇宙線研究所神岡研
究施設新研究棟（仮称）厨房機
器等　一式

柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 富山県富山市西中野町１－６－８ 野原厨房株式会社 R3.9.10 一般競争 13,200,000円

信頼度制約付き発電機起動停
止計画モデルの改修業務　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都中野区本町四丁目38番13号 株式会社構造計画研究所 R3.9.10 一般競争 14,850,000円

JMS血液ポンプシステム
ECmoVA　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 文京区本郷3-4-6 株式会社MMコーポレーション R3.9.10 一般競争 16,357,000円
政府調達協定改正議定書
3-2-(b)

ＧＥヘルスケア・ジャパン社製
汎用超音波画像診断装置Ｖｏｌｕ
ｓｏｎ　Ｐ８　2台

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 文京区小石川4-17-35 株式会社イノメディックス R3.9.13 一般競争 10,956,000円

端面観察・大口径・定偏波高強
度光ファイバ融着接続機・スリー
プ加速器付き（標準仕様）FSM-
100P＋
 1台

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都中央区新川1-28-28 藤倉商事株式会社 R3.9.14 随意契約 5,082,000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 attocube systems社製 希釈
冷却器用３軸ポジショナセット 一
式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都文京区湯島3-19-5 ロックゲート株式会社 R3.9.14 随意契約 5,340,500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

米国ハミルトンソーン社製　レー
ザー穿孔装置　ＸＹＣｌｏｎｅ　一式

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎 東京都千代田区鍛冶町一丁目8番6号 株式会社池田理化 R3.9.14 公開見積合せ 6,633,000円

ＦｒｏｎｔＣＯＭＰ＿ＴａｎｋへのＴｙｐｅ
－ＩＶ圧力容器軸対称解析モデ
ル生成機能付加

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都文京区小石川五丁目５番５ー５号株式会社先端力学シミュレーション研究所R3.9.14 随意契約 6,716,600
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

実験動物用コモンマーモセット
一式

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎 東京都目黒区東山一丁目２番７号 日本クレア株式会社 R3.9.14 公開見積合せ 7,693,400円

Ｖｉｓｔａ　Ｍｅｄｉｃａｌ社製　ＢｏｄｉＴｒａ
ｋ２　Ｐｒｏ　全身用　一式　ＢＴ２－
２７６４－１００

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎 長野県上伊那郡宮田村137 タカノ株式会社 R3.9.14 公開見積合せ 9,999,000円
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透過型電子顕微鏡用カメラシス
テム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都品川区東品川四丁目１２番２号 日本エフイー・アイ株式会社 R3.9.14
特定調達（最低価格
落札方式）

31,460,000円

卓上型Ｘ線顕微鏡装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都昭島市松原町三丁目９番１２号 株式会社リガク R3.9.14
特定調達（最低価格
落札方式）

32,384,000円

短鎖型ＤＮＡシーケンサーシステ
ム　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５番１号 三菱HCキャピタル株式会社 R3.9.15
特定調達（最低価格
落札方式）

3,330,800円

血清凍結保存システム定期点検
業務　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 神奈川県川崎市幸区塚越４－３２０－１ 大陽日酸株式会社 R3.9.15 随意契約 5,126,000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

ライカマイクロシステムズ社製
倒立顕微鏡　ＤＭｉ８　一式

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎 東京都千代田区鍛冶町一丁目8番6号 株式会社池田理化 R3.9.15 公開見積合せ 6,626,070円

学生証ICカード　18,000枚 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区大手町二丁目３番１号
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ株式会社

R3.9.15 随意契約 17,582,400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

自動細胞解析分離システム　一
式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷七丁目３番１号 ケミカルサービス東京株式会社 R3.9.15
特定調達（最低価格
落札方式）

20,097,000円

AIチップ向けIPコア サポート・メ
ンテナンス　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 R3.9.15 随意契約 25,881,900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

小動物用超音波心エコー装置
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷七丁目３番１号 ケミカルサービス東京株式会社 R3.9.15
特定調達（最低価格
落札方式）

26,000,000円

マルチモダリティ分子イメージン
グシステム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都豊島区巣鴨一丁目３番６号 東京サイエンス株式会社 R3.9.15
特定調達（最低価格
落札方式）

119,999,000円

インラインＮＭＲ分析ユニット　一
式

理学系研究科等・事務部長 生田目　金雄 東京都昭島市武蔵野3-1-2 日本電子株式会社 R3.9.16 随意契約 7,205,000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電子株式会社が、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

独国カールツァイス社製
LSM880用超解像度ユニットアッ
プグレード AiryScan

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R3.9.17 公開見積合せ 8,885,250円

GEﾍﾙｽｹｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ社製 超音波
診断装置 LOGIQ e Premium R8
一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 文京区小石川4-17-35 株式会社イノメディックス R3.9.17 公開見積合せ 5,423,000円

ペプチスター㈱製特殊環状ペプ
チド　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目　金雄 大阪府摂津市三島2-5-1 ペプチスター株式会社 R3.9.17 随意契約 9,900,000円
契約事務取扱規程第３２条
第１項第１号

本製品については、ペプチスター株式会社が製造
元であり、他の代理店等を一切介さずに直接、販
売及び業務委託を行っているため

0

㈱キーエンス製オールインワン蛍
光顕微鏡　BZ-X800　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目　金雄 東京都千代田区鍛冶町1-8-6 株式会社池田理化 R3.9.17 公開見積合せ 9,930,800円
契約事務取扱規程第３２条
第１項第５号

0



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由

備考契約年月日 契約方式
再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）

エッペンドルフ・ハイマック・テクノ
ロジーズ社製　超遠心機　ｈｉｍａ
ｃ　ＣＰ１００ＮＸ　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社 R3.9.17 一般競争 10,367,500円

（株）スプリード社製　原子層堆
積絶縁膜形成装置　一式

柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 稲城市大丸４２２－１ 株式会社スプリード R3.9.17 随意契約 12,000,000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

ＰＨＣ社製　超低温フリーザー・
バイオハザード対策用キャビネッ
ト　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社 R3.9.17 一般競争 13,545,455円

東京大学大学院経済学研究科
大学院学生向けの講義委託　一
式

本部　財務部長 佐藤　哲康
1918 Sheridan Rd Evanston, Illinois
60208 アメリカ合衆国

Northwestern University ( United
States )

R3.9.17 随意契約
65，551．58USD
(約7,276,255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
2021年9月期レート
1USD=111.00円

血液浄化装置　TR-2020　一台 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 文京区本郷3-22-5 株式会社八神製作所 R3.9.21 公開見積合せ 6,534,000円

ＩＲＩＳ　分光器可動部　一式 柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 茨城県日立市留町１２７０－１７ 有限会社日立電機工業 R3.9.21 一般競争 12,650,000円

小型レーザー加工システム　一
式

柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 福岡県福岡市東区二又瀬１－１７ 株式会社ＴＣＫ R3.9.21 一般競争 14,652,000円

令和４年度大学機関別認証 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都小平市学園西町１－２９－１
独立行政法人大学改革支援・学
位授与機構

R3.9.21 随意契約 20,262,000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

すばる望遠鏡可視大型広視野カ
メラ（Hyper Suprime-Cam）用狭
帯域フィルター NB872　１枚

理学系研究科等・事務部長 生田目　金雄 東京都北区上十条2-13-1 朝日分光株式会社 R3.9.22 随意契約 8,800,000円
契約事務取扱規程第３２条
第１項第１号

本製品については、朝日分光株式会社が製造元
であり、他の代理店等を一切介さずに直接、販売
を行っているため

0

長期観測型海底地震計のため
の小型広帯域地震計　刻時機能
付レベリング装置　6式

地震研究所　事務長 村岡　　俊 神奈川県横浜市金沢区福浦2-4-7 株式会社キュー・アイ R3.9.22 随意契約 8,910,000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

米国エムケーエス・インスツルメ
ンツ社製　スペクトラ・フィジックス
製品　刺激用レーザー　Ｍａｉ　Ｔ
ａｉ　ＸＦ－１ＳＵ－ＫＥ　一式

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎 東京都千代田区九段北四丁目１番２８号 スペクトラ・フィジックス株式会社 R3.9.22 一般競争 12,012,330円

航空機による大気エアロゾル観
測のための支援業務（北海道東
方沖2021年度準備部分）　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目　金雄
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字松
ノ木島１番地

ダイヤモンドエアサービス株式会
社

R3.9.24 一般競争 13,981,000円

SK-Gd用UV装置増設及びGd溶
解設備改造 一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都江東区新砂一丁目２番８号 オルガノ株式会社 R3.9.26 随意契約 49,874,000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エッジチップ向け12nmLSI-IP
コアライセンス　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 R3.9.26 随意契約 119,936,799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

空間光変調器　一式　／独国　Ｊ
ＥＮＯＰＴＩＫ製　Ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ
ｓｐａｔｉａｌ　ｌｉｇｈｔ　ｍｏｄｕｌａｔｏｒｓ

柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 神奈川県横浜市港北区新横浜２－３－８
イエナオプティックジャパン株式
会社

R3.9.27 随意契約 6,464,700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
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ＦＥＩ　Ｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｂ．Ｖ
社製　急速凍結装置　Ｖｉｔｒｏｂｏｔ
Ｍａｒｋ　Ⅳ　一式

大学院医学系研究科・事務長 須藤　桂太郎 東京都品川区東品川四丁目１２番２号 日本エフイー・アイ株式会社 R3.9.27 公開見積合せ 7,898,000円

データアーカイブ拡張装置　一
式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都渋谷区恵比寿四丁目２０番３号 クロス・ヘッド株式会社 R3.9.27 公開見積合せ 9,790,000円

光スペクトラムアナライザ　一式 柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 渋谷区幡ヶ谷1－１８－１２ 東京電機産業株式会社 R3.9.27 一般競争 10,890,000円

データ解析サーバ拡張システム
一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番４
号

住友電設株式会社 R3.9.27 一般競争 14,154,800円

３次元光積層造形機　１式 本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都中央区日本橋室町四丁目４番３
号２階

大河実業株式会社 R3.9.27
特定調達（最低価格
落札方式）

29,018,000円

カート洗浄装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 株式会社イノメディックス R3.9.27
特定調達（最低価格
落札方式）

36,278,000円

洗浄装置　三式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 株式会社イノメディックス R3.9.27
特定調達（最低価格
落札方式）

53,339,000円

ハイスループット自動重合スク
リーニング装置　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R3.9.27
特定調達（最低価格
落札方式）

118,800,000円

エッペンドルフ・ハイマック・テクノ
ロジーズ社製　超遠心機　ｈｉｍａ
ｃ　ＣＰ８０ＮＸ　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社 R3.9.28 公開見積合せ 6,633,000円

大型ハドロン衝突型加速器（ＬＨ
Ｃ）ＡＴＬＡＳ実験回路開発テスト
システム・仮想実験設備サー
バーＰＣ 13台

理学系研究科等・事務部長 生田目　金雄 茨城県つくば市築穂1-11-8 ヤトロ電子株式会社 R3.9.28 公開見積合せ 9,952,800円
契約事務取扱規程第３２条
第１項第５号

0

低加速電圧対応原子分解能走
査型透過電子顕微鏡　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 R3.9.28
特定調達（最低価格
落札方式）

242,385,000円

クライオ電子顕微鏡システム　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 R3.9.28
特定調達（最低価格
落札方式）

932,009,100円

次世代シーケンサー前処理装置
用試薬キット　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷七丁目３番１号 ケミカルサービス東京株式会社 R3.9.28
特定調達（最低価格
落札方式）

3,537,600円／個ほ
か

単価契約
総額118,799,780円

高圧蒸気滅菌装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区湯島二丁目３１番２０号 ユフ精密機器株式会社 R3.9.29
特定調達（最低価格
落札方式）

21,450,000円

高速長波長赤外カメラ　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
神奈川県横浜市西区平沼一丁目１１番１
２号

株式会社ケン・オートメーション R3.9.29
特定調達（最低価格
落札方式）

29,461,300円
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赤外域フェムト秒パルスレーザー
システム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区九段北四丁目１番２８号 スペクトラ・フィジックス株式会社 R3.9.29
特定調達（最低価格
落札方式）

42,488,600円

S6 世代データサイエンスコン
ピューティングシステム 一式

本部　財務部長 佐藤　哲康

①東京都千代田区丸の内一丁目６番６
号
②東京都千代田区丸の内三丁目４番１
号

①株式会社日立製作所
②株式会社JECC

R3.9.29
特定調達（最低価格
落札方式）

月額29,799,000円
単価契約
総額1,430,352,000円

ガルバノミラーユニット　一式 柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 府中市武蔵台３－２３－２０ 株式会社スキャンソル R3.10.1 随意契約 6,191,460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

超低温生体試料自動保存システ
ム定期点検　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都港区港南二丁目１６番２号 椿本興業株式会社 R3.10.1 随意契約 7,040,000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

ストリーク装置　一式 理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 静岡県浜松市東区市野町1126-1 浜松ホトニクス株式会社 R3.10.4 一般競争 19,698,250円

企画競争_TokyoForum2021 の
企画・開催運営等 業務委託

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都渋谷区神山町４番１４号 株式会社NHKエンタープライズ R3.10.4 企画競争 24,938,100円

企画競争_TokyoForum2021 の
企画・開催運営等 業務委託

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都渋谷区神山町４番１４号 株式会社NHKエンタープライズ R3.10.4 企画競争 24,938,100円

（株）美和製作所製ガス循環精
製装置付パージ式グローブボッ
クス　ＤＢＯ－１．５ＫＨ－ＴＫＮＮ
２型　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
宮城県仙台市泉区市名坂字御釜田１４３
番４号

株式会社和泉テック R3.10.5 公開見積合せ 9,655,503円

災害時用備蓄食品等 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷三丁目１番１３号 幸和商事株式会社 R3.10.6 公開見積合せ 5,743,863円

災害時用備蓄食品等　一式（リ
バースオークション）

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷五丁目１番１３号 幸和商事株式会社 R3.10.6 公開見積合せ 5,743,863円

災害時用備蓄食品等 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷三丁目１番１３号 幸和商事株式会社 R3.10.6 公開見積合せ 5,743,863円

米国 S2 Genomics社製 自動組
織ディソシエーター　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都豊島区南大塚二丁目３７番５号
MSB-21　南大塚ビル5階

東和科学株式会社 R3.10.6 公開見積合せ 6,336,000円

近赤外対物レンズ　ＯＢ０５４－６
－７　１台　他

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄
神奈川県横浜市緑区白山一丁目２２番１
号

京セラＳＯＣ株式会社 R3.10.6 随意契約 10,780,000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

がん全ゲノムデータ解析業務お
よび解析サーバ運用支援　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 R3.10.7
特定調達（最低価格
落札方式）

16,869,600円

東京大学（白金台）医科学研究
所附属病院Ａ棟常用発電設備
等点検・整備　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都品川区大崎三丁目7-9 株式会社明電エンジニアリング R3.10.7 随意契約 28,490,000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
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（有）幕張理化学硝子製作所製
自動光触媒反応用閉鎖循環装
置　ツインタイプ　ＰＣＡＴ１３０６５
－Ｔ－Ｓ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 千葉県千葉市稲毛区長沼町１１９－２
有限会社幕張理化学硝子製作
所

R3.10.8 随意契約 12,611,500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

重力計　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社 R3.10.8
特定調達（最低価格
落札方式）

16,500,000円

マスクレス露光装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
神奈川県横浜市緑区白山一丁目１８番２
号

