
所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

ＴＥＬＯＰＳ社製長波長用２００ｍｍレ
ンズ　／　ＩＲＣ－ＬＥＮＳ－２００ＬＷ
Ｆ／１．４　一個

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 神奈川県横浜市西区平沼１－１１－１２ 株式会社ケン・オートメーション R4.7.4 公開見積合せ 5,335,000円

エバ・ジャパン社製近赤外分光
画像取得装置　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　ＮＢＦ上野ビル９階

アドバンテック東洋株式会社 R4.7.4 一般競争 14,993,000円

結晶方位解析システム　一式 本部財務部長 佐藤　哲康 東京都昭島市武蔵野三丁目１番２号 日本電子株式会社 R4.7.4
特定調達（最低価格落
札方式）

29,997,000円

データ解析サーバ2次拡張シス
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 R4.7.5 公開見積合せ 9,713,000円

アンジュレータセグメント取り外し作
業　二式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 江東区豊洲５－６－３６ 日立金属株式会社 R4.7.7 一般競争 14,036,000円

ＱＸ２００　Ｄｒｏｐｌｅｔ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐ
ＣＲシステム／米国バイオ・ラッ
ド・ラボラトリーズ社製　型式１８６
４００１Ｊ２（ＰＸ１プレートシーラー
付）

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都文京区湯島四丁目６番１２号 株式会社和科盛商会 R4.7.8 一般競争 12,100,000円

東京大学医学部附属病院臨床研
究棟西の改修に伴う移転業務 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神保町1丁目３２番
地

株式会社島津理化 R4.7.8 一般競争 221,100,000円

株式会社島津製作所製　イメージ
ング質量分析用卓上型マトリックス
蒸着装置　iMLayer

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 R4.7.11 公開見積合せ 7,999,999円

米国ウォーターズ社製　超高速液
体クロマトグラフシステム
ACQUITY Premier System

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 R4.7.14 公開見積合せ 9,592,000円

Biotage AB製　全自動パラレルペ
プチド合成装置システム 　一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二
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 R4.7.15 一般競争 13,458,819円

SK-Gd設備用UF膜交換　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 R4.7.15 随意契約 26,983,000円
「政府調達に関する改正
協定」第13条第１項(ｂ)

排他的権利の保護 0

日本分析工業社製 リサイクル分
取HPLCシステム　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵２０８番 日本分析工業株式会社 R4.7.19 随意契約 6,215,220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

次世代シークエンス解析用分注
ワークステーションバージョン
アップシステム 一式

新領域創成科学研究科事務長 眞鍋　浩二 東京都文京区本郷3-44-2 理科研株式会社　東京支社 R4.7.21 公開見積合せ 9,251,000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 R4.7.21
特定調達（最低価格落
札方式）

530,200円／月額
単価契約
調達予定総額
31,812,000円

調達件名及び数量
本学契約者名

調達情報一覧表（令和 4年 7月）
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半導体微小光デバイス用電極直接
描画装置　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 R4.7.22
特定調達（最低価格落
札方式）

20,022,200円

高エネルギーYbフェムト秒レーザー
システム　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
埼玉県さいたま市南区南浦和一丁目２番
１７号

フォトテクニカ株式会社 R4.7.22
特定調達（最低価格落
札方式）

24,473,900円

差動型光周波数コム装置を搭載し
た可搬型ラックシステム　一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都府中市府中町一丁目１４番地１ トプティカフォトニクス株式会社 R4.7.22
特定調達（最低価格落
札方式）

52,745,000円

微細構造加工用薄膜形成装置　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 R4.7.22
特定調達（最低価格落
札方式）

92,070,000円

東京大学医科学研究所附属病院
医療情報システム（再リース）

本部財務部長 佐藤　哲康
①東京都港区東新橋一丁目５番２号

②東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

①富士通Japan株式会社

②株式会社JECC
R4.7.22 随意契約 9,102,852円／月額

「政府調達に関する改正
協定」第13条第１項(c)

当初調達した医療情報システムとの互換性の問題
により、供給者を変更することができないため。

0

三者契約
単価契約
調達予定総額
109,234,224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

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 R4.7.25 公開見積合せ 8,338,000円

令和4年9月房総半島沖における長
期海底精密水圧計回収再設置

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 R4.7.26 公開見積合せ 6,820,000円

ＬＩ－ＣＯＲ社製　生体分子蛍光イ
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 東京都文京区本郷３丁目４４番２号 理科研株式会社東京支社 R4.7.26 一般競争 12,061,500円

スーパーカミオカンデ実験用高速
データ蓄積装置　一台

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 港区東新橋１－５－２ 富士通株式会社 R4.7.27 一般競争 14,938,000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　himac
CP80NX　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 東京都文京区本郷3-44-2 理科研株式会社 R4.7.28 公開見積合せ 6,258,714円

希釈冷凍機システム　一式 本部財務部長 佐藤　哲康 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 R4.7.28
特定調達（最低価格落
札方式）

32,450,000円

ＲＦプローバーステーション　一式 柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 千葉県柏市西原６－７－２７ 株式会社システムブレイン　東京営業所 R4.7.29 随意契約 5,676,000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

スーパーコンピュータ利用者登録シ
ステム　一式

情報システム部長 水上　順一 東京都千代田区九段南一丁目５番６号 株式会社計算科学 R4.7.29 公開見積合せ 9,900,000円

バイオラッドラボラトリーズ社製　Ｂｉｏ
－Ｐｌｅｘ　Ｐｒｏヒトサイトカインスクリー
ニング４８－Ｐｌｅｘ　１２００７２８３　一
式

医科学研究所 事務部長 上原 功 東京都豊島区巣鴨1-3-6 東京サイエンス株式会社 R4.7.29 一般競争 14,124,000円

エネルギー分散型微小部蛍光Ｘ線
分析装置　一式

大気海洋研究所　事務長 斉藤　正己
茨城県つくば市研究学園五丁目１２番１０
（研究学園スクウェアビル）

株式会社三ツワフロンテック R4.7.29 一般競争 20,790,000円
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光てこAFM用超高真空極低温
冷媒タンクチャンバー

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 株式会社ユニソク R4.7.29 随意契約 21,448,900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


