
所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

株式会社パスカル製トロッコシス
テム装置等移設業務　一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二
大阪府大阪市阿倍野区昭和町一丁目
１６番４号

株式会社パスカル R4.10.3 随意契約 9,548,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

株式会社パスカルは、自社製品移設に伴う解
体・梱包作業並びに据え付け調整等作業につ
いては直接作業を実施しているため

0

マイクロトラック・ベル株式
会社製 触媒分析装置 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都新宿区新宿5-8-8 マイクロトラック・ベル株式会社 R4.10.3 随意契約 12,993,750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

三浦工業社製　バイオハザード
対応高圧蒸気滅菌装置　Ｓ－０４
０ＢＷＢＨ（タンク無し仕様）　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 東京都練馬区田柄３丁目１４番１７号 株式会社トミーメディコ R4.10.3 一般競争 14,993,000円

理学系研究科ネットワーク基盤
設備　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
①東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号
②東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

①エイチ・シー・ネットワークス株式
会社
②株式会社JECC

R4.10.4
特定調達（最低価格
落札方式）

1,632,400円/月
三者契約
調達予定総額 117,532,800円

連続波自動波長可変チタンサ
ファイアレーザー　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都新宿区西早稲田三丁目３０番１
６号

オーシャンフォトニクス株式会社 R4.10.5
特定調達（最低価格
落札方式）

42,842,800円

地震研究所コア及びフロアネット
ワークスイッチ　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
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 R4.10.5
特定調達（最低価格
落札方式）

45,650,000円

フェムト秒レーザー加工機　一式 本部財務部長 佐藤　哲康 大阪府摂津市香露園３２番１２号 三星ダイヤモンド工業株式会社 R4.10.5
特定調達（最低価格
落札方式）

65,780,000円

無冷媒希釈冷凍機装置　一式 本部財務部長 佐藤　哲康 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 R4.10.5
特定調達（最低価格
落札方式）

80,318,700円

Data Sciences International 社製
テレメトリーシステム　PNM-P3P-
TCG　一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都文京区小石川1丁目3番25号 プライムテック株式会社 R4.10.6 随意契約 7,246,811円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

米国Data Sciences International社製造の本物
品は、日本における総代理店であるプライム
テック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

ヒトモノクローナル抗体の発現精
製　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功
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東京営
業所

R4.10.6 公開見積合せ 9,998,742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 R4.10.7 公開見積合せ 6,963,000円

ＸＭＡＳＳ純水送水ライン自動化
改造　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 R4.10.7 随意契約 7,260,000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

人型ロボット「Toala」下半身拡張
キット 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
東京都文京区水道1-12-15　白鳥橋
三笠ビル2階

東京ロボティクス株式会社 R4.10.7 随意契約 8,808,000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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仁木工芸社製電気伝導測定用
冷凍機システム LTS-205D-VT-
TL　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都品川区東大井五丁目２６番２２
号

仁木工芸株式会社 R4.10.12 随意契約 7,480,000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

データ活用社会創生プラット
フォーム基盤システム　ポータル
機能強化・データ登録業務

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 R4.10.13 随意契約 11,495,550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

800MHz NMR用マグネットモニタ
リングシステム　一式

薬学部・薬学系研究科事務長 小川　光明 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 R4.10.13 一般競争 18,479,340円

HPCI (柏キャンパス-SINET6間)
高速ネットワーク回線サービス
一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都港区新橋六丁目９番８号
アルテリア・ネットワークス株式会
社

R4.10.13
特定調達（最低価格
落札方式）

19,794,500円

東京大学全学セキュリティファイ
アウォール　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 R4.10.13
特定調達（総合評価
落札方式）

234,994,518円

実時間広帯域オシロスコープ
一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都台東区上野五丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R4.10.13
特定調達（最低価格
落札方式）

257,392,850円

ダイナミックマップ基盤株式会社
製　第２世代デジタル道路地図
ＤＭＰ－０４　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 R4.10.14 随意契約 7,678,000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

超高速液体クロマトグラフ質量分
析計　一式

本部財務部長 佐藤　哲康 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 R4.10.14
特定調達（最低価格
落札方式）

36,289,000円

令和４年度 森本・富樫断層帯中
央部における深部構造探査

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都文京区大塚1-5-21 株式会社地球科学総合研究所 R4.10.14 一般競争 45,320,000円

