
所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

凍結組織切片作製装置 サクラ
精機株式会社製　POLAR-DM
一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
豊島区南大塚2-37-5ＯＮＥＳＴ南大塚
ビル５Ｆ

東和科学株式会社 R4.8.1 公開見積合せ 5,786,550円

情報科学教育用情報システム
再リース

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二
東京都中央区日本橋室町二丁目４番
３号

昭和リース株式会社 R4.8.1 随意契約 9,830,568円
契約事務取扱規程第３２条
第１項第１号

現行品の延長契約 0

東京大学医学部附属病院　診療
費収納及び入退院受付業務請
負　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四丁目６
番地

株式会社ニチイ学館 R4.8.1 一般競争 53,433,600円

東京大学医学部附属病院　病歴
管理業務請負　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四丁目６
番地

株式会社ニチイ学館 R4.8.1 一般競争 59,790,500円

東京大学医学部附属病院　医事
業務請負　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四丁目６
番地

株式会社ニチイ学館 R4.8.1 一般競争 478,027,000円

金属微細組織機械特性評価装
置　一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都中央区八重洲一丁目１番６号 株式会社東陽テクニカ R4.8.2
特定調達（最低価格
落札方式）

24,530,000円

セルソーターシステム　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 R4.8.3
特定調達（最低価格
落札方式）

25,982,000円

高精度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 R4.8.3
特定調達（最低価格
落札方式）

26,398,900円

超低温試料保存容器　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 R4.8.3
特定調達（最低価格
落札方式）

27,731,000円

ＳＫ設備用脱気膜交換　一式 柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 江東区新砂１－２－８ オルガノ株式会社 R4.8.3 随意契約 29,128,000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

工学部5号館講義室用固定席他
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 R4.8.3
特定調達（最低価格
落札方式）

84,480,000円

１００ｋＶ　マスターパルサー　一
式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 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

R4.8.8 一般競争 14,960,000円

米国１０Ｘ　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ社製　Ｃｈ
ｒｏｍｉｕｍ　Ｘ　ハイスルプットシス
テム　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 東京都豊島区巣鴨１丁目７番６号 東京サイエンス株式会社 R4.8.8 一般競争 14,993,000円

調達件名及び数量
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米国ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ社製　Ｂ
Ｄ　ＬＳＲＦｏｒｔｅｓｓａフローサイト
メーター用レーザーアップグレー
ドキット　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 東京都豊島区巣鴨１丁目７番６号 東京サイエンス株式会社 R4.8.8 一般競争 14,999,600円

マルチチャンネル水晶温度計処
理機及び水晶温度プローブ　一
式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美
神奈川県横浜市保土ヶ谷帷子１－３１
－１０２

電光株式会社 R4.8.8 随意契約 14,999,600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

アジレント・テクノロジー社製　Ｎｏ
ｖｏＣｙｔｅ　Ｆｌｏｗ　Ｃｙｔｏｍｅｔｅｒ　２
１００ＹＢ　一式

定量生命科学研究所　事務長 平井　秀明
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 R4.8.9 公開見積合せ 7,216,000円

東京大学医学部附属病院リユー
ス品管理等業務　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 日本ステリ株式会社 R4.8.9 一般競争 494,604,000円

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
静岡県沼津市大諏訪字薊原６８１番１
号

株式会社ＯＫＩコムエコーズ R4.8.16 随意契約 8,603,100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

東京大学宿舎管理業務 本部財務部長 佐藤　哲康
神奈川県横浜市中区長者町三丁目
８ー１３

株式会社ビー・エム・ヨコハマ R4.8.16
特定調達（最低価格
落札方式）

30,373,200円

岐阜県飛騨市神岡町における稠
密地震観測の実施

地震研究所　事務長 村岡　　俊 栃木県宇都宮市宝木本町2045-32 アディコ株式会社 R4.8.17 公開見積合せ 6,512,000円

テクニプラスト社製マウス用個別
換気ケージシステム　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社 R4.8.17 公開見積合せ 9,752,050円

米国Thermo Fisher Scientific社
製 顕微ラマン分光装置 DXR3
Microscope　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 R4.8.17 一般競争 18,370,000円

MGI社製　900-000152-00自動
サンプル調製装置 MGISP-
960RSシステム 一式 賃貸借

新領域創成科学研究科事務長 眞鍋　浩二 東京都港区西新橋1-3-1 三菱HCキャピタル株式会社 R4.8.18 一般競争 562,100円
月額契約（契約総額
20,235,600円）

メタゲノム解析パイプラインの利
便性向上施策の実施　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功
神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５
ＪＲ川崎タワー

株式会社ジー・サーチ R4.8.18 公開見積合せ 7,722,000円

がん遺伝子パネル検査オーダ／
レポート追加、バイオリソース項
目の追加作業

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 R4.8.19 随意契約 8,426,000円
東京大学契約事務取扱規程
第32条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

