
所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

令和４年度原子力規制庁委託
事業に係る離水海岸地形（隆起
ベンチ等）に関する地形・地質
データ取得業務　一式

大気海洋研究所　事務長 斉藤　正己
埼玉県さいたま市北区土呂町２丁目６
１番５号

応用地質株式会社 R4.6.1 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

受託契約において本業務の実施事業者とすることが義
務づけられているため

0

東京大学学務システムの運用支
援及び保守業務　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 日鉄ソリューションズ株式会社 R4.6.1 随意契約 72,864,000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

大規模全ゲノムデータの解析・
データ管理支援　　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 東京都品川区南大井6-23-1 株式会社　日立製作所 R4.6.2 公開見積合せ 8,345,700円

令和4年度交通シミュレーション
モデルによる自動運転車両走行
影響評価環境整備作業

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都千代田区神田小川町三丁目１
０

株式会社アイ・トランスポート・ラボ R4.6.2 随意契約 8,777,824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

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

医科学研究所 事務部長 上原 功 東京都品川区南大井6-23-1 株式会社　日立製作所 R4.6.2 一般競争 14,902,668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 R4.6.2
特定調達（最低価格
落札方式）

26,158,000円

東京大学医学部附属病院医療
機器保守管理業務　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錦町一丁目１９
番１号

日本ステリ株式会社 R4.6.3 一般競争 22,770,000円

波長可変フェムト秒パルスレー
ザーシステム 一式

新領域創成科学研究科　事務
長

眞鍋　浩二 東京都千代田区九段下4-1-28 スペクトラ・フィジックス株式会社 R4.6.3 一般競争 45,053,580円

仏国Ｖｉｌｂｅｒ　Ｂｉｏ　Ｉｍａｇｉｎｇ社
製　ケミルミイメージングシステム
ＦＵＳＩＯＮ－ＳＯＬＯ．７Ｓ．ＥＤＧ
Ｅ

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 R4.6.6 公開見積合せ 5,478,000円

生物試料保存用大型液体窒素
容器 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 株式会社池田理化 R4.6.6 公開見積合せ 6,930,000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 R4.6.6 公開見積合せ 7,250,452円

小型姿勢動揺センサー／仏国Ｉ
ＸＢＬＵＥ社製　ＱＵＡＤＲＡＮＳ
一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都品川区中延五丁目８番２号２０
５

株式会社オーシャンウィングス R4.6.6 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

大規模 DNA・RNA 配列データ
解析ソフトウェア　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 宮城県仙台市青葉区国分町3-4-33 株式会社ジーデップ・アドバンス R4.6.6 一般競争 10,323,720円

株式会社オプトライン製　OASIS
Implant（ROAM対応モデル）
OSR-F650/2M/34X-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１-８-６ 株式会社池田理化 R4.6.7 公開見積合せ 9,462,200円
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クライオEMワークステーション
新領域創成科学研究科　事務
長

眞鍋　浩二 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 R4.6.8 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

他の代理店を介することなく、直接販売をしているため 0

米国　Cytiva社製　AKTA pure
25 システム　一式

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 R4.6.13 公開見積合せ 8,169,051円

エビデント社製 3D測定レー
ザー顕微鏡 OLS5100 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都中央区晴海1-8-11 ヤマト科学株式会社 R4.6.13 一般競争 14,982,000円

コヒレント社製　波長固定コンパ
クト型フェムト秒レーザ　Ａｘｏｎ
９２０－２／Ａｘｏｎ　１０６４－３

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１丁目６番３号 株式会社ニコンソリューションズ R4.6.14 一般競争 16,909,200円

SPHERE　Ⅳ　(128cm版) 生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都千代田区麴町１-４-４ NPO法人ELP R4.6.15 随意契約 5,720,000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

既存JSM-7200F　引張ステージ
追加

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 茨城県つくば市東新井１８番地１号 日本電子株式会社 R4.6.16 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

教育無線ＬＡＮシステムライセン
ス更新（ファイアウォール）　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 R4.6.17 公開見積合せ 6,765,000円