ハイデルベルグ・インストルメンツ
株式会社

R3.10.8
特定調達（最低価格
落札方式）

38,000,000円

知識学習装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都中央区日本橋箱崎町５番１４号 株式会社アルゴグラフィックス R3.10.8
特定調達（最低価格
落札方式）

93,610,000円

がん全ゲノムデータ解析サーバ
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 R3.10.8
特定調達（最低価格
落札方式）

101,200,000円

セキュリティ問題監視サービス
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都中央区新川一丁目１６番３号
ジェイズ・コミュニケーション株式
会社

R3.10.11 公開見積合せ 9,999,000円

オカムラ製　ナースカート　120台 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都中央区日本橋室町四丁目3番18
号

株式会社清和ビジネス R3.10.11 一般競争 14,300,000円

機械学習用計算サーバ　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都中央区日本橋富沢町７－１３ 株式会社ＨＰＣテック R3.10.11 一般競争 14,960,000円

ヒト全ゲノムDNAシーケンス解析
一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷三丁目44番2号 理科研株式会社 R3.10.11 一般競争 336,050円/1症例
単価契約
予定調達総額473,260,040
円

ｃＣＨＰ　製造法の検討　一式 医科学研究所　事務部長 松井　正一
兵庫県神戸市中央区港島南町七丁目１
番地の１９

神戸天然物化学株式会社 R3.10.12 随意契約 7,040,000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

散剤全自動分割分包機　二式 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
大阪府大阪市中央区淡路町二丁目1番5
号

小西医療器株式会社 R3.10.12 公開見積合せ 7,975,000円

独国MBRAUN社製グローブボッ
クスシステム　１式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 埼玉県和光市本町６番３２号 株式会社ブライト R3.10.12 随意契約 8,791,200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

風車搭載スパー型浮体動揺試
験　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都昭島市つつじが丘一丁目１番５０
号

株式会社三井造船昭島研究所 R3.10.12 随意契約 9,845,000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

仏国Ｓｐａｒｋ　Ｌａｓｅｒ社製２光子励
起顕微鏡用フェムト秒パルスファ
イバーレーザー　ＡＬＣＯＲ９２０
－２

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄 埼玉県越谷市南越谷五丁目１５番３号 プネウム株式会社 R3.10.13 随意契約 7,865,000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

Zurch Instruments社製 ロックイン
アンプ本体 UHFLI 1台

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都渋谷区恵比寿2-11-6 荒木電機工業株式会社 R3.10.14 公開見積合せ 5,515,400円
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マイクロテック・ニチオン社製 コロ
ニーピッカー Pm3-1 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都文京区本郷3-44-2 理科研株式会社 R3.10.14 公開見積合せ 9,042,000円

リトアニア国EKSPLA社製　ファイ
バーレーザー　FemtoLux-3e
一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都江戸川区西葛西六丁目１８番１４
号

株式会社東京インスツルメンツ R3.10.15 随意契約 8,497,500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

興研（株）製オープンクリーンシス
テム　スタンドコーチ　ＫＯＡＣＨ
Ｃ　９００－Ｆ　三式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区港南二丁目３番１３号 アルバック販売株式会社 R3.10.15 公開見積合せ 9,900,000円

ネットワークスイッチ　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目
３番３号

株式会社日立情報通信エンジニ
アリング

R3.10.15 公開見積合せ 9,984,150円

生体化合物定量装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
愛知県名古屋市中区新栄一丁目３３番１
号

理科研株式会社 R3.10.15
特定調達（最低価格
落札方式）

19,999,980円

自動細胞解析装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
愛知県名古屋市中区新栄一丁目３３番１
号

理科研株式会社 R3.10.15
特定調達（最低価格
落札方式）

22,651,750円

スピントロニクスデバイス用マスク
レス露光装置　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
福岡県糟屋郡須惠町大字佐谷１７０５番
地の１

株式会社ピーエムティー R3.10.15
特定調達（最低価格
落札方式）

44,990,000円

海洋科学研究用電子計算機シ
ステム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
①東京都中央区日本橋箱崎町５番１４号
②東京都千代田区神田練塀町３番地

①株式会社アルゴグラフィックス
②東京センチュリー株式会社

R3.10.15
特定調達（最低価格
落札方式）

1,998,040円／月
単価契約
予定調達総額119,882,400
円

日本分光株式会社製フーリエ変
換赤外分光光度計ＦＴ／ＩＲ－６６
００　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都八王子市石川町２９６７番地の５ 日本分光株式会社 R3.10.18 随意契約 8,272,880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

フライホール直流発電機整流子
手入れ作業　一式

柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 台東区上野東５－２４－８
三菱電機プラントエンジニアリン
グ株式会社

R3.10.18 随意契約 8,360,000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

深層学習用GPU計算機　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都中央区日本橋大伝馬町３番２号 株式会社ＨＰＣソリューションズ R3.10.18
特定調達（最低価格
落札方式）

16,170,000円

酸化物半導体および金属用原
子層成膜装置 　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１
９番５号

株式会社ハイテック・システムズ R3.10.18 一般競争 22,990,000円

外来患者受付システムの改造
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
福岡県福岡市博多区美野島四丁目１番
６２号

パナソニックシステムソリューショ
ンズジャパン株式会社

R3.10.18
特定調達（最低価格
落札方式）

115,500,000円

大規模共通ストレージシステム
（第１世代）　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目
１番１号

富士通株式会社 R3.10.18
特定調達（最低価格
落札方式）

337,700,000円

物性研究所大規模計算システム
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
①東京都江東区大島二丁目２番１号
②東京都港区港南一丁目２番７０号

①日本ヒューレットパッカード合
同会社
②NTT・TCリース株式会社

R3.10.18
特定調達（最低価格
落札方式）

462,000,000円
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ニコンソリューションズ社製
共焦点拡張可能型電動倒立顕
微鏡
AX-TDSHA-Ti2-E-1　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷三丁目44番2号 理科研株式会社 R3.10.19 公開見積合せ 9,500,000円

分散データベースシステム　一
式

カブリ数物連携宇宙研究研機構
事務長

上原　功
東京都港区海岸三丁目９番１５号
Ｌｏｏｐ－Ｘ８階

ＨＰＣシステムズ株式会社 R3.10.19 一般競争 14,130,600円

台湾Ｓｙｎｅｒｇｙ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｔｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ社製　５Ｇ　ｇＮ
Ｂ用ＤＵ及びＦＰＡＩソフトウェア
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
6F, No 339, Sec. 2, Xinglong Rd., Zhubei
City, Hsinchu County, 302050, Taiwan,
R.O.C

Ｓｙｎｅｒｇｙ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ

R3.10.19 随意契約 14,430,000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用ワークス
テーション　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都江東区冬木９番１３号
リアルコンピューティング株式会
社

R3.10.19
特定調達（最低価格
落札方式）

18,431,600円

地震観測のための光ファイバ分
散型音響センシング装置　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
大阪府大阪市中央区南船場二丁目１０
番１４号

原田産業株式会社 R3.10.19
特定調達（最低価格
落札方式）

21,978,000円

小児用補助人工心臓駆動装置
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
兵庫県神戸市中央区港島南町六丁目３
番７号クリエイティブラボ神戸３階

株式会社カルディオ R3.10.19
特定調達（最低価格
落札方式）

33,880,000円

大規模連続地震波形データ解
析及びモニタリングシステム　一
式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都港区浜松町二丁目７番１９号 株式会社ニューテック R3.10.19
特定調達（最低価格
落札方式）

34,100,000円

オリエンタル技研工業(株)製　サ
イド実験台　他　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 愛知県名古屋市中区新栄1-33-1 理科研株式会社 R3.10.20 公開見積合せ 7,051,000円

理学部１号館２８１号室ワーク
ブース　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都中央区日本橋室町4-3-18 株式会社清和ビジネス R3.10.20 公開見積合せ 9,900,000円

HPCI共用ストレージ東拠点ポー
タル機材 2022年度保守 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 R3.10.20
特定調達（最低価格
落札方式）

29,150,000円

HPCI共用ストレージ東拠点シス
テム構築および運転保守 2022
年度 一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目３４番１４号 株式会社創夢 R3.10.20
特定調達（最低価格
落札方式）

32,736,000円

レーザーダイオード　一式 柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 兵庫県西宮市甲子園口３－２８－２２ 株式会社ルクスレイ R3.10.21 随意契約 6,175,400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

ダッソー・システムズ社製ソフト
ウェアＭａｔｅｒｉａｌｓ　Ｓｔｕｄｉｏ（アカ
デミック）一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２
号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梅田
センタービル

ダイキン工業株式会社電子シス
テム事業部

R3.10.21 随意契約 7,754,747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

ＨＤ－ＭＥＡ計測システム　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都千代田区岩本町一丁目６番３号
プライム岩本町ビル4階

株式会社フィジオテック R3.10.21 随意契約 10,402,975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

輸液ポンプ　TE-281N　65台 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷三丁目4番6号 株式会社MMコーポレーション R3.10.21 一般競争 10,582,000円
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シリンジポンプ　TE-381　110台 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷三丁目4番6号 株式会社MMコーポレーション R3.10.21 一般競争 14,350,600円

無人航空機のペネトレーションテ
スト（オープンソース／東京航空
計器）　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都千代田区神田駿河台二丁目５番
１号

株式会社サイバーディフェンス研
究所

R3.10.21 一般競争 14,850,000円

無人航空機の性能基準開発支
援業務　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 有人宇宙システム株式会社 R3.10.21 一般競争 14,998,500円

2021年度慣性力等を備えた機器
評価のための将来シナリオデー
タ作成追加業務

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都中央区築地四丁目６番４号 株式会社J-POEWRビジネスサービスR3.10.22 公開見積合せ 5,400,000

工学系共通サーバ　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 茨城県つくば市筑穂一丁目１１番８号 ヤトロ電子株式会社 R3.10.22 公開見積合せ 9,900,000円

慣性力等を備えた機器評価に向
けた最適化計算機能の追加改
良業務

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都中野区本町四丁目３８番１３号 株式会社構造計画研究所 R3.10.22 一般競争 11,297,000

高速データ同化計算サーバ　一
式

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都中央区日本橋大伝馬町3-2 株式会社HPCソリューションズ R3.10.22 一般競争 14,212,000円

仏国ＲＩＢＥＲ社製　基板反りその
場観察装置　EZ Curve ASSY
一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都新宿区新宿一丁目１番１３号 伯東株式会社 R3.10.25 随意契約 6,160,000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

無線ＬＡＮ機器　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目
３番３号

株式会社日立情報通信エンジニ
アリング

R3.10.25 公開見積合せ 9,563,400円

株式会社キーエンス製  オール
インワン蛍光顕微鏡

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明
大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目３
番１４号

株式会社キーエンス R3.10.25 随意契約 9,970,400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

米国Dynamic Systems 社製小型
熱加工シミュレータ １式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都中央区銀座八丁目５番６号 ジャパンマシナリー株式会社 R3.10.25 随意契約 9,999,000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

物理設計フロー【低消費電力編】
教材作成　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区芝浦三丁目１９番２６号
凸版印刷株式会社エレクトロニク
ス事業本部

R3.10.25 随意契約 11,220,000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

da Vinci Xi サージカルシステム
保守　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一
東京都港区赤坂一丁目12-32　アーク森
ビル

インテュイティブサージカル合同
会社

R3.10.25 随意契約 63,140,000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

フルラップ試験体の圧力サイクル
試験（その２）　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 北海道室蘭市茶津町4番地 日本製鋼所Ｍ＆Ｅ株式会社 R3.10.26 随意契約 6,820,000
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

ＭＢＥ廃棄処分　一式 柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 茨城県つくば市二の宮１－１６－１０ 株式会社アールデック R3.10.26 公開見積合せ 8,846,200円
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品川－豊洲エリアに来訪するト
リップ調査支援業務　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０
号

株式会社サーベイリサーチセン
ター

R3.10.26 公開見積合せ 9,650,000円

日本光電工業（株）社製　脳波計
二式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都文京区小石川1-1-1
文京ガーデンゲートタワー６階

日本光電工業株式会社 R3.10.26 随意契約 12,818,916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

オシロスコープ　一式 柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 渋谷区恵比寿２－１１－６ 荒木電機工業株式会社 R3.10.26 一般競争 14,993,000円

gPhe-HMRGの原薬製造法と分
析法開発及びトリプシンの分析
法開発業務

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
大阪府大阪市淀川区十三本町二丁目１
７番８５号

スペラファーマ株式会社 R3.10.26 一般競争 58,216,400円

自動細胞分離解析装置　一式 薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都文京区向丘一丁目９番２２号 株式会社藤本理化 R3.10.27 一般競争 13,497,000円

令和４年度東京大学入学試験に関
する電算処理業務

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区九段南一丁目3番1号 日本電子計算株式会社 R3.10.27 随意契約 548円／件
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
単価契約
予定調達総額20,346,137
円

令和４年度東京大学入学試験に関
する電算処理業務

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区九段南一丁目3番1号 日本電子計算株式会社 R3.10.27 随意契約 548円／件
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
単価契約
調達予定調達総額
20,346,137円

（株）島津製作所製　走査型プ
ローブ顕微鏡　ＳＰＭ－９７００Ｈ
Ｔ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区岩本町二丁目７番１１号 株式会社松見科学計測 R3.10.28 公開見積合せ 9,999,000円

完全ヒト抗体産生マウスを用いた
ハイブリドーマ作製　一式

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄 鳥取県米子市西町86番地
株式会社Ｔｒａｎｓ　Ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｉ
ｃｓ

R3.10.28 随意契約 16,500,000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

浜松ホトニクス株式会社製　ＯＲ
ＣＡ－Ｑｕｅｓｔ　ｑＣＭＯＳカメラ　Ｃ
１５５５０－２０ＵＰ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 静岡県浜松市東区市野町１１２６番地の１ 浜松ホトニクス株式会社 R3.10.29 随意契約 5,674,350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

ＡＡＶ中空粒子製造検討業務
一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一
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 R3.10.29 公開見積合せ 5,940,000円

ストレージサーバー　一式 地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都台東区東上野3-15-3 株式会社キング・テック R3.10.29 公開見積合せ 6,583,500円

ネットワークMT 8CH電位差計測
装置　3式

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都稲城市向陽台5-9 株式会社NTシステムデザイン R3.10.29 公開見積合せ 7,099,818円

GPGPU対応計算サーバー　一
式

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都中央区日本橋富沢町7-13 株式会社HPCテック R3.10.29 公開見積合せ 7,678,000円

実験動物用コモンマーモセット
一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都目黒区東山一丁目２番７号 日本クレア株式会社 R3.10.29 一般競争 13,184,600円



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由

備考契約年月日 契約方式
再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）

金属蒸着用超高真空チャンバー
システム一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 茨城県つくば市二の宮一丁目１６番１０号 株式会社アールデック R3.10.29 随意契約 14,999,600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

KAGRA超高真空保持排気シス
テム  1式

本部　財務部長 佐藤　哲康 山梨県北杜市須玉町穴平１１００番地 株式会社ミラプロ R3.10.29
特定調達（最低価格
落札方式）

58,300,000円

浜松ホトニクス（株）製ＭＥＭＳ共
焦点ユニットＭＡＩＣＯ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都千代田区岩本町一丁目６番３号
プライム岩本町ビル4階

株式会社フィジオテック R3.11.1 公開見積合せ 6,113,250円

独国ＰＡＬＡＳ社製　エアロゾルス
ペクトロメーター　Ｐｒｏｍｏ３０００
他　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都新宿区内藤町１内藤町ビルディン
グ

東京ダイレック株式会社 R3.11.1 随意契約 9,994,600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