多検体分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 R4.8.19
特定調達（最低価格
落札方式）

26,937,900円

全自動免疫染色＆in situ
Hybridaization 染色システムの染
色モジュール　三台

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 R4.8.19
特定調達（最低価格
落札方式）

26,950,000円

超音波画像診断装置　一式 本部財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区湯島二丁目１６番１１号 株式会社イノメディックス R4.8.19
特定調達（最低価格
落札方式）

29,590,000円
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高分解能核磁気共鳴装置　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 R4.8.19
特定調達（最低価格
落札方式）

52,796,700円

先進的データベース応用実験機
器拡張装置

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 R4.8.22 一般競争 14,924,800円

レーザーアブレーション装置　一
式

大気海洋研究所　事務長 斉藤　正己
東京都目黒区目黒１－４－１６目黒Ｇ
ビル７Ｆ

ファブインスツルメンツ株式会社 R4.8.23 公開見積合せ 9,900,000円

Human Whole Genome
Sequencing解析20x　193検体

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 R4.8.23 一般競争 13,969,340円

東京大学医学部附属病院 構内
各変電設備点検整備　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都港区芝浦四丁目１３番２３号
一般財団法人関東電気保安協
会

R4.8.24 一般競争 24,079,000円

網羅的タンパク質定量解析の測
定作業（単価契約）

新領域創成科学研究科事務長 眞鍋　浩二 東京都港区六本木6-10-1 株式会社テクノプロ R4.8.26 一般競争 4,994円
「単価契約」予定調達総額
13,983,200円

超小型自律型無人潜水機　一式 大気海洋研究所　事務長 斉藤　正己
東京都台東区浅草橋１丁目２７―５大
興ビル３０３号室

株式会社ＳｅａＢｒｅａｔｈ R4.8.26 公開見積合せ 9,990,200円

自動細胞分離解析装置　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 R4.8.26
特定調達（最低価格
落札方式）

22,000,000円

単結晶X線構造解析装置　一式 本部財務部長 佐藤　哲康 東京都昭島市松原市三丁目９番１２号 株式会社リガク R4.8.26
特定調達（最低価格
落札方式）

30,536,000円

高速共焦点イメージングシステム
一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６
号

株式会社池田理化 R4.8.26
特定調達（最低価格
落札方式）

34,826,000円

データ活用社会創成プラット
フォーム基盤システム運用保守
一式

本部財務部長 佐藤　哲康
川崎市中原区上小田中四丁目１番１
号

富士通株式会社 R4.8.26
特定調達（最低価格
落札方式）

1,029,600,000円

超高速液体クロマトグラフシステ
ムProminenceシステム

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都文京区向丘一丁目９番２２号 株式会社藤本理化 R4.8.29 公開見積合せ 7,700,000円

サムコ株式会社製　フッ化キセノ
ンドライエッチング装置（型番：Ｖ
ＰＥ－４Ｆ）　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
京都府京都市伏見区竹田藁屋町３６
番地

サムコ株式会社 R4.8.29 随意契約 11,385,000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

不揮発性メモリ搭載型サーバ第
二次拡張システム

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 R4.8.29 一般競争 12,925,000円

英国SPT Labtech社製　蛋白質
結晶化専用ナノリッター分注シス
テム

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都文京区向丘一丁目９番２２号 株式会社藤本理化 R4.8.29 一般競争 14,564,000円
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東京大学全学無線ＬＡＮ環境整
備　一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都港区海岸一丁目７番１号 ソフトバンク株式会社 R4.8.29
特定調達（最低価格
落札方式）

1,931,788,845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

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
日本ホルスタイン会館内

株式会社構造計画研究所 R4.8.30 一般競争 14,916,000円

2022年度交流最適潮流計算プ
ログラム及びPV出力の系統抑制
特性の評価手法開発業務

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－ＰＯＷＥＲビジネス
サービス

R4.8.30 一般競争 14,982,000円

英国OxfordNanopore社製TT-
PRM48PRM48BasicSPUTFS

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 R4.8.30 一般競争 36,300,000円

オリンパス社製　APX100 デジタ
ルイメージングシステム　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷三丁目44番2号 理科研株式会社 R4.8.31 公開見積合せ 8,569,000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
東京都世田谷区太子堂四丁目１番１
号

三菱電機システムサービス株式
会社

R4.8.31 一般競争 14,795,000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

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 R4.8.31 一般競争 35,798,400円

構内基幹ネットワークシステム
（再リース）　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
R4.8.31 随意契約 1,557,600円／月 改正協定第13条第1項（c）

当初の調達により調達した既存の機材、ソフトウェ
ア等との互換性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18,691,200
円