カニクイザルを用いたＭＶ－Ｃｏ
ＶＳ単回投与毒性試験および生
体内分布試験

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 茨城県古河市尾崎２６３８番地の２ ハムリー株式会社 R4.6.17 一般競争 13,409,000円

日立ハイテク卓上顕微鏡　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四丁目２４番１１
号

アドバンテック東洋株式会社 R4.6.20 一般競争 7,370,000円

米国Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉ
ｆｉｃ社製　フローサイトメーター
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 R4.6.20 一般競争契約 14,993,000円

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 R4.6.21 公開見積合せ 8,811,000円

令和4年8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 R4.6.21 公開見積合せ 9,306,000円

独国TOPTICA Photonics AG社
製 DLC TA pro HP
1350(TOPSELLER)一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都府中市府中町1-14-1 トプティカフォトニクス株式会社 R4.6.22 随意契約 6,985,000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

株式会社エビデント製社 3D測
定レーザー顕微鏡 OLS5100-
EAT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2-7-11 株式会社松見科学計測 R4.6.22 公開見積合せ 9,999,000円

超高純度硫酸ガドリニウム１．０ト
ン

柏地区共通事務センター事務
長

板倉　奈緒美
福岡県大牟田市大字唐船２０８１－３９
８

日本イットリウム株式会社 R4.6.22 一般競争 17,600,000円
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500 kN高性能常温評価試験機
改修　一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
神奈川県相模原市南区上鶴間六丁
目３１番９号

株式会社東京衡機試験機 R4.6.22
特定調達（最低価格
落札方式）

40,290,800円

500 kN高性能極低温評価試験
機用クライオスタット 一式

本部　財務部長 佐藤　哲康
神奈川県相模原市南区上鶴間六丁
目３１番９号

株式会社東京衡機試験機 R4.6.22
特定調達（最低価格
落札方式）

109,314,700円

米国ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ社製　ＢＤ
ＩｎＦｌｕｘセルソーター　２レー
ザー７カラーＳＰＤ付　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 東京都豊島区巣鴨1-7-6 東京サイエンス株式会社 R4.6.23 一般競争 11,000,000円

共通ＩＤ管理システム実行制御
部の改修　一式

情報システム部長 水上　順一
神奈川県相模原市緑区西橋本二丁
目２５番９号

Ｄ－Ｄｏｃｋ株式会社 R4.6.24 公開見積合せ 6,248,000円

ミックスド・シグナル・オシロス
コープ

新領域創成科学研究科　事務
長

眞鍋　浩二 東京都渋谷区恵比寿2-11-6 荒木電機工業株式会社 R4.6.24 公開見積合せ 9,999,000円

ナノプレート方式デジタルPCR
装置 （株）キアゲン製　QIAcuity
One 2plex　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 R4.6.27 公開見積合せ 5,478,000円

10x Genomics社製 Chromiumコ
ントローラー&Next GEMアクセサ
リーキット 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 R4.6.27 公開見積合せ 5,610,000円

仏国ＲＩＢＥＲ社製　ＭＢＥ装置Ｃ
ｏｍｐａｃｔ２１Ｔ用　大容量セル
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 R4.6.27 随意契約 6,313,890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

高圧電源ＳＹ４５２７Ｂ（ＣＡＥＮ社
製品）他　一式

柏地区共通事務センター事務
長

板倉　奈緒美 千葉県千葉市美浜区中瀬１－８
セイコー・イージーアンドジー株式会
社

R4.6.27 随意契約 8,976,000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

協調型システム要件整理・検討
評価サポート業務

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都中央区勝どき一丁目１３番１号 株式会社長大 R4.6.27 随意契約 9,790,000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

Ｊｕｎｉｐｅｒ社製　附属図書館ＨＵＢ
サイトエリアエッジスイッチ　一式

情報システム部長 水上　順一 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
伊藤忠テクノソリューションズ株式会
社

R4.6.30 公開見積合せ 9,451,200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番２号 鉄道情報システム株式会社 R4.6.30 公開見積合せ 9,790,000円