米国エムケーエス・インスツルメ
ンツ社製　顕微鏡用フェムト秒パ
ルス光源　Ｍａｉ　Ｔａｉ　ＨＰＤＳ－
ＫＯＳ－ＫＥ　スペクトラ・フィジッ
クス製品　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都千代田区九段北四丁目１番２８号 スペクトラ・フィジックス株式会社 R3.11.1 一般競争 14,978,700円

米国ＢｉｏＴｅｋ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社
製共焦点イメージングリーダー
ＣｙｔａｔｉｏｎＣ１０　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
千葉県千葉市中央区末広三丁目１２番６
号

株式会社薬研社 R3.11.1 一般競争 14,999,820円

フォトマスク作成用自動現像装
置　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 神奈川県厚木市妻田北３丁目１５番３８号 アクテス京三株式会社 R3.11.2 随意契約 6,039,000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

キーエンス社製 オールインワン
蛍光顕微鏡 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都文京区本郷3-44-2 理科研株式会社 R3.11.2 公開見積合せ 9,856,000円

日本分光株式会社製紫外可視
近赤外分光光度計　Ｖ－７７０
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都八王子市石川町２９６７番地の５ 日本分光株式会社 R3.11.4 随意契約 5,236,000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

㈱リガク製　試料観察温度制御
相転移評価装置　Thermoplus
EV02 DSCvesta/ST　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都昭島市松原町3-9-12 株式会社リガク R3.11.4 随意契約 5,764,000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株式会社リガクが、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

結晶格子組成解析装置　一式 生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都品川区東品川四丁目１２番２号品
川シーサイドウエストタワー１階

日本エフイー・アイ株式会社 R3.11.4 随意契約 8,910,000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

EKSPLA社製 ナノ秒パルスレー
ザー光源　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 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 R3.11.4 公開見積合せ 9,196,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第５号

「ヒトＡＩＭ改変型の発現細胞株
の作製」及び「ヒトＡＩＭの精製プ
ラットフォームおよび方法の検
討」　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都港区芝浦一丁目１番１号 シミックバイオ株式会社 R3.11.4 随意契約 57,936,186円
東京大学契約事務取扱
規程第３２条第１項第一
号

委託内容の完遂に必要な、台湾企業の特許
技術に対し、国内で唯一使用を認められた企
業であるため。

0

ＥＮＴ－ＮＥＸＵＳ－ＨＳ低荷重ユ
ニット増設　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都八王子市元横山町三丁目７番６
号

株式会社エリオニクス R3.11.5 公開見積合せ 5,500,000円

データベース第二次実験用パブ
リッククラウド基盤利用権

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都渋谷区神宮前六丁目１２番１８号
ＷｅＷｏｒｋ　Ｉｃｅｂｅｒｇｅ

ＭＥＧＡＺＯＮＥ株式会社 R3.11.5 公開見積合せ 8,338,000円



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由

備考契約年月日 契約方式
再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）

独国ＤＩＳＰＥＮＤＩＸ社製　高速微
量分注装置　Ｉ－ＤＯＴ　Ｏｎｅ　一
式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社 R3.11.5 公開見積合せ 8,910,000円

プログラムフリーザー　一式 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷三丁目44番2号 理科研株式会社 R3.11.5 公開見積合せ 9,020,000円

血清凍結保存システム　凍結保
存容器オーバーホール（８台）
一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 神奈川県川崎市幸区塚越4-320-1 大陽日酸株式会社 R3.11.5 随意契約 9,785,600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

大規模計算サーバ　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都中央区日本橋富沢町７－１３ 株式会社ＨＰＣテック R3.11.5 一般競争 14,995,200円

自動細胞解析分取装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 愛知県名古屋市中区栄一丁目３３番１号 理科研株式会社 R3.11.5
特定調達（最低価格
落札方式）

38,417,049円

有機合成・錯体合成実験のため
の実験台・棚　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
大阪府泉北郡忠岡町新浜二丁目５番２９
号

三進金属工業株式会社 R3.11.5
特定調達（最低価格
落札方式）

42,020,000円

大型ハドロン衝突型加速器
（LHC）ATLAS実験回路開発テ
ストシステム・仮想実験設備デジ
タル信号処理回路　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 千葉県館山市北条１７１６番地 有限会社ジー・エヌ・ディー R3.11.5
特定調達（最低価格
落札方式）

49,500,000円

FIB-SEM複合装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 株式会社日立ハイテク R3.11.5
特定調達（最低価格
落札方式）

169,283,950円

ＡＩ搭載ドローンのｍｅｄｉｎａ　ａｎａｌ
ｙｓｉｓを利用した機能安全分析と
ＨＩＬシミュレータでの安全性評価
環境の構築　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都千代田区神田練塀町３番地
富士ソフトビル

サイバネットシステム株式会社 R3.11.8 一般競争 14,850,000円

能動的マルチモーダル情報収集
システム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都中央区入船二丁目１番１号 アルテック株式会社 R3.11.8
特定調達（最低価格
落札方式）

27,940,000円

大規模ゲノム解析およびデータ
保管のためのサーバ類　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都中央区日本橋大伝馬町３番２号 株式会社HPCソリューションズ R3.11.8
特定調達（最低価格
落札方式）

90,860,000円

HPCI共用ストレージ東拠点スト
レージシステム機材２０２２年度保
守　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目
１番１号

富士通株式会社 R3.11.8
特定調達（最低価格
落札方式）

134,640,000円

DIAS安定化・拡張システム　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 R3.11.8
特定調達（最低価格
落札方式）

689,999,200円

（株）島津製作所製一体型高速
液体クロマトグラフ　ｉ－ｓｅｒｉｅｓ
（検出器：ＰＤＡ＋　ＲＩＤ）　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社 R3.11.9 公開見積合せ 5,049,000円

超低消費電力型データロガー　8
式

地震研究所　事務長 村岡　　俊
栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺
2021-5

株式会社計測技研 R3.11.9 随意契約 6,098,400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



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由

備考契約年月日 契約方式
再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）

ＣＴＡストレージ増設一式 柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 港区東新橋１－５－２ 富士通株式会社 R3.11.9 随意契約 8,500,000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

ラピスセミコンダクタ株式会社製
大面積ＳＯＩコンプトン電子飛跡
追跡センサ用ウェハ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目4
番地8

ラピスセミコンダクタ（カ R3.11.10 随意契約 7,480,000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

ラピスセミコンダクタ株式会社製
大面積ＳＯＩコンプトン電子飛跡
追跡センサ用ウェハ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目4
番地8

ラピスセミコンダクタ（カ R3.11.10 随意契約 7,480,000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

ファイアウォール機器用更新ライ
センス　一式

情報システム部長 水上　順一
東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
JPタワー

ネットワンシステムズ株式会社 R3.11.10 公開見積合せ 7,493,200円

OBS専用データレコーダーLS-
9100-T3H　5式

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都府中市武蔵台1-18-18 白山工業株式会社 R3.11.11 随意契約 5,775,000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

米国Ｖｅｅｃｏ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製
Ａｓ用バルブドクラッカーセル修
理　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 茨城県つくば市二の宮一丁目１６番１０号 株式会社アールデック R3.11.11 随意契約 5,830,000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

リサーチ用高性能クリオスタット
一式／ＣＭ３０５０ＳⅣ／ライカマ
イクロシステムズ

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 千葉県千葉市中央区末広三丁目１２番６号株式会社薬研社 R3.11.11 公開見積合せ 6,499,999円

SK-Gd樹脂・フィルター交換時用
フラッシングシステム及びGd溶解
調整・試運転 一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都江東区新砂一丁目２番８号 オルガノ株式会社 R3.11.11 随意契約 83,710,000円
政府調達に関する協定（改
正）第１３条第１項（ｂ）

排他的権利の保護 0

クライオ電子顕微鏡保守業務
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3-44-2 理科研株式会社 R3.11.12 公開見積合せ 5,379,000円

マルチポロニクス材料開発システ
ム　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区海岸三丁目９番１５号 ＨＰＣシステムズ株式会社 R3.11.12 公開見積合せ 9,350,000円

集光型太陽電池用気象観測シ
ステム一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目２１番８号 英弘精機株式会社 R3.11.12 公開見積合せ 9,768,000円

米国Ｇｙｒｏｓ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｉｅｓ社製ペプチドシンセサイ
ザー　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都新宿区高田馬場４丁目３９番７号 アステック株式会社 R3.11.12 公開見積合せ 9,999,000円

光ファイバ振動測定に基づくス
ロー地震波形データの計測作業

地震研究所　事務長 村岡　　俊
4bis Avenue Victor Cresson, Issy-les-
Moulineaux,92130, France

DASコンサルタント　木村 恒久 R3.11.12 公開見積合せ 9,999,000円

米国キーサイトテクノロジー社製
５Ｇ実証実験基地局システムソフ
トウェア（ＵＸＭ　５Ｇ　Ａｕｔｏｍａｔｉ
ｏｎ　Ｔｏｏｌｓｅｔ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ他）
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都台東区上野５丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R3.11.12 一般競争 14,999,600円



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由
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再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）

マウスを用いた遺伝子組換えエ
ンテロウイルスの生体内分布確
認試験－本試験－（信頼性の基
準）　一式

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄 茨城県古河市尾崎２６３８番２号 ハムリー株式会社 R3.11.12 一般競争 38,500,000円 0

㈱リガク製　温度制御熱特性評
価装置　TRIDENT Basic-
k/NP/CA　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都昭島市松原町3-9-12 株式会社リガク R3.11.15 随意契約 7,040,000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株式会社リガクが、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

革新的流体予測技術の評価シス
テムの増設

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都台東区柳橋2-1-10 第２東商セン
ター

ビジュアルテクノロジー株式会社 R3.11.15 公開見積合せ 9,999,000円

テトラアーク式単結晶引上装置
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都多摩市貝取一丁目６０番５号 株式会社テクノサーチ R3.11.15 一般競争 13,513,500円

機能コアデータ解析システム　一
式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
大阪府大阪市西区江戸堀一丁目１９番１
０号

株式会社コンカレント・システムズ R3.11.16 随意契約 5,593,500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

ポータブル加速度計及び米国
Sercel社製L-22E上下動地震計
8台

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都千代田区大手町2-2-1 極東貿易株式会社 R3.11.16 随意契約 9,724,000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

マルチプレートリーダー　一式／
ＣＬＡＲＩＯｓｔａｒ　Ｐｌｕｓ　ＦＸ－０４
ＨＲ／ＢＭＧ　ＬＡＢＴＥＣＨジャパ
ン社製

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明
埼玉県さいたま市大宮区下町壱丁目６番
２号

BMG　LABTECH JAPAN有限会
社

R3.11.16 公開見積合せ 9,955,000円

オックスフォード・インスツルメン
ツ社製高速共焦点イメージング
プラットフォーム
Dragonfly CR-DFLY-202-40-
UC　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都新宿区西新宿2-3-1
オリンパスマーケティング株式会
社

R3.11.16 一般競争 30,492,000円

２波長同時出力ハイパワーフェム
ト秒レーザー　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都渋谷区代々木二丁目１番１号 コヒレント・ジャパン株式会社 R3.11.16
特定調達（最低価格
落札方式）

31,328,000円

３光子用波長可変フェムト秒レー
ザー　１式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区九段北四丁目１番２８号 スペクトラ・フィジックス株式会社 R3.11.16
特定調達（最低価格
落札方式）

42,782,300円

小動物用　広領域・超高分解能
マイクロCT　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
愛知県名古屋市中区新栄一丁目３３番１
号

理科研株式会社 R3.11.16
特定調達（最低価格
落札方式）

47,520,000円

MTS社製810材料試験装置用制
御装置更新

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都中央区八重洲一丁目４番２２号 株式会社守谷商会 R3.11.17 随意契約 11,880,000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

任意波形発生装置　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 R3.11.17
特定調達（最低価格
落札方式）

27,071,000

内視鏡手術支援システム保守点
検（ｄａ　Ｖｉｎｃｉ　Ｘｉ　サージカル
システム②号機）

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都港区赤坂１丁目１２番３２号　アー
ク森ビル

インテュイティブサージカル合同
会社

R3.11.17 随意契約 69,520,000円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第一号

米国インテュイティブサージカル社製Da Vinci サージカ
ルシステムの日本国内における製造販売及び保守は、
インテュイティブサージカル合同会社が他の代理店を介
さず直接行っていて競争性がないため。

0
4年契約・年17,380,000円
（支払は３カ月ごと年４回×
4,345,000円）

内視鏡手術支援システム保守点
検（ｄａ　Ｖｉｎｃｉ　Ｘｉ　サージカル
システム①号機）

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都港区赤坂１丁目１２番３２号　アー
ク森ビル

インテュイティブサージカル合同
会社

R3.11.17 随意契約 80,520,000円
東京大学契約事務取扱規程
第３２条第１項第一号

米国インテュイティブサージカル社製Da Vinci サージカ
ルシステムの日本国内における製造販売及び保守は、
インテュイティブサージカル合同会社が他の代理店を介
さず直接行っていて競争性がないため。

0
4年契約・年20,130,000円
（支払は３カ月ごと年４回×
5,032,500円）



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由

備考契約年月日 契約方式
再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）

遠隔オンラインビデオ通話による
臨床情報評価システム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都千代田区大手町二丁目６番２号
日本ビル１３階

株式会社MICIN R3.11.17
特定調達（総合評価
落札方式）

149,600,000円

次世代シーケンサー用フローセ
ル　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
愛知県名古屋市中区新栄一丁目３３番１
号

理科研株式会社 R3.11.17
特定調達（最低価格
落札方式）

4,323,000円
単価契約
予定調達総額86,460,000
円

重力波データ転送保管装置一
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東京都千代田区神田練塀町３番地

①富士通株式会社
②富士通リース株式会社

R3.11.17
特定調達（最低価格
落札方式）

月額2,563,000円
単価契約
予定調達総額184,536,000
円

トランススケール量子科学国際連
携研究機構レクチャービデオ制
作業務

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都渋谷区神山町4-14 株式会社ＮＨＫエンタープライズ R3.11.18 公開見積合せ 5,500,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第５号

0

超音波手術装置 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷三丁目６番１号 株式会社フジタ医科器械 R3.11.18
特定調達（最低価格
落札方式）

26,000,000円

小児用補助人工心臓駆動装置
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
兵庫県神戸市中央区港島南町六丁目３
番７クリエイティブラボ神戸３階

株式会社カルディオ R3.11.18
特定調達（最低価格
落札方式）

33,880,000円

手術部基盤強化システム　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 株式会社イノメディックス R3.11.18
特定調達（最低価格
落札方式）

47,355,000円

手術用顕微鏡　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 株式会社イノメディックス R3.11.18
特定調達（最低価格
落札方式）

58,300,000円

米国キーサイト・テクノロジーズ社
製　シグナルアナライザ　Ｎ９０１
０Ｂ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都台東区上野５丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R3.11.19 公開見積合せ 5,445,000円

米国Ｌａｋｅ　Ｓｈｏｒｅ社製光ファイ
バープローブ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都中央区八重洲一丁目１番６ 株式会社東陽テクニカ R3.11.19 随意契約 6,669,960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

連装式アーカイブ光ディスク装置
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区六本木五丁目１６番２０号 東通産業株式会社 R3.11.22 公開見積合せ 7,040,000円

仏国Ａｍａｒｉｓｏｆｔ社製　ＡＭＡＲＩ
ＮＷ　２０００　ＦＬＳ　ｌｉｃｅｎｓｅ　三
式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
16-18 Rue Rivay 92300 Levallois Perret
France