リスザル用大型飼育ユニット　一
式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区湯島二丁目１８番６号 株式会社夏目製作所 R4.10.14
特定調達（最低価格
落札方式）

46,750,000円

大容量分散ファイルシステム用
増設装置　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

R4.10.14
特定調達（最低価格
落札方式）

1,152,844円/月
三者契約
調達予定総額 42,655,228円

データサイエンスコンピューティ
ングシステム向け汎用ストレージ
一式

本部財務部長 佐藤　哲康
①神奈川県座間市東原五丁目１番１１号
②東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

①株式会社シーイーシー
②株式会社ＪＥＣＣ

R4.10.14
特定調達（最低価格
落札方式）

1,966,360円/月
三者契約
調達予定総額 117,981,600円

水中紫外線硝酸塩アナライザー
一式

大気海洋研究所　事務長 斉藤　正己 東京都品川区東品川１丁目２２番７号
株式会社シィー・ティーアンド
シィー

R4.10.18 公開見積合せ 8,135,638円

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 R4.10.18 随意契約 11,627,000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

32ｃｈMRI用EEG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1-6-3　プライ
ム岩本ビル　４F

株式会社フィジオテック R4.10.21 一般競争 14,993,000円
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2022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

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

R4.10.24 公開見積合せ 6,699,000円

東京大学低濃度ＰＣＢ廃棄物収
集運搬・処理業務　一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号 松田産業株式会社 R4.10.24
特定調達（最低価格
落札方式）

16,081,670円

カールツァイス社製　ＬａｔｔｉｃｅＬｉｇ
ｈｔｓｈｅｅｔ７　カメラアップグレード

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 R4.10.25 公開見積合せ 8,800,000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 上原 功
神奈川県川崎市幸区塚越４－３２０－
１

大陽日酸株式会社 R4.10.26 随意契約 6,616,500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

イルミナ社製　ＮｏｖａＳｅｑ　６０００
用シーケンス試薬　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 東京都墨田区緑一丁目８番９号 株式会社バイオテック・ラボ R4.10.26 公開見積合せ 9,961,600円

災害用備蓄食品等　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 R4.10.26 一般競争 11,897,904円

三浦工業株式会社製　簡易貫流
蒸気ボイラＳＵ－５００ＶＳ　一式

定量生命科学研究所　事務長 平井　秀明 東京都文京区向丘１丁目９番２２号 株式会社　藤本理化 R4.10.28 公開見積合せ 5,626,500円

微細組織観察用透過型電子顕
微鏡システム　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都昭島市武蔵野3-1-2 日本電子株式会社 R4.10.28 一般競争 20,225,700円

（株）ナックイメージテクノロジー
社製　マーカレスモーションキャ
プチャシステム

ニューロインテリジェンス国際研
究機構事務長

近　泰子 東京都港区北青山２-１１-３
株式会社ナックイメージテクノロ
ジー

R4.10.31 随意契約 6,186,400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

オーストリア Xarion Laser
Acoustics GmbH社製　超音波マ
イクロホンEta100 Ultra他　1式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都新宿区内藤町1番地 株式会社オプトサイエンス R4.10.31 随意契約 6,270,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

オーストリアXarion Laser Acoustics GmbH社
製造の本物品は、日本における総代理店であ
る株式会社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

ＳＸ－Ａｕｒｏｒａ ＴＳＵＢＡＳＡ　クラ
ウドホスティング

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
京都府京都市中京区三条通烏丸西入
御倉町８５－１　ＫＤＸ烏丸ビル８階

カゴヤ・ジャパン株式会社 R4.10.31 随意契約 6,432,800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

超低温生体試料自動保存システ
ム　定期点検業務　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 東京都港区港南二丁目１６番２号 椿本興業株式会社 R4.10.31 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

HPCI共用ストレージ東拠点ポー
タル機材保守　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 R4.10.31
特定調達（最低価格
落札方式）

27,060,000円

東京大学コアIPルータ　一式 本部財務部長 佐藤　哲康 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

R4.10.31
特定調達（最低価格
落札方式）

33,330,000円

統合医用画像サーバシステム
(PACS)　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
①東京都港区西麻布二丁目２６番３０
号
②東京都港区西新橋一丁目３番１号

①富士フイルムメディカル株式会
社
②三菱ＨＣキャピタル株式会社

R4.10.31
特定調達（総合評価
落札方式）

8,399,270円/月
三者契約
調達予定総額　604,747,440円