ａｍａｒｉｓｏｆｔ R3.11.22 随意契約 8,121,645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

ハイソル株式会社製　フリップ
チップ・ダイボンダー　Ｍ９５　一
式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都台東区上野一丁目１７番６号 ハイソル株式会社 R3.11.22 随意契約 9,999,000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

日本クレア（株）製　ＣＬ－０１３８
Ｍ－２（フタ、給水瓶ＣＫ－２００Ｓ
セット）　１，５００個

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都目黒区東山1-2-7 日本クレア株式会社 R3.11.22 一般競争 12,430,000円

フラッシュメモリ搭載型多コア計
算機　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都中央区日本橋箱崎町５番１４号 株式会社アルゴグラフィックス R3.11.22 一般競争 14,377,000円
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高電圧メガアンペアギャップス
イッチの電気特性調査一式

柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 滋賀県草津市大路２－３－１６－１０３
株式会社パルスパワー技術研究
所

R3.11.24 公開見積合せ 7,260,000円

TAO望遠鏡 光学機械系高精度
位置測定器 一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 愛知県長久手市熊田716 ファロージャパン株式会社 R3.11.24 一般競争 11,708,829円

ＩＭＲＡ　ＡＭＥＲＩＣＡ，　ＩＮＣ．製
Ｅｒｂｉｕｍ　Ｆｉｂｅｒ　ｃｏｍｂ　ｌａｓｅｒ
ｈｅａｄ　ＬＨ２００　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 愛知県刈谷市朝日町２丁目１番地
ＩＭＲＡ　ＡＭＥＲＩＣＡ，ＩＮＣ．日
本支店

R3.11.24 随意契約 12,650,000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

グローバルライフサイエンステクノ
ロジーズジャパン社製　Ａｍｅｒｓｈ
ａｍ　ＩｍａｇｅＱｕａｎｔ　８００　Ｆｌｕｏ
ｒ　一式

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄 東京都文京区向丘一丁目９番２２号 株式会社藤本理化 R3.11.25 公開見積合せ 6,393,200円 0

イルミナ社製　ＮｅｘｔＳｅｑ　２０００
試薬　５０　ｃｙｃｌｅｓ　　２０ｓｅｔ

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社 R3.11.26 公開見積合せ 6,274,400円 0

メニーコア型大規模スーパーコン
ピュータ並列ファイルシステム
一式

情報システム部長 水上　順一
東京都港区東新橋一丁目５番２号
東京都千代田区神田練塀町３番地

富士通株式会社
富士通リース株式会社

R3.11.26 随意契約 9,460,000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

アンリツ株式会社製スペクトラム
マスタ　ＭＳ－２７６２Ａ－０１７０
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都渋谷区恵比寿二丁目１１番６号 荒木電機工業株式会社 R3.11.26 公開見積合せ 9,999,000円

広帯域地震計TH120-2　5式 地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都武蔵野市中町3-27-26 クローバテック株式会社 R3.11.26 随意契約 12,837,000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

海底電位磁力測定システム 地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都武蔵村山市榎3-25-1 有限会社テラテクニカ R3.11.26 一般競争 14,575,000円

株式会社キーエンス社製　オー
ルインワン蛍光顕微鏡　ＢＺ－Ｘ８
００　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都文京区本郷3-44-2 理科研株式会社 R3.11.26 一般競争 14,979,800円

生体情報モニタシステム　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 日本光電工業株式会社 R3.11.26
特定調達（最低価格
落札方式）

24,552,000円

瑞国ＴＥＣＡＮ社製　レポーター
アッセイ自動化システム　ＴＵＭ
Ｓ７８０　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都豊島区巣鴨1-3-6 東京サイエンス株式会社 R3.11.26 一般競争 51,700,000円

日本分析工業（株）製リサイクル
分取ＨＰＬＣ　ＬａｂｏＡＣＥ　ＬＣ－
７０８０　Ｐｌｕｓ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵２０８ 日本分析工業株式会社 R3.11.29 随意契約 6,820,000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

米国ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ－Ｗａｔｅ
ｒｓ　Ｌ．Ｌ．Ｃ．社製　レオメータシ
ステム　　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都品川区西五反田五丁目２番４号 ﾚ
ｷｼﾝﾄﾝ･ﾌﾟﾗｻﾞ西五反田

ティー・エイ・インスツルメント・
ジャパン株式会社

R3.11.29 随意契約 6,986,100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

熱物質輸送シミュレータ一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都渋谷区渋谷三丁目１５番６号 ミツイワ株式会社 R3.11.29 公開見積合せ 8,231,069円
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オランダ国ＦＥＩ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｏｐｔ
ｉｃｓ　Ｂ．Ｖ．製　Ａｑｕｉｌｏｓ　クライ
オＦＩＢ－ＳＥＭ用アップグレード
蛍光相関イメージングシステム
一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都品川区東品川四丁目１２番２号 日本エフイー・アイ株式会社 R3.11.29 一般競争 30,800,000円

多光子顕微鏡　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都練馬区北町三丁目６番３号 ソーラボジャパン株式会社 R3.11.29
特定調達（最低価格
落札方式）

47,743,942円

超高純度硫酸ガドリニウム（８水
和物）6.6トン

本部　財務部長 佐藤　哲康
福岡県大牟田市大字唐船２０８１番地３９
８

日本イットリウム株式会社 R3.11.29
特定調達（最低価格
落札方式）

108,900,000円

全ゲノム情報を患者に還元する
ためのがんゲノムデータ解析シス
テム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 株式会社日立製作所 R3.11.29
特定調達（総合評価
落札方式）

277,200,000円

東京大学大学院工学系研究科・
工学部　　講義室プロジェクタ更
新

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都世田谷区太子堂１丁目４番２４号 株式会社サウンドシステム R3.11.30 公開見積合せ 6,204,000円

令和4年1月南海トラフ西部域に
おける海底地震観測作業

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都台東区台東4-28-11 海洋エンジニアリング株式会社 R3.11.30 公開見積合せ 9,240,000円

KOTAIバイオテクノロジーズ社
10X Chromium Single Cell 3
RNA-seq 受託解析　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都豊島区巣鴨1-3-6 東京サイエンス株式会社 R3.11.30 公開見積合せ 9,559,000円

共焦点レーザースキャン顕微鏡
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
愛知県名古屋市中区新栄一丁目３３番１
号

理科研株式会社 R3.11.30
特定調達（最低価格
落札方式）

31,020,000円

ダイナミックマップ基盤株式会社
製　デジタルマップ　ＤＭＰ－０３
一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都中央区日本橋室町四丁目１番２１
号

ダイナミックマップ基盤株式会社 R3.12.2 随意契約 9,218,000
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

協調型自動運転シミュレータ／
（株）フォーラムエイト製　ＵＣ－ｗ
ｉｎ／Ｒｏａｄ　Ｖｅｒ．１５　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都港区港南二丁目１５番１号 株式会社フォーラムエイト R3.12.6 随意契約 14,817,000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

薬用保冷庫　他　15台 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
神奈川県川崎市幸区小倉五丁目２０番１
６号

中山商事株式会社 R3.12.7 公開見積合せ 5,357,000円

Brain Products社製 BrainAmp
ExG MR システム 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都千代田区岩本町1-6-3 株式会社フィジオテック R3.12.7 随意契約 6,049,505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

生体機能チップ培養システム 薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明
千葉県千葉市中央区末広三丁目１２番６
号

株式会社薬研社 R3.12.7 一般競争 14,996,850円

令和4年度　東京大学入学試験
問題及び解答用紙の印刷製造

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都港区虎ノ門二丁目２番５号 独立行政法人国立印刷局 R3.12.7 随意契約 16,301,749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

水循環研究解析データ保存用
ファイルサーバの更新

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都台東区柳橋二丁目１番１０号 ビジュアルテクノロジー株式会社 R3.12.8 公開見積合せ 6,399,690円
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東京大学（白金台）医科学研究
所附属病院Ａ棟保安用発電設
備ガスタービン機関等整備

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都品川区大崎3-7-9 株式会社明電エンジニアリング R3.12.8 随意契約 9,498,500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

（株）文祥堂社製電動式集密書
架・改造　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８
号

株式会社清和ビジネス R3.12.8
特定調達（最低価格
落札方式）

21,450,000円

光シート蛍光顕微鏡　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
千葉県千葉市中央区末広三丁目１２番６
号

株式会社薬研社 R3.12.8
特定調達（最低価格
落札方式）

47,679,500円

キーエンス社製　オールインワン
蛍光顕微鏡　ＢＺ－Ｘ８００　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都板橋区大谷口北町９０番３号 株式会社エキシジェン R3.12.9 一般競争 14,966,050円

米国Ａｋｏｙａ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ社製
ＣＯＤＥＸ　Ｂａｓｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍ　一
式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都文京区本郷3-44-2 理科研株式会社 R3.12.9 一般競争 14,998,500円

電動アクチュエーター　一式 生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都千代田区神田駿河台二丁目１番
19-401号

株式会社ＴＴＣ R3.12.10 公開見積合せ 5,857,500円

NanoTemper Technologies社製
タンパク質プロファイリングシステ
ムTycho NT.6 System TY-001　1
台

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都文京区向丘1-9-22 株式会社藤本理化 R3.12.10 公開見積合せ 6,765,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第５号

㈱オプトライン製 マルチパターン
LED照明システム LEOPARD2
一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都千代田区鍛冶町1-8-6 株式会社池田理化 R3.12.10 公開見積合せ 8,250,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第５号

科学技術計算用高性能コン
ピュータ
12基

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都千代田区神田錦町1-13
株式会社シーティ―ソリューショ
ン

R3.12.10 公開見積合せ 8,368,800円

高速高精度運動計測評価システ
ム／（株）アキュイティー製　ＡＣ
ＴーＰＸ４１５１０５－ＴＵＨ　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都渋谷区渋谷三丁目２８番１５号 アキュイティー株式会社 R3.12.10 随意契約 9,500,000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

高速イーサネットスイッチ他　一
式

理学系研究科等・事務部長 生田目　金雄 東京都千代田区丸の内1-5-1 三菱HCキャピタル株式会社 R3.12.10 随意契約 9,832,900円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

賃貸借契約が完了するシステムの一部を買い
取るもの。同システムは、三菱HCキャピタル㈱
が所有しているものであるため。

0

深層学習解析用ワークステー
ション　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 仙台市青葉区国分町三丁目４番３３号 株式会社ジーテップ・アドバンス R3.12.10 一般競争 14,499,999円

株式会社ニコン製　研究用倒立
顕微鏡　ＥＣＬＩＰＳＥ　Ｔｉ２－Ｕシ
ステム　顕微鏡用デジタルカメラ
ＤＳ－Ｑｉ２セット　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都豊島区巣鴨一丁目３番６号 東京サイエンス株式会社 R3.12.13 公開見積合せ 6,028,000円

高機能・低消費電力テレメータ
LT-7700　5台

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都府中市武蔵台1-18-18 白山工業株式会社 R3.12.13 随意契約 6,270,000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

キーエンス社製　オールインワン
蛍光顕微鏡　ＢＺ－Ｘ８００　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3丁目44-2 理科研株式会社 R3.12.13 公開見積合せ 7,524,000円
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JCM-7000卓上走査電子顕微鏡
一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都昭島市武蔵野3-1-2 日本電子株式会社 R3.12.13 随意契約 9,999,000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電子㈱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

河川氾濫警戒システム　一式 生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番４
号

住友電設株式会社 R3.12.13 一般競争 14,960,000円

マルチターゲットスパッタ装置
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区鍛冶町二丁目１０番７号 株式会社エイコー R3.12.13
特定調達（最低価格
落札方式）

27,896,000円

ファンデルワールスエピタキシー
装置　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区鍛冶町二丁目１０番７号 株式会社エイコー R3.12.13
特定調達（最低価格
落札方式）

31,999,999円

偏光変調器用回転子磁気回路
一式

カブリ数物連携宇宙研究研機構
事務長

上原　功 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 信越化学工業株式会社 R3.12.14 随意契約 5,830,000円
契約事務取扱規程第32条第1
項第4号

当該社が製造・販売しているものであり、他の販売店等
を通さず直接販売を行っているため。

0

テラヘルツ波発生・検出システム
／（有）スペクトルデザイン製　Ｓ
Ｄ－ＦＳＴＨｚ０１　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 栃木県大田原市湯津上２８５番１号 有限会社スペクトルデザイン R3.12.14 随意契約 9,680,000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

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ２　Ｓ遺伝子組換
え麻疹ウイルス（ＭＶ－ＣｏＶ２Ｓ）
の生産・精製検討

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 R3.12.15 随意契約 5,390,000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

フレキシベントFX マウス用[体
重：15-85g用]　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社 R3.12.15 公開見積合せ 7,622,923円

オカムラ製　ナースカート　116台 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都中央区日本橋室町四丁目3番18
号

株式会社清和ビジネス R3.12.15 一般競争 13,750,000円

高機能患者シミュレータ　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
京都府京都市伏見区北寝小屋町１５番
地

株式会社京都科学 R3.12.15
特定調達（最低価格
落札方式）

25,186,381円

独国Ｚｏｌｌｅｒ＋Ｆｒｏｈｌｉｃｈ社製　３
Ｄレーザースキャナー　Ｉｍａｇｅｒ５
０１６　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都港区芝浦一丁目２番１号 兼松エアロスペース株式会社 R3.12.16 随意契約 9,900,000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

東京大学茨城県東海団地他１団
地で使用する電気　一式

本部　施設部長 金光　謙一郎 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号
東京電力エナジーパートナー株
式会社

R3.12.16
特定調達（最低価格
落札方式）

148,066,162円

地殻変動解析用計算機　一式 地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都港区芝1-12-7 株式会社ジーデップ・アドバンス R3.12.17 公開見積合せ 9,405,000円

パーキンエルマー社製　液体シ
ンチレーションカウンター　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 愛知県名古屋市中区丸の内3-8-5 株式会社カーク R3.12.17 一般競争 10,494,000円

東京大学地震研究所光ファイ
バー通信サービス　一式

地震研究所　事務長 村岡　　俊 神奈川県鎌倉市腰越4-3-4 ソネット株式会社 R3.12.17 一般競争 10,863,600円
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サーモフィッシャーサイエンティ
フィック社製　ナノフロー液体クロ
マトグラフシステム

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都墨田区緑2-7-3 株式会社バイオテック・ラボ R3.12.17 一般競争 11,264,000円

エッペンドルフ・ハイマック・テクノ
ロジーズ社製　超遠心機　ｈｉｍａ
ｃ　ＣＰ１００ＮＸ　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 大阪府大阪市北区天満3-5-8 株式会社アズバイオ R3.12.17 一般競争 14,931,950円

米国Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｌｉ
ｍｉｔｅｄ社製　ＥＬＩＳＰＯＴアナライ
ザー　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都豊島区巣鴨1-4-6 東京サイエンス株式会社 R3.12.17 一般競争 14,993,000円

東京大学本郷地区他３団地で使
用するガス　一式

本部　施設部長 金光　謙一郎 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号
東京電力エナジーパートナー株
式会社

R3.12.17
特定調達（最低価格
落札方式）

309,428,952円

東京大学構内ＮＷ現地調査一
式

情報システム部長 水上　順一 東京都港区海岸一丁目７番１号 ソフトバンク株式会社 R3.12.20 公開見積合せ 9,900,000円

タンパク質Ｘに結合する化合物
の取得　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎
神奈川県藤沢市村岡東二丁目２６番地
の１

株式会社ＳＥＥＤＳＵＰＰＬＹ R3.12.21 随意契約 14,300,000円
東京大学契約事務取扱
規程第32条第1項第一
号

契約の目的が競争を許さないため。 0

ショットキー走査電子顕微鏡　一
式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 株式会社日立ハイテク R3.12.21
特定調達（最低価格
落札方式）

24,145,000円

超高速チタンサファイアレーザ再
生増幅システム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都渋谷区代々木二丁目１番１号 コヒレント・ジャパン株式会社 R3.12.21
特定調達（最低価格
落札方式）

31,702,000円

内視鏡診療システム　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号
オリンパスマーケティング株式会
社

R3.12.21
特定調達（最低価格
落札方式）

49,999,950円

ロケット実験用回路　一式
カブリ数物連携宇宙研究研機構
事務長

上原　功 東京都大田区蒲田6丁目36番11号 シマフジ電機株式会社 R3.12.22 随意契約 7,994,250円
契約事務取扱規程第32条第1
項第4号

回路の製作にはZDAQ-SoCの回路図やFPGAのコード
情報が必要であり、当該社でなければ製作は不可能で
あるため。

0

心臓血管超音波画像診断装置
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 株式会社イノメディックス R3.12.22
特定調達（最低価格
落札方式）

19,921,000円

血液浄化装置　四式 本部　財務部長 佐藤　哲康
愛知県名古屋市中区千代田二丁目１６
番３０号

株式会社八神製作所 R3.12.22
特定調達（最低価格
落札方式）

21,441,200円

認知実験用ヒューマノイドロボット
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都新宿区山吹町３４７ 東京ロボティクス株式会社 R3.12.22
特定調達（最低価格
落札方式）

26,290,000円

患者用ベッド　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８
号

株式会社清和ビジネス R3.12.22
特定調達（最低価格
落札方式）

111,540,000円

ＰＣＯ社製　蛍光寿命イメージン
グカメラ　Ｐｃｏ．ｆｌｉｍ型

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎
東京都江戸川区西葛西６－１８－１４　Ｔ．
Ｉ．ビル

株式会社東京インスツルメンツ R3.12.23 公開見積合せ 7,508,050円
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サーモフィッシャーサイエンティ
フィック株式会社製　マルチモー
ドマイクロプレートリーダー　Ｖａｒｉ
ｏｓｋａｎ　ＬＵＸ

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎
東京都千代田区鍛冶町１－８－６　神田
ＫＳビル６Ｆ

株式会社池田理化 R3.12.23 公開見積合せ 7,700,000円

新規抗体医薬のカニクイザルに
おけるＰＫ試験　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 長野県伊那市西箕輪２１４８番地１８８ 株式会社イナリサーチ R3.12.23 公開見積合せ 7,700,000円

パラマウントベッド社製 エバー
リーフシャインマットレス KE-
593S 375枚

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都中央区日本橋室町四丁目3番18
号

株式会社清和ビジネス R3.12.23 公開見積合せ 8,448,000円

ＡＡＶ中空粒子の製造業務　一
式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都中央区日本橋本町3-2-10 岩井化学薬品株式会社 R3.12.23 公開見積合せ 8,855,000円

Animal　Care　Systems　社製
モーターフリー飼育装置　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都豊島区巣鴨1-7-6 東京サイエンス株式会社 R3.12.23 一般競争 10,175,000円

ニコン製　電動倒立顕微鏡Ti2-E
モノクロカメラセット　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都品川区西大井1-6-3 株式会社ニコンソリューションズ R3.12.23 一般競争 10,494,000円

東京大学アタカマ天文台環境監
視設備 一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
広島県広島市安佐南区緑井四丁目２２
番２５号

東洋電装株式会社 R3.12.23
特定調達（最低価格
落札方式）

19,580,000円

光通信伝送装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都千代田区丸の内二丁目７番２号JP
タワー

ネットワンシステムズ株式会社 R3.12.23
特定調達（最低価格
落札方式）

22,745,800円

DICOM規格連携サーバシステム
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都日野市旭が丘四丁目７番１２７
GEヘルスケア・ジャパン株式会
社

R3.12.23
特定調達（最低価格
落札方式）

33,000,000円

東京大学アタカマ天文台電源用
雷保護設備 一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
大阪府大阪市北区豊崎一丁目１２番１３
－４０１号

音羽電機工業株式会社 R3.12.23
特定調達（最低価格
落札方式）

42,130,000円

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 R3.12.24 公開見積合せ 5,340,500円

島津製作所製 超高速液体クロ
マトグラフシステム Prominenceシ
ステム　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都文京区向丘1-9-22 株式会社藤本理化 R3.12.24 公開見積合せ 7,150,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第５号

ＨＰＣＩ共用ストレージ東拠点　大
容量メモリ搭載型ログインノード
増設　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 R3.12.24 一般競争 13,728,000円

シリンジポンプTE-381　１１０台 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷三丁目４番６号 株式会社ＭＭコーポレーション R3.12.24 一般競争 14,350,600円

横河電機社製　自動ナノデリバ
リーＳＵ１０　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都新宿区西新宿2-3-1
オリンパスマーケティング株式会
社

R3.12.24 一般競争 14,996,850円
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法学部　（株）文祥堂社製電動式
集密書架・改造　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８
号

株式会社清和ビジネス R3.12.24
特定調達（最低価格
落札方式）

26,400,000円

法学部　日本ファイリング（株）製
電動式集密書架・ＬＥＤ化　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８
号

株式会社清和ビジネス R3.12.24
特定調達（最低価格
落札方式）

26,400,000円

高速原子間力顕微鏡　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都品川区西大井一丁目６番３号 株式会社ニコンソリューションズ R3.12.24
特定調達（最低価格
落札方式）

34,056,792円

　東京大学柏キャンパス・シャト
ルバス運行業務　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都墨田区押上一丁目１番２号 東武バスセントラル株式会社 R3.12.24
特定調達（最低価格
落札方式）

111,584,880円

英国　Ｃｙｔｉｖａ社製　CCDイメー
ジャー Amersham ImageQuant
800 Flourシステム

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社 R3.12.27 公開見積合せ 6,385,452円

電気化学測定システム　一式 生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都台東区上野五丁目１４番１２号
NDビル３階

日本電計株式会社 R3.12.27 公開見積合せ 8,580,000円

調剤台　24台 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
大阪府大阪市中央区内淡路町二丁目１
番５号

小西医療器株式会社 R3.12.27 随意契約 9,471,000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

スマートシティ人材育成プログラ
ム（仮称）用施設賃貸借

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 三井不動産株式会社 R4.12.15 随意契約
月額賃料1,032,257

円
敷金5,630,493円

東京大学契約事務取扱
規定第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

新聞への「Tokyo Forum 2021
Online」総括記事（採録広告）掲
載

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都中央区銀座七丁目１３番２０号 株式会社日本経済社 R4.12.24 随意契約 10,725,000円
東京大学契約事務取扱
規定第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

超高真空スパッタ装置　一式 生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都小平市御幸町１６番地２号 バキュームプロダクツ株式会社 R4.1.5 随意契約 6,512,000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

日本コンピューティングシステム
社製　ＣＰＵ　ＶＣ７７６３ＡＥ－２Ｕ
１２ＨＡ－Ｒ２８２Ｚ９３　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都台東区池之端二丁目６番５号
株式会社日本コンピューティング
システム

R4.1.5 公開見積合せ 8,819,800円

データ活用社会創成プラット
フォーム基盤システム　利用申請
管理および利用支援機能強化

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 R4.1.5 随意契約 12,899,700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

【電子書籍】【リバースチャージ】
ＡＭＳ　ｅＢｏｏｋ　東京大学未購
入分コンプリートパッケージ

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都中央区日本橋二丁目３番１０号 丸善雄松堂株式会社 R4.1.6 随意契約 13,019,868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

高速データ転送実験システム
一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番４
号

住友電設株式会社 R4.1.6 一般競争 14,896,200円

高速計算クラスタ増設
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都江東区冬木９－１３
リアルコンピューティング株式会
社

R4.1.7 公開見積合せ 6,666,000円
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ＧＰＧＰＵワークステーション　一
式

柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 中央区日本橋富沢町７－１３ 株式会社ＨＰＣテック R4.1.7 一般競争 9,572,200円

物性予測モデル構築用ＧＰＵ搭
載データベースサーバー　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都文京区本郷三丁目３４番３号本郷
第一ビル８階

ＧＤＥＰソリューションズ株式会社 R4.1.7 公開見積合せ 9,900,000円

人工知能教育研究用共有基盤
システム保守更新　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都中央区日本橋大伝馬町３－２ 株式会社ＨＰＣソリューションズ R4.1.7 随意契約 11,990,000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

自動細胞解析装置　一式 薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都文京区向丘一丁目９番２２号 株式会社藤本理化 R4.1.7 一般競争 13,552,000円

米国Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社
製　トランシーバーシステム　ｍｍ
ＲＨ－３６４２／３６５２モジュール
他　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区芝大門一丁目９番９号
日本ナショナルインスツルメンツ
株式会社

R4.1.7 随意契約 14,906,232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

ニッタ（株）製Ｆ－ＳＣＡＮデータ
ロガーシステム一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
奈良県奈良市芝辻町四丁目２番２号
新大宮伝宝ビル３階

アンカーテクノ株式会社 R4.1.11 公開見積合せ 5,973,000円

東京大学医学部附属病院　入院
棟A　１階エントランス　ロビーソ
ファ　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都中央区日本橋室町四丁目３番１８
号　東京建物室町ビル６階

株式会社清和ビジネス R4.1.11 一般競争 6,600,000円

（株）メルビル社製高角度分解能
２軸傾斜ホルダー加熱機構搭載
へのアップデート　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 福岡県福岡市西区石丸２丁目１１番３６号 株式会社メルビル R4.1.11 公開見積合せ 8,415,000円

光コム３次元形状測定器　Ｓ４０
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都品川区東品川三丁目３２番４２号
ＩＳビル２階

株式会社ＸＴＩＡ R4.1.11 公開見積合せ 9,951,000円

シミュレーションモデル作成用大
容量メモリ計算機　一式

地震研究所　事務長 村岡　　俊 福岡県福岡市博多区博多駅南1-9-33 株式会社エス・ワイ・シー R4.1.11 一般競争 11,000,000円

テクトロニクス社製　任意波形
ジェネレータ　ＡＷＧ７０００１Ｂ
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都台東区上野５丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R4.1.11 一般競争 14,999,600円

核磁気共鳴装置　ＡＶＡＮＣＥ４０
０　移設作業　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－９ ブルカージャパン株式会社 R4.1.12 随意契約 6,644,000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

電子線描画用リソグラフィシミュ
レータ　ＬＡＢ　ＡＤＶ

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市緑区白山１丁目１８番２
号

ＧｅｎＩＳｙｓ株式会社 R4.1.12 随意契約 7,425,000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

ＮＢＣ災害・テロ対策設備整備費
補助事業（除染設備、テロ対策
用除染テント　一式）

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 文京区小石川4-17-35 株式会社イノメディックス R4.1.12 一般競争 8,250,000円

超高真空成膜装置用多元化シ
ステム　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都千代田区鍛冶町2-10-7 株式会社エイコー R4.1.12 一般競争 10,989,000円



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由

備考契約年月日 契約方式
再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）

大規模共通ストレージシステム
データ移行　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 R4.1.12 一般競争 13,750,000円

生体分子間相互作用解析装置
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区向丘一丁目９番２２号 株式会社藤本理化 R4.1.12
特定調達（最低価格
落札方式）

25,300,000円

超高純度硫酸ガドリニウム（８水
和物）3.4トン

本部　財務部長 佐藤　哲康
福岡県大牟田市大字唐船２０８１番地３９
８

日本イットリウム株式会社 R4.1.12
特定調達（最低価格
落札方式）

56,100,000円

独国カールツァイス社 正立型顕
微鏡システム　Axioimager.M2

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都文京区向丘一丁目９番２２号 株式会社藤本理化 R4.1.13 公開見積合せ 5,500,000円

株式会社キーエンス製 デジタル
マイクロスコープ　VHX-8000　一
式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 大阪府大阪市東淀川区東中島1-3-14 株式会社キーエンス R4.1.13 公開見積合せ 6,358,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第５号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

株式会社ｵﾌﾟﾄﾗｲﾝ製　多点・ﾊﾟ
ﾀｰﾝ照明ｼｽﾃﾑ（ﾚｰｻﾞｰﾓﾃﾞﾙ）
DSI-L463/3W-NK-UTIK

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R4.1.13 公開見積合せ 9,237,800円

東京大学コミュニケーションセン
ター「通販サイトに係る商品管
理、受注管理等」委託業務

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都中央区銀座二丁目１６番１０号 ヤマト運輸株式会社 R4.1.13
特定調達（最低価格
落札方式）

250,000円／月
単価契約
調達予定総額：44,212,003
円

シスメックス社製　Oncoguide TM
NCCオンコパネルキット　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 東邦薬品株式会社 R4.1.14 公開見積合せ 5,632,000円

オリンパス（株）製　倒立型リサー
チ顕微鏡システム　一式

定量生命科学研究所　事務長 和田　敏雄 東京都文京区向丘一丁目９番２２号 株式会社藤本理化 R4.1.14 一般競争 11,660,000円

米国ベックマン・コールター社製
ハイパフォーマンスコンパクトフ
ローサイトメーター　ＣｙｔｏＦＬＥＸ
Ｓ　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都豊島区巣鴨1-3-6 東京サイエンス株式会社 R4.1.14 一般競争 13,860,000円

誘電体多層膜ミラー　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
京都府京都市下京区烏丸通四条下る水
銀屋町６３７番地

株式会社光響 R4.1.14 一般競争 13,966,150円

東京大学インターナショナル・
ロッジ等管理業務他　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都港区新橋五丁目９番１号 株式会社関東コーワ R4.1.14
特定調達（最低価格
落札方式）

82,447,200円

ＮＥＴＺＳＣＨ　Ｊａｐａｎ発生ガス分
析システム　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目
９番１３号

ＮＥＴＺＳＣＨ　ＪＡＰＡＮ株式会社 R4.1.17 随意契約 6,160,000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

ＮＥＴＺＳＣＨ　Ｊａｐａｎ株式会社製
上皿式差動型示差熱天秤　ＳＴ
Ａ２５００　Ｒｅｇｕｌｕｓ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目
９番１３号

ＮＥＴＺＳＣＨ　Ｊａｐａｎ株式会社 R4.1.17 随意契約 6,160,000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

「財務会計システム」「予算執行
管理システム」オラクルライセンス
及びサポート

情報システム部長 水上　順一 東京都港区北青山２丁目５番８号
日本オラクルインフォメーションシ
ステムズ合同会社

R4.1.17 随意契約 8,828,913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。
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ＣＡＶＩＴＡＲ社製可視化用レー
ザー照明　Ｃａｖｉｌｕｘ　Ｓｍａｒｔ　６
４０ｎｍ　４００Ｗ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区岩本町二丁目７番１１号 株式会社松見科学計測 R4.1.18 公開見積合せ 5,146,020円

中国ＹＳＬ　Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ社製スー
パーコンティニューム光源　他
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都江東区木場六丁目６番６号２０１ ＭＳＨシステムズ株式会社 R4.1.18 随意契約 5,199,700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

数値計算用計算機　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区海岸三丁目９番１５号 ＨＰＣシステムズ株式会社 R4.1.18 公開見積合せ 8,679,000円

米国イルミナ社製　ＮｏｖａＳｅｑ　６
０００　Ｓ４　Ｒｅａｇｅｎｔ　Ｋｉｔ　ｖ１．５
（３００　ｃｙｃｌｅｓ）　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都文京区本郷3-21-2 株式会社シマダ器械 R4.1.18 公開見積合せ 9,469,812円

双腕４軸ＤＤマニピュレータ　プ
ロトタイピングモデル　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都品川区西五反田八丁目４番１４号
大橋ビル3F

株式会社キビテク R4.1.19 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

英国アンドールテクノロジー社製
ＤＨ３３４Ｔ－１８Ｆ－Ｅ３型ＩＣＣＤ
検出器（ソフトウェア付）　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都江戸川西葛西六丁目１８番１４号 株式会社東京インスツルメンツ R4.1.19 随意契約 5,583,600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

全自動試料保管搬送システム全
自動レーザー加工測定統合制
御システム接続プログラム開発
作業　一式

柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 千代田区神田錦町２－３
みずほリサーチ＆テクノロジーズ
株式会社

R4.1.19 公開見積合せ 6,281,000円

株式会社日立ハイテク製　走査
型プローブ顕微鏡システム　ＡＦ
Ｍ５１００Ｎ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 ヤマト科学株式会社 R4.1.19 公開見積合せ 9,900,000円

次世代シーケンサー用ライブラリ
作成前処理装置　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷三丁目44番2号 理科研株式会社 R4.1.19 一般競争 12,760,000円

エミュレータの高度利用のための
ソフトウェアＰｒｏｔｏＦｏｒｇｅ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
9 W 41st Ave. San Mateo, CA 94403
U.S.A.

Ｂｅｌｍｏｎｔ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ，　Ｉｎｃ． R4.1.19 随意契約 14,950,000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

ＨＭＲＧ・ＨＣＩ　２ｇ 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
北海道札幌市中央区北８条西１８丁目３５
番地１００　エアリービル５階

五稜化薬株式会社 R4.1.20 随意契約 5,643,000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

ＢｉｏＳｐｅｃ７０／２０ＵＳＲ　超電導
マグネット用４０，０００時間メンテ
ナンス部品　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目
９番地

ブルカージャパン株式会社 R4.1.20 随意契約 6,512,000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

有限会社ココズネット製　移動体
行動解析システム　ＲＯＭＡＮ
Ｖｅｒ１．２　一式　他

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎
福岡県福岡市中央区清川２丁目２−４−２
９

有限会社ココズネット R4.1.20 随意契約 9,010,000円 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

気候変動予測実験システム　一
式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番４
号

住友電設株式会社 R4.1.20 一般競争 14,960,000円
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SK-Gd用硫酸ガドリニウム対応カ
チオン交換樹脂　2400L

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都江東区新砂一丁目２番８号 オルガノ株式会社 R4.1.20
特定調達（最低価格
落札方式）

20,064,000円

患者用ＩＣＵベッド　五式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区小石川四丁目１７番１５号 株式会社イノメディックス R4.1.20
特定調達（最低価格
落札方式）

22,759,000円

超伝導核磁気共鳴システム　一
式

本部　財務部長 佐藤　哲康 神奈川県神奈川区守屋町三丁目９番地 ブルカージャパン株式会社 R4.1.20
特定調達（最低価格
落札方式）

72,378,900円

高精度放射線治療システム　二
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 R4.1.20
特定調達（総合評価
落札方式）

495,000,000円

独国ライカマイクロシステムズ社
製　リサーチ用高機能凍結ミクロ
トーム　CM3050S IV型　１式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社 R4.1.21 公開見積合せ 5,999,400円

米国１０ｘ　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ社製　Ｃｈｒ
ｏｍｉｕｍ　Ｎｅｘｔ　ＧＥＭ　シング
ルセル　３’キット　ｖ３．１　ｆｏｒ　Ｄ
ｕａｌ　Ｉｎｄｅｘ（１６サンプル）　他
一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都文京区本駒込5-2-10 株式会社高長 R4.1.21 公開見積合せ 7,062,000円

認証システムＷＡＰ学外公開設
定作業　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Ｊａｐａｎ株式会社 R4.1.21 随意契約 8,672,400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

（株）フォーラムエイト製 全周囲
映像運転シミュレータ ＵＣ－ｗｉｎ
／Ｒｏａｄ　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都港区港南二丁目１５番１号 株式会社フォーラムエイト R4.1.21 随意契約 14,946,800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

高強度フェムト秒レーザー装置
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
埼玉県さいたま市南浦和一丁目２番１７
号

フォトテクニカ株式会社 R4.1.21
特定調達（最低価格
落札方式）

57,189,000円

いちご本郷ビル２階賃貸借契約 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田大手町一丁目１番１号 三菱地所株式会社 R4.1.21 随意契約 月額3,796,100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
単価契約
調達予定総額　91,106,400
円

（株）アクシス製　100V空冷式小
型無冷媒型超電導マグネット
一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 茨城県つくば市大角豆646-2 株式会社アクシス R4.1.24 公開見積合せ 6,380,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第５号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0

（株）フォトロン製高速カメラシス
テム　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号
オリンパスマーケティング株式会
社

R4.1.25 公開見積合せ 7,207,200円

大規模コミュニケーションシステ
ム　一式

情報システム部長 水上　順一 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
アビームコンサルティング株式会
社

R4.1.25 一般競争 14,960,000円

東京大学医学部附属病院 搬送
設備保全業務　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
東京都千代田区神田駿河台二丁目９番
地

株式会社日本シューター R4.1.25 一般競争 187,000,000円



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由

備考契約年月日 契約方式
再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）

東京大学医学部附属病院 医療
ガス設備保全業務　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都千代田区西神田二丁目３番１６号 株式会社エフエスユニ R4.1.25 一般競争 207,900,000円

米国ハミルトンソーン社製　レー
ザー穿孔装置　ＸＹＣｌｏｎｅ　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎
東京都千代田区鍛冶町1-8-6 神田KSビ
ル

株式会社池田理化 R4.1.26 公開見積合せ 6,633,000円

横河電機（株）製共焦点スキャ
ナーユニット　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号
オリンパスマーケティング株式会
社

R4.1.26 公開見積合せ 9,735,000円

眼科用ＰＤＴレーザー装置　一式 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都台東区東四丁目２６番１号 株式会社マスダ R4.1.26 一般競争 12,540,000円

Ｗｈｏｌｅ　ｇｅｎｏｍｅ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ
（ＷＧＳ）　解析、ＲＮＡ　ｓｅｑ　解
析　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都豊島区南大塚二丁目３７番５号 東和科学株式会社 R4.1.26 一般競争 14,999,930円

新型コロナワクチン職域接種（３
回目）運営業務　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 近畿日本ツーリスト株式会社 R4.1.26
特定調達（最低価格
落札方式）

25,161,483円

Ｓｙｎｏｐｓｙｓ社製ＩＣＣｏｍｐｉｌｅｒＩＩラ
イセンス　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都世田谷区玉川２－２１－１　二子玉
川ライズ・オフィス

日本シノプシス合同会社 R4.1.27 随意契約 8,429,913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

Nanion Technologies社製 パッチ
クランプシステム　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都文京区向丘1-9-22 株式会社藤本理化 R4.1.27 一般競争 11,825,000円

円二色性分散計 　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 八王子市石川町２９６７番地の５ 日本分光株式会社 R4.1.27
特定調達（最低価格
落札方式）

19,074,000円

マイクロドロップレットソーティング
システム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
愛知県名古屋市中区新栄一丁目３３番１
号

理科研株式会社 R4.1.27
特定調達（最低価格
落札方式）

20,212,500円

東京大学健康診断業務委託 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都千代田区平河町二丁目６番１号 一般社団法人日本健康倶楽部 R4.1.27 一般競争 4,620円／人
単価契約
調達予定総額：
384,926,553円

二軸試験装置　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都葛飾区東立石三丁目１６番２号 東京試機工業株式会社 R4.1.28 公開見積合せ 5,819,000円

シャンドンダイアグノスティックス
社製　クリオスターＮＸ７０　ＶＤ
一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都文京区根津1-1-19 株式会社アズバイオ R4.1.28 公開見積合せ 6,490,000円

サーモフィシャーサイエンティ
フィック社製 ICP発光分光分析
装置　iCAP PRO XP Duo

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 神奈川県横浜市戸塚区前田町501-15 株式会社杉山商事 R4.1.28 公開見積合せ 9,332,950円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第５号

契約の性質又は目的が競争を許さないため 0



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由
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約の場合）

契約金額
（税込）

Ｍｅｓｏ　Ｓｃａｌｅ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ社製
ＭＥＳＯ　ＱｕｉｃｋＰｌｅｘ　ＳＱ　１２０
ＭＭ　Ｒｅａｄｅｒ　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都文京区根津1-1-19 株式会社アズバイオ R4.1.28 公開見積合せ 9,900,000円

真空型赤外分光光度計システム
（ＶＥＲＴＥＸ７０ｖ）一式

柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 渋谷区恵比寿西２－７－５ 竹田理化工業株式会社 R4.1.28 公開見積合せ 9,900,000円

独国ａｔｔｏｃｕｂｅ　ｓｙｓｔｅｍｓ社製
ＡＳＣ５００＿ＩＭｄ０８　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都文京区湯島三丁目１９番５号 ロックゲート株式会社 R4.1.28 随意契約 9,933,000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

ミズホ(株)製 手術台　ＭＯＴ－Ｖ
Ｓ６００Ｄｊ　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区小石川四丁目17番15号 株式会社イノメディックス R4.1.28 一般競争 12,210,000円

原子間力顕微鏡　（Ｐａｒｋ　Ｓｙｓｔｅ
ｍｓ社製　ＮＸ１０－ＮＨＳ　ＡＦＭ
Ｓｙｓｔｅｍ）一式

柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 千代田区神田錦町１－１７－１
パーク・システムズ・ジャパン株式
会社

R4.1.28 一般競争 13,002,000円

米国・ミズホ オーソペディック シ
ステム社製 Ｔｒｉｏｓテーブルシス
テム　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区小石川四丁目17番15号 株式会社イノメディックス R4.1.28 一般競争 13,046,000円

波長分散型蛍光Ｘ線分析装置
ＺＳＸ　ＰｒｉｍｕｓⅣ／ＶＡ／Ｎ一式

柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 渋谷区千駄ヶ谷４－１４－４ 株式会社リガク　東京支店 R4.1.28 一般競争 14,942,400円

Cytiva製Amersham Typhoon
scanner RGB　スキャナータイプ
画像解析装置　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都文京区本郷3-44-2 理科研株式会社 R4.1.28 一般競争 14,999,369円

ヒト全ゲノムシーケンス解析　一
式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷三丁目44番2号 理科研株式会社 R4.1.28 一般競争 23,523,500円

臨床研究棟西 ネットワークシステ
ム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都千代田区丸の内二丁目７番２号Ｊ
Ｐタワー

ネットワンシステムズ株式会社 R4.1.28
特定調達（最低価格
落札方式）

48,400,000円

東京大学数値解析ソフトウェア包
括ライセンス 一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都中央区京橋二丁目１３番１１号宝
町三清ビル

株式会社三平商会 R4.1.28
特定調達（最低価格
落札方式）

74,039,793円

国立大学病院データベースセン
ター運用支援業務請負　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都世田谷区上北沢五丁目３７番１８
号

キーウェアソリューションズ株式
会社

R4.1.28
特定調達（総合評価
落札方式）

125,103,000円

チサゲンレクルユーセル　　二式 本部　財務部長 佐藤　哲康 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 株式会社スズケン R4.1.28
特定調達（最低価格
落札方式）

32,647,760円／式
単価契約
調達予定総額：65,295,520
円

独国・エルベ社製　VIO3／
APC3 高周波手術装置　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷三丁目２２番５号 株式会社 八神製作所 R4.1.31 公開見積合せ 5,830,000円
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米国・ヘモネティクス社製　セル
セーバー エリート プラス　２台

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷３丁目４番６号 株式会社 ＭＭコーポレーション R4.1.31 公開見積合せ 6,248,000円

バイオ・ラッド ラボラトリーズ社製
Chemi Doc Touch MP イメージン
グ システム　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都豊島区巣鴨1-7-6 東京サイエンス株式会社 R4.1.31 公開見積合せ 6,490,000円

独国CYTENA社製　ライブセルイ
メージング装置 CELLCYTE　X
システム　７０８９UIPC

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都文京区湯島四丁目６番１２号 株式会社和科盛商会 R4.1.31 公開見積合せ 6,996,000円

PHC株式会社製　バイオハザー
ド対策用キャビネット　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都豊島区巣鴨1-7-6 東京サイエンス株式会社 R4.1.31 公開見積合せ 7,062,000円

米国サーモフィッシャーサイエン
ティフィック社製　ＳｅｑＳｔｕｄｉｏ
ジェネティックアナライザ　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一
京都府京都市中京区二条通烏丸西入東
玉屋町498

ナカライテスク株式会社 R4.1.31 公開見積合せ 7,612,000円

Ｓｅａｇａｔｅ社製　ＮＡＳサーバ　Ｅｘ
ｏｓ　ＡＰ　２Ｕ１２　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都品川区南大井六丁目２３番１号 株式会社日立製作所 R4.1.31 公開見積合せ 8,228,000円

昇降盤台Ｌ型，S型（センシンメ
ディカル社製）

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区小石川四丁目17番15号 株式会社イノメディックス R4.1.31 公開見積合せ 8,404,000円

BMG LABTECH社製 マルチプ
レートリーダーCLARIO star plus
一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都豊島区巣鴨1-7-6 東京サイエンス株式会社 R4.1.31 公開見積合せ 9,900,000円

東京大学工学部１号館向け無線
ＬＡＮ機器　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目
３番３号

株式会社日立情報通信エンジニ
アリング

R4.1.31 公開見積合せ 9,994,050円

アンリツ株式会社製　６７ＧＨｚ信
号発生器　ＭＧ３６９７Ｃ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都渋谷区恵比寿二丁目１１番６号 荒木電機工業株式会社 R4.1.31 公開見積合せ 9,999,000円

テクニプラスト社製　ラット用個別
換気飼育装置　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都豊島区巣鴨1-7-6 東京サイエンス株式会社 R4.1.31 一般競争 14,553,000円

独国ＴＶＩＰＳ　Ｇｍｂｈ製　ＴｅｍＣ
ａｍ－Ｆ２１６ＵＨＶ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区西新橋一丁目２番９号 ＴＶＩＰＳ　Ｊａｐａｎ　Ｇ．Ｋ． R4.2.1 公開見積合せ 7,305,994円

東京大学コミュニケーションセン
ター「本郷店舗に係る店舗運営」
委託業務一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都港区白金五丁目１０番１０号白金
サンフォーレスト１F

株式会社UTプロダクツ R4.2.1 一般競争 2,530円／時間ほか
単価契約
調達予定総額46,732,224
円

ホルマリン固定パラフィン包埋検
体用の空間的遺伝子発現解析
用試薬　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷七丁目３番１号 ケミカルサービス東京株式会社 R4.2.1
特定調達（最低価格
落札方式）

3,702,600円／個
単価契約
調達予定総額 57,142,800
円
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サーモフィッシャーサイエンティ
フィックライフテクノロジーズジャ
パン㈱タンパク質発現・精製受託
サービス　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都文京区本郷3-44-2 理科研株式会社 R4.2.2 公開見積合せ 9,944,990円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第５号

ニコン社製　高速多光子レー
ザー顕微鏡システム　ＡＸＲ　Ｍ
Ｐ　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都品川区西大井一丁目６番３号 株式会社ニコンソリューションズ R4.2.2 一般競争 32,000,000円

医科学研究所感染性廃棄物処
理作業　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都板橋区坂下三丁目４番１号 株式会社ハイシステム R4.2.2
特定調達（最低価格
落札方式）

146.85円／ｋｇ
単価契約
調達予定総額 38,632,200
円

医学部感染性廃棄物処理作業
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都豊島区西池袋二丁目２９番１９号 東京医療クリーン事業協同組合 R4.2.2
特定調達（最低価格
落札方式）

212.30円／ｋｇ
単価契約
調達予定総額 39,487,800
円

医科学研究所一般廃棄物及び
産業廃棄物処理作業　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都板橋区坂下三丁目４番１号 株式会社ハイシステム R4.2.2
特定調達（最低価格
落札方式）

24.2円／ｋｇ
単価契約
調達予定総額 11,880,660
円

医学部附属病院感染性廃棄物
処理作業　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都豊島区西池袋二丁目２９番１９号 東京医療クリーン事業協同組合 R4.2.2
特定調達（最低価格
落札方式）

240.90円／ｋｇ
単価契約
調達予定総額 599,841,000
円

医学部附属病院一般廃棄物及
び産業廃棄物処理作業　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都江戸川区東葛西一丁目１６番３号 株式会社イゾイ R4.2.2
特定調達（最低価格
落札方式）

25.30円／ｋｇ
単価契約
調達予定総額 91,410,000
円

柏キャンパス一般廃棄物収集運
搬処理業務　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 千葉県柏市酒井根二丁目６番１１号 山本産業株式会社 R4.2.2
特定調達（最低価格
落札方式）

29.70円／kg
単価契約
調達予定総額 6,502,210円

本郷キャンパス一般廃棄物及び
産業廃棄物処理作業　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都豊島区池袋二丁目１４番８号エヌ
エスビル

株式会社要興業 R4.2.2
特定調達（最低価格
落札方式）

3.40円／ｋｇ
単価契約
調達予定総額 45,868,592
円

駒場Ⅱキャンパス一般廃棄物及
び産業廃棄物処理作業　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都豊島区池袋二丁目１４番８号エヌ
エスビル

株式会社要興業 R4.2.2
特定調達（最低価格
落札方式）

3.60円/ｋｇ
単価契約
調達予定総額 8,835,970円

駒場Ⅰキャンパス一般廃棄物及
び産業廃棄物処理作業　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都板橋区坂下三丁目４番１号 株式会社ハイシステム R4.2.2
特定調達（最低価格
落札方式）

30.80円/ｋｇ
単価契約
調達予定総額 5,688,490円

キーエンス社製デジタルマイクロ
スコープ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 大阪市東淀川区東中島一丁目３番１４号 株式会社キーエンス R4.2.3 公開見積合せ 5,225,000円

株式会社オプトクエスト製　外部
共振器付ＬＤモジュール　８台

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 埼玉県上尾市原市１３３５番地 株式会社オプトクエスト R4.2.3 随意契約 6,050,000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

ガス吸着熱測定装置　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都昭島市松原三丁目９番１２号 株式会社リガク R4.2.3
特定調達（最低価格
落札方式）

22,206,800円

東京大学工学系研究科・工学部
ネットワーク運用管理支援業務
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁
目３番３号

株式会社日立情報通信エンジニ
アリング

R4.2.3
特定調達（最低価格
落札方式）

64,152,000円
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実験済動物死体等処理作業　一
式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目２番８－５
０３号

エルエス工業株式会社 R4.2.3
特定調達（最低価格
落札方式）

262.90円/ｋｇ
単価契約
調達予定総額 66,806,028
円

データ活用社会創成プラット
フォーム基盤システム　マルチ
ノード機能強化

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 R4.2.4 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

卓上型超遠心機　Ｏｐｔｉｍａ　ＭＡ
Ｘ－ＸＰ　一式／米国ベックマン・
コールター社製

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都文京区湯島四丁目６番１２号 株式会社和科盛商会 R4.2.7 公開見積合せ 6,073,716円

卓上型超遠心機　Ｏｐｔｉｍａ　ＭＡ
Ｘ－ＸＰ　一式／米国ベックマン・
コールター社製

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都文京区湯島四丁目６番１２号 株式会社和科盛商会 R4.2.7 公開見積合せ 6,073,716円

卓上型超遠心機　Ｏｐｔｉｍａ　ＭＡ
Ｘ－ＸＰ　一式／米国ベックマン・
コールター社製

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都文京区湯島四丁目６番１２号 株式会社和科盛商会 R4.2.7 公開見積合せ 6,073,716円

スウェーデン国Ｏｌｉｎｋ　Ｐｒｏｔｅｏｍ
ｉｃｓ　ＡＢ社製　Ｏｌｉｎｋ　Ｔａｒｇｅｔ
９６　Ｉｎｆｌａｍｍａｔｉｏｎ　Ｒｅａｇｅｎｔ
Ｋｉｔ　他　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎
Uppsala Science Park Uppsala,
SE-751 83 SWEDEN

Ｏｌｉｎｋ　Ｐｒｏｔｅｏｍｉｃｓ　ＡＢ R4.2.7 随意契約 9,020,276円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第３号

競争に付することが不利と認められたため

ＧＣＰ－００３用照明光源の原理
検証用装置の設計業務

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 茨城県水戸市見和三丁目５７１番１号
株式会社ＯＫファイバーテクノロ
ジー

R4.2.7 一般競争 11,585,200円

ベッドサイドモニタPVM-4763　10
式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区小石川一丁目1番1号 日本光電工業株式会社 R4.2.7 一般競争 13,200,000円

㈱キーエンス製 デジタルマイクロ
スコープ VHX-8000 及び
レーザ分析ヘッド EA-300　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 大阪府大阪市東淀川区東中島1-3-14 株式会社キーエンス R4.2.8 公開見積合せ 9,493,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第５号

米国プロテインシンプル社製シン
プルウェスタンAbbyシステム　一
式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都墨田区緑2-7-3 株式会社バイオテック・ラボ R4.2.9 公開見積合せ 7,368,900円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第５号

爆縮連鎖破壊防止のための大
口径光　センサ　保護カバーの
性能試験　一式

柏地区共通事務センター事務長 篠田　惠美 中央区築地５－６－４ 株式会社三井Ｅ＆Ｓマシナリー R4.2.9 一般競争 24,145,000円

ドライアイス（年間予定数量　約２
３，６６６ｋｇ）

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都港区芝四丁目１番２３号 日本液炭株式会社 R4.2.9 公開見積合せ 327.80円／ｋｇ
単価契約
調達予定総額7,757,715円

キーエンス社製　オールインワン
蛍光顕微鏡　ＢＺ－Ｘ８００

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都千代田区鍛冶町一丁目8番6号 株式会社池田理化 R4.2.10 随意契約 9,724,000円

ニコン社製　Ｃｒｙｏ光学正立顕微
鏡　Ｎｉ－Ｅシステム　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都豊島区巣鴨一丁目７番６号 東京サイエンス株式会社 R4.2.10 一般競争 12,417,207円

カールツァイス社製 ApoTome3
システム 倒立型電動顕微鏡
AxioObserver7 他　一式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 東京都千代田区鍛冶町１－８－６ 株式会社池田理化 R4.2.10 一般競争 14,459,500円
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ＧＰＵ搭載計算機システム　一式
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都中央区日本橋大伝馬町３－２ 株式会社ＨＰＣソリューションズ R4.2.10 一般競争 14,960,000円

面内組成傾斜噴霧堆積装置　一
式

本部　財務部長 佐藤　哲康 茨城県つくば市東光台五丁目９番５号 株式会社SIJテクノロジ R4.2.10
特定調達（最低価格
落札方式）

20,900,000円

TOP2がん遺伝子プロファイリン
グ解析

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都港区芝浦1-1-1 コニカミノルタＲＥＡＬＭ株式会社 R4.2.10 随意契約 269,500円（単価）
単価契約
269,500円×40件＝
10,780,000円（税込）

仮想マシンリアルタイム同期ハイ
パーバイザ一式

情報システム部長 水上　順一 東京都品川区東五反田二丁目１７番１号
日本コムシス株式会社　ＩＴビジ
ネス事業本部

R4.2.14 公開見積合せ 9,790,000円

海半球観測研究センター研究資
源の管理・保守　一式

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都武蔵村山市榎3-25-1 有限会社テラテクニカ R4.2.14 随意契約 11,803,000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

Ｓｙｎｏｐｓｙｓ社　ＩＣＣｏｍｐｉｌｅｒＩＩお
よびＰｒｉｍｅＴｉｍｅライセンス　一
式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都世田谷区玉川２－２１－１　二子玉
川ライズ・オフィス

日本シノプシス合同会社 R4.2.14 随意契約 13,736,768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

オフィール社製　広帯域ビーム
プロファイラ　一式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-384 株式会社オフィールジャパン R4.2.15 公開見積合せ 6,792,500円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第５号

実験動物施設飼育管理業務　一
式

医科学研究所　事務部長 松井　正一 京都府京都市中京区西ノ京西月光町40 株式会社ケー・エー・シー R4.2.15 一般競争 146,124,000円
令和4年度から令和6年度ま
での3年間複数年契約。

東京大学医学部附属病院　寝具
及び病衣他の賃貸借　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目
１１番５号

株式会社柴橋商会 R4.2.15 一般競争 495,706,209円

東京大学医学部附属病院　リネ
ン等供給管理業務請負　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目
１１番５号

株式会社柴橋商会 R4.2.15 一般競争 786,469,622円

学内実験廃液専用のセンター指
定ポリ容器

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都中央区日本橋本町7-3-1 大同産業株式会社 R4.2.16 公開見積合せ 6,638,500円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第５号

英国Axivity社製　AX3 puck 3-
axis data logger with Wrist band
五百式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都千代田区鍛冶町一丁目8番6号 株式会社池田理化 R4.2.16 一般競争 11,440,000円

米国アドバンスドブレインモニタリ
ング社製　スリーププロファイラー
PSG2（LE）ピエゾ　他　十式　他

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 埼玉県越谷市流通団地三丁目３番１２号 アイ・エム・アイ株式会社 R4.2.16 一般競争 13,999,480円

地震観測システム総合運用サー
ビス

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都府中市武蔵台1-18-18 白山工業株式会社 R4.2.17 随意契約 9,900,000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

火山観測システム総合運用サー
ビス

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都府中市武蔵台1-18-18 白山工業株式会社 R4.2.17 随意契約 9,900,000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
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ＥＣＣＳ端末移設作業 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Ｊａｐａｎ株式会社 R4.2.18 随意契約 9,130,000円
東京大学事務取扱規
定第３２条第１項2号

緊急の必要により競争に付することができない
とき

0

超高感度ベンチトップＥＬＩＳＡ
リーダー／ＳＲ－Ｘ　ＥＸ／米国Ｑ
ｕａｎｔｅｒｉｘ社製　一式

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R4.2.18 公開見積合せ 9,350,000円

超高感度ベンチトップＥＬＩＳＡ
リーダー／ＳＲ－Ｘ　ＥＸ／米国Ｑ
ｕａｎｔｅｒｉｘ社製　一式

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R4.2.18 公開見積合せ 9,350,000円

超高感度ベンチトップＥＬＩＳＡ
リーダー／ＳＲ－Ｘ　ＥＸ／米国Ｑ
ｕａｎｔｅｒｉｘ社製　一式

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R4.2.18 公開見積合せ 9,350,000円

東京大学本郷地区学内便集配
業務

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都板橋区中丸町５１番１０号
株式会社三幸コミュニティマネジ
メント

R4.2.18 一般競争 12,540,000円

Clarivate Analytics社　ＩｎＣｉｔｅｓ
の利用

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都新宿区新宿三丁目１７番７号 株式会社紀伊國屋書店 R4.2.18 一般競争 12,779,796円

地震研究所計算機・ネットワーク
管理支援作業　一式

地震研究所　事務長 村岡　　俊 神奈川県座間市東原5-1-11 株式会社シーイーシー R4.2.18 一般競争 13,200,000円

ビザ・コンサルティング・サービス
業務

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都港区西新橋二丁目３９番３号
ＳＶＡＸ西新橋ビル８階

行政書士法人ＩＭＳ R4.2.18 一般競争 1,122,000円/月
単価契約
調達予定総額 15,224,000
円

N-BIOTEK社製　aniCell　加湿
対応シェーカー搭載CO2イン
キュベーター　NB-206CXXL　１
台

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都文京区本郷3-44-2 理科研株式会社 R4.2.21 公開見積合せ 5,456,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第５号

公開用実験機体設計及び製作
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都千代田区内幸町二丁目２番２号
富国生命ビル２階

株式会社東京アールアンドデー R4.2.21 公開見積合せ 7,500,000円

高速計算機（ｏｖｅｒ４０ｃｏｒｅ）　一
式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
宮城県仙台市青葉区国分町３丁目４番３
３号

株式会社ジーデップ・アドバンス R4.2.21 公開見積合せ 8,800,000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 篠田　惠美 江東区大島９－１－１ 小池酸素工業株式会社 R4.2.21 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

シリンジポンプTE-381　80台 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷三丁目4番6号 株式会社ＭＭコーポレーション R4.2.21 一般競争 10,436,800円

エミュレータ消費電力検証ツー
ル群　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市港北区新横浜２－１００
－４５

ケイデンス・デザイン・システムズ
（ジャパン）ビーヴィ

R4.2.21 随意契約 12,851,639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

ＳｏＣ物理設計・テスト設計用ＥＤ
Ａツール　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
東京都世田谷区玉川２－２１－１　二子玉
川ライズ・オフィス

日本シノプシス合同会社 R4.2.21 随意契約 14,053,868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



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由

備考契約年月日 契約方式
再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）

ヒト由来mRNAシーケンス解析一
式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷三丁目44番2号 理科研株式会社 R4.2.21 一般競争 41,800円（単価）
単価契約
41,800円×700件＝
29,260,000円（税込）

数理科学研究科大講堂室AV設
備更新 一式

教養学部等事務部　事務部長 小寺　孝幸 東京都港区六本木5-16-20 東通産業株式会社 R4.2.22 一般競争 12,320,000円

令和４年度東京大学情報ネット
ワークシステム保守業務　一式

情報システム部長 水上　順一 東京都千代田区二番町３番地５ 日商エレクトロニクス株式会社 R4.2.22 一般競争 14,870,790円

Up To Date Anywhere　一式 医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 230 Third Ave, Waltham, MA 02451 USA UpToDate Inc. R4.2.24 随意契約 8,022,315円
東京大学契約事務取扱
規則第32条第1項第一
号

契約の目的が競争を許さない場合
リバースチャージ方式のた
め、税抜額を記載

Up To Date Anywhere　一式 医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 230 Third Ave, Waltham, MA 02451 USA UpToDate Inc. R4.2.24 随意契約 8,022,315円
東京大学契約事務取扱
規則第32条第1項第一
号

契約の目的が競争を許さない場合 0
リバースチャージ方式のた
め、税抜額を記載

KIPS年間エンタープライズライセ
ンス

情報システム部長 水上　順一 神奈川県横浜市中区錦町１２番地
株式会社ＭＨＩパワーコントロー
ルシステムズ

R4.2.25 随意契約 6,270,000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

令和４年３月フィリピン海域にお
ける海底地震観測作業

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都台東区台東4-28-11 海洋エンジニアリング株式会社 R4.2.25 公開見積合せ 6,545,000円

ネットワーク仮想化ソフトウェア
一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 茨城県つくば市筑穂一丁目１１番８号 ヤトロ電子株式会社 R4.2.25 公開見積合せ 9,412,480円

（株）キーエンス製３Ｄスキャナ型
三次元測定機　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 大阪市東淀川区東中島一丁目３番１４号 株式会社キーエンス R4.2.25 公開見積合せ 9,856,000円

東京大学駒場キャンパス １０号
館１０３号室環境整備　一式

教養学部等事務部　事務部長 小寺　孝幸 東京都文京区本郷５－１－１３ 幸和商事株式会社 R4.2.28 公開見積合せ 9,482,000円

東京大学三鷹国際学生宿舎宿
日直業務　一式

教養学部等事務部　事務部長 小寺　孝幸 東京都墨田区両国二丁目１６番５号 株式会社富士保安警備 R4.2.28 一般競争 11,567,160円

東京大学駒場図書館の夜間等
閲覧業務　一式

教養学部等事務部　事務部長 小寺　孝幸 東京都板橋区東坂下二丁目５番１号 ナカバヤシ株式会社　東京本社 R4.2.28 一般競争 12,771,000円

タイ国気象水文情報基盤システ
ム　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都港区三田三丁目１２番１５号
住友電設株式会社情報通信シ
ステム事業部

R4.2.28 一般競争 14,480,000円

東京大学医学部附属病院入院
棟A棟他　ナースコール設備保
全業務

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都千代田区岩本町二丁目3番3号 株式会社ケアコム R4.2.28 一般競争 23,760,000円

次世代シークエンス解析用分注
ワークステーション　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
愛知県名古屋市中区新栄一丁目３３番１
号

理科研株式会社 R4.2.28
特定調達（最低価格
落札方式）

35,200,000円



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由

備考契約年月日 契約方式
再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）

がん全ゲノムデータ解析業務お
よび解析サーバ運用支援　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 R4.2.28
特定調達（最低価格
落札方式）

40,487,040円

ゲノムデータサイエンス解析サー
バー　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 茨城県つくば市東光台五丁目９番１
株式会社ナベインターナショナ
ル

R4.2.28
特定調達（最低価格
落札方式）

42,920,900円

Ｎｉ　資源に関する　Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ｔ
ｏｏｌ　ライセンスの購入

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
1st Floor, MidCity Place, 71 High
Holborn London WC1V 6EA United
Kingdom

CRU INTERNATIONAL LIMITED R4.3.1 随意契約 42,000GBP
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

液膜挙動計測用カメラシステム
一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都港区赤坂四丁目９番６号タク赤坂
ビル

西華デジタルイメージ株式会社 R4.3.1 随意契約 9,157,500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

米国10x Genomics社製
Chromium Next GEM シングルセ
ル　３’ライブラリー＆ゲルビーズ
キット v3.1 for Single Index（16サ
ンプル）　他 一式

医科学研究所 事務部長 松 井　正 一 東京都豊島区巣鴨一丁目３番６号 東京サイエンス株式会社 R4.3.1 一般競争 14,322,000円

デジタルアニーラ・クラウドサービ
ス

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 R4.3.2 随意契約 14,394,600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

東京大学大学院医学系研究科
附属疾患生命工学センター動物
資源研究領域実験動物飼育管
理業務　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都目黒区東山1丁目2番7号 株式会社ジェー・エー・シー R4.3.2 一般競争 35,501,400円

Ｗｉｌｅｙ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｂｏｏｋｓ　　５２４
タイトル

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都目黒区下目黒三丁目７番１０号
株式会社紀伊國屋書店　東京営
業本部

R4.3.4 公開見積合せ 5,050,000円

東京大学大学院数理科学研究
科ビデオアーカイブ作成業務

教養学部等事務部　事務部長 小寺　享幸 東京都港区六本木五丁目16番20号 東通産業株式会社 R4.3.4 公開見積合せ 7,793,940円

駒場Ⅰキャンパスコミュニケー
ション・プラザ清掃請負　一式

教養学部等事務部　事務部長 小寺　享幸 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 株式会社太平エンジニアリング R4.3.4 公開見積合せ 7,920,000円

Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓ
ｓ電子ブック　数理・データサイエ
ンス特別コレクション

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都目黒区下目黒三丁目７番１０号
株式会社紀伊國屋書店　東京営
業本部

R4.3.4 公開見積合せ 8,113,922円

東京大学駒場ファカルティハウス
管理業務　一式

教養学部等事務部　事務部長 小寺　享幸 東京都豊島区東池袋３丁目２０番３号 株式会社日本環境ビルテック R4.3.4 公開見積合せ 9,424,800円

無線ＬＡＮ用高機能ライセンス
工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目
３番３号

株式会社日立情報通信エンジニ
アリング

R4.3.4 公開見積合せ 9,989,760円

Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ社製　Ａｔｔｕｎｅ
ＮｘＴ　Ｆｌｏｗ　Ｃｙｔｏｍｅｔｅｒ　シス
テム　一式

医科学研究所 事務部長 松 井　正 一 東京都文京区湯島４－６－１２ 株式会社和科盛商会 R4.3.4 一般競争 12,654,950円



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
本学契約者名 契約の相手方 随意契約理由

備考契約年月日 契約方式
再就職の役員
の数　（随意契

約の場合）

契約金額
（税込）

視聴覚機器保守管理業務等　一
式

教養学部等事務部　事務部長 小寺　享幸 東京都世田谷区太子堂四丁目１番１号 東急ビルメンテナンス株式会社 R4.3.7 公開見積合せ 6,693,500円

英国ＳＰ－Ｇｅｎｅｖａｃ製遠心エバ
ポレーター　ＥＺ－２　ｐｌｕｓ　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号 株式会社池田理化 R4.3.7 公開見積合せ 7,086,200円

東京大学南研究棟内アントレプ
レナーラボ施設管理・運営及び
イベント運営支援業務

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都中央区日本橋室町二丁目１番１
号

三井不動産株式会社 R4.3.7 公開見積合せ 7,700,000円

エミュレータチップ検証・合成環
境ソフトウエア　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市港北区新横浜２－１００
－４５

ケイデンス・デザイン・システムズ
（ジャパン）ビーヴィ

R4.3.7 随意契約 12,882,628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

エミュレータチップ検証・合成環
境ソフトウエア　一式

工学系・情報理工学系等事務部
長

櫻井　明
神奈川県横浜市港北区新横浜２－１００
－４５

ケイデンス・デザイン・システムズ
（ジャパン）ビーヴィ

R4.3.7 随意契約 12,882,628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

光学用超伝導マグネットシステム
一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 大阪府高石市羽衣五丁目１６番８号 仁木工芸株式会社 R4.3.7
特定調達（最低価格
落札方式）

21,604,000円

自動細胞解析システム　一式 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷七丁目３番１号 ケミカルサービス東京株式会社 R4.3.7
特定調達（最低価格
落札方式）

24,981,000円

東京大学駒場Ⅱキャンパス総合
保守管理業務

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 株式会社太平エンジニアリング R4.3.7 一般競争 248,050,000円
令和４年度～令和６年度の
複数年契約。

液化窒素　3,006,213L 本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都港区芝四丁目１１番３号 株式会社アトックス R4.3.7
特定調達（最低価格
落札方式）

19.03円／1L
単価契約
調達予定総額　57,208,233
円

データ活用社会創成プラット
フォーム基盤システム仮想マシ
ンサービスレベルサポート

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 R4.3.8 随意契約 14,960,000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

東京大学三鷹国際学生宿舎清
掃請負及びごみ分別清掃請負
一式

教養学部等事務部　事務部長 小寺　享幸 東京都足立区日ノ出町27-3-421 アイル株式会社 R4.3.9 一般競争 7,086,970円

キーエンス社製　レーザーマー
カー　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 文京区小石川4-17-15 株式会社イノメディックス R4.3.9 公開見積合せ 7,144,500円

外国人研究者の生活支援業務
一式

カブリ数物連携宇宙研究研機構
事務長

上原　功
東京都豊島区東池袋１－２１－１１
オーク池袋ビル２階

株式会社グローバルトラストネット
ワークス

R4.3.11 公開見積合せ 6,988,000円
単価契約（契約金額は仕様
業務見込みによる）

令和４年度　東京大学柏キャン
パス・自動運転バス実証実験に
係る運行業務

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都墨田区押上一丁目１番２号 東武バスセントラル株式会社 R4.3.14 公開見積合せ 7,595,720円

蛍光顕微鏡　一式 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 大阪府茨木市中穂積3-14-10 株式会社ロジックバイオ R4.3.14 一般競争 11,763,400円



所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

調達件名及び数量
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論理設計・配置配線設計・物理
設計永久ライセンス保守　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 R4.3.14 随意契約 47,156,911円
政府調達に関する協定
（改正）第１３条第１項
（ｂ）

排他的権利の保護のため 0

物理検証永久ライセンス保守
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

R4.3.14 随意契約 54,230,000円
政府調達に関する協定
（改正）第１３条第１項
（ｂ）

排他的権利の保護のため 0

東京大学におけるアイソトープ廃
棄物の集荷・廃棄業務

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
公益財団法人日本アイソトープ
協会

R4.3.14 随意契約 45,300円／50Ｌ他

政府調達に関する協定
（改正）第１３条第１項
（ｂ）

東京大学契約事務取扱
規程第32条第1項第一
号

技術的理由により競争が存在しないため

契約の性質又は目的が競争を許さないため
0 単価契約

新興国による中南米諸国への影
響力拡大に関する調査研究委
託業務

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都江東区深川2-6-11 公益財団法人未来工学研究所 R4.3.15 公開見積合せ 9,523,800円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第５号

東京大学駒場Ⅰキャンパス守衛
業務　一式

教養学部等事務部　事務部長 小寺　享幸 東京都港区赤坂１丁目１番１６号 首都圏ビルサービス協同組合 R4.3.15 一般競争 152,570,000円

16チャンネル全身用Ｘ線ＣＴス
キャンシステム　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 千葉県柏市新十余２番地１
富士フイルムヘルスケア株式会
社

R4.3.16
特定調達（最低価格
落札方式）

21,670,000円

植込み型補助人工心臓システム
（磁気浮上型）　予定数量　2式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷三丁目４番６号 株式会社MMコーポレーション R4.3.16
特定調達（最低価格
落札方式）

18,260,000円／式
単価契約
調達予定総額　36,520,000
円

植込み型補助人工心臓システム
（軸流型・後耳介式）　予定数量3
式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷三丁目４番６号 株式会社MMコーポレーション R4.3.16
特定調達（最低価格
落札方式）

18,899,100円／式
単価契約
調達予定総額　56,697,300
円

J-DOIT3追跡研究2期における
データ管理システム「CapTool
mini」の運用業務、データセン
ター業務、ヘルプデスク業務

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 港区赤坂1-11-44 メビックス株式会社 R4.3.17 随意契約 6,388,800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

大学病院医療情報ネットワーク
用電子計算機及びネットワークシ
ステム等の運用・管理等業務請
負　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都台東区台東二丁目３番２号
日本システムエンジニアリング株
式会社

R4.3.17
特定調達（最低価格
落札方式）

106,636,024円

植込み型補助人工心臓システム
（水循環型）　予定数量　5式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷三丁目４番６号 株式会社MMコーポレーション R4.3.17
特定調達（総合評価
落札方式）

18,401,900円／式
単価契約
調達予定総額　92,009,500
円

植込み型補助人工心臓システム
（軸流型）　予定数量　5式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷三丁目４番６号 株式会社MMコーポレーション R4.3.17
特定調達（総合評価
落札方式）

18,859,148円／式
単価契約
調達予定総額　94,295,740
円

ヒト骨格筋由来細胞シート　予定
数量5式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷三丁目４番６号 株式会社MMコーポレーション R4.3.17
特定調達（総合評価
落札方式）

6,258,450円／式他
単価契約
調達予定総額　72,622,000
円

高柳研究室における骨免疫学研
究に関する実験動物飼育管理
業務

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都目黒区東山1丁目2番7号 株式会社ジェー・エー・シー R4.3.18 公開見積合せ 6,186,180円

東京大学駒場キャンパス
KOMCEE‐WEST棟　プロジェク
ター更新

教養学部等事務部　事務部長 小寺　享幸
愛知県名古屋市昭和区御器所３丁目２
番５号

電子システム株式会社 R4.3.22 公開見積合せ 5,390,000円
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Zurich Instruments社製600MHz
ロックインアンプ　UHFLI-H-
BO/MF/MO-0125　1式

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都新宿区内藤町１番地 株式会社オプトサイエンス R4.3.23 随意契約 8,811,000円
契約事務取扱規程第３２条第
１項第１号

本物品はスイス国Zurich Instruments社が製造しており、
日本における総代理店である㈱オプトサイエンスが他の
販売代理店を介さずに直接販売を行っているため。

0

東京大学生産技術研究所高速
ネットワークシステム保守業務

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ネットワンシステムズ株式会社 R4.3.23 随意契約 13,037,900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

ICカード職員証製造 情報システム部長 水上　順一 東京都千代田区大手町二丁目３番１号
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ株式会社

R4.3.24 随意契約 5,948,800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

東京大学駒場Ⅱキャンパス屋外
環境保全業務

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都港区新橋五丁目９番１号 株式会社関東コーワ R4.3.25 公開見積合せ 9,460,000円

超短パルスレーザー用小型加工
ユニット　1式

本部　財務部長 佐藤　哲康 徳島県阿南市那賀川町中島４１４番地１ 株式会社レーザーシステム R4.3.25
特定調達（最低価格
落札方式）

35,206,600円

データ統合・解析システムの保
守　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 R4.3.25 随意契約 43,521,500円
政府調達に関する協定
（改正）第１３条第１項
（ｂ）

排他的権利の保護のため 0

イオンビームスパッタ/エッチング
装置　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
東京都中央区日本橋浜町二丁目５番１
号

アールエムテック株式会社 R4.3.25
特定調達（最低価格
落札方式）

51,612,000円

チサゲンレクルユーセル　　二式 本部　財務部長 佐藤　哲康 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 株式会社スズケン R4.3.25
特定調達（最低価格
落札方式）

32,647,760円／式
単価契約
調達予定総額　65,295,520
円

リチウム電池　3,500本 本部　財務部長 佐藤　哲康 埼玉県川越市霞ヶ関北二丁目１７番地３ 海洋電子株式会社 R4.3.25
特定調達（最低価格
落札方式）

9,537円／本
単価契約
調達予定総額　33,379,500
円

レーザー加工試料の結晶構造
観察装置　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都昭島市松原町三丁目９番１２号 株式会社リガク R4.3.28
特定調達（最低価格
落札方式）

29,920,000円

レーザー加工試料の三次元内
部構造測定装置　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康 東京都昭島市松原町三丁目９番１２号 株式会社リガク R4.3.28
特定調達（最低価格
落札方式）

30,800,000円

データベース実験システムの修
理サポート契約

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番４
号

住友電設株式会社 R4.3.29 公開見積合せ 7,337,000円

データベース応用実験機器の修
理サポート契約

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都中央区日本橋箱崎町５－１４ 株式会社アルゴグラフィックス R4.3.29 公開見積合せ 9,988,000円

データベース実験用クラスタサー
バシステムの修理サポート契約

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番４
号

住友電設株式会社 R4.3.29 一般競争 14,256,000円

東京大学大学院理学系研究科
附属植物園運営業務

理学系研究科等・事務部長 生田目金雄 東京都江東区大島1-9-8
株式会社フクシ・エンタープライ
ズ

R4.3.31 公開見積合せ

作業員A単価1,485
円
作業員B単価1,430
円

契約事務取扱規程第３２条第
１項第５号

0


