
所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

学生証等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

R4.11.1 随意契約 23,344,200円
改正協定第１３条第１項
（b）

排他的権利の保護 0

高圧蒸気滅菌装置　一式 本部財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区向丘一丁目９番２２号 株式会社藤本理化 R4.11.1
特定調達（最低価格
落札方式）

23,760,000円

自動細胞解析分離装置　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 R4.11.1
特定調達（最低価格
落札方式）

29,639,500円

高速ディスクアレイ装置用ディス
ク　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 R4.11.1
特定調達（最低価格
落札方式）

57,640,000円

学部学生教育システム　一式 本部財務部長 佐藤　哲康
①茨城県つくば市筑穂一丁目１１番８
②東京都千代田区丸の内一丁目３番
２号

①ヤトロ電子カブシキガイシャ
②三井住友ファイナンス＆リース
株式会社

R4.11.1
特定調達（最低価格
落札方式）

502,700円／月

三者契約
単価契約
調達予定総額
18,097,200円

局所組織酸素飽和度測定装置
二式

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 R4.11.2 公開見積合せ 5,324,000円

ＳＰＡＲＫ　ＬＡＳＥＲＳ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　一式

定量生命科学研究所　事務長 平井　秀明 埼玉県越谷市南越谷5-15-3 プネウム株式会社 R4.11.2 公開見積合せ 8,998,000円

電界放出形走査電子顕微鏡シ
ステム　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 R4.11.2
特定調達（最低価格
落札方式）

49,995,000円

共焦点レーザースキャン顕微鏡
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 R4.11.2
特定調達（最低価格
落札方式）

61,050,000円

次世代シーケンサー用タンパク
質定量解析試薬キット　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

理科研株式会社 R4.11.2
特定調達（最低価格
落札方式）

20,561,200円／個
他

単価契約
調達予定総額
92,525,400円

次世代シーケンサー用シーケン
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

理科研株式会社 R4.11.2
特定調達（最低価格
落札方式）

372,834円／個他
単価契約
調達予定総額
91,985,630円

軽量７自由度人間機械協調アー
ム　一式

情報システム部長 水上　順一 東京都港区芝二丁目３番３号 日本バイナリー株式会社 R4.11.4 随意契約 6,094,000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

新規抗体医薬のカニクイザルに
おける単回静脈内投与毒性試験

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 R4.11.4 随意契約 7,810,000円
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場合に該当する
ため

0

米国コヒレント社製 波長固定コン
パクト型フェムト秒レーザ AXON
1064-3 TPC LS　一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都渋谷区代々木二丁目一番一号 コヒレント・ジャパン株式会社 R4.11.8 随意契約 9,998,560円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

米国コヒレント社製造の本装置は、100％出資
の子会社であるコヒレント・ジャパン株式会社
が日本国内におけるコヒレント社レーザーグ
ループの製品の販売・修理等を国内代理店を
介さず直接販売を行っているため

0

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11月）

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）



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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イオン交換樹脂　ＡＭＢＥＲＬＩＴＥ
ＨＰＲ１２１０（Ｇｄ）６００Ｌ

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 R4.11.9 随意契約 5,580,300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

ベラルーシ国LOTIS TII社製
Nd：YAGレーザー LS-2134UT
一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二
東京都江戸川区西葛西6丁目18番14
号

株式会社東京インスツルメンツ R4.11.9 随意契約 6,343,700円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

ベラルーシ国LOTIS TII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東京イ
ンスツルメンツ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

（株）エビデント製正立顕微
鏡システムＢＸ６３Ｌ　一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸
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 R4.11.9 公開見積合せ 6,978,400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3-44-2 理科研株式会社 R4.11.9 公開見積合せ 7,343,050円

全ゲノムシークエンス解析業務
一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 千葉県千葉市中央区末広3-12-6 株式会社薬研社 R4.11.10 一般競争 89,650円/1検体
単価契約
予定総額179,300,000
円

株式会社パスカル製スパッタ装
置等移設業務　一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二
東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 R4.11.11 随意契約 8,725,750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

深層学習・数値計算用GPU計算
機　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
東京都中央区日本橋富沢町７番地１３
号　洋和ビル４Ｆ

株式会社ＨＰＣテック R4.11.11 一般競争 13,750,000円

膜蛋白質結晶化用ナノリッター
分注システム　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 R4.11.14
特定調達（最低価格
落札方式）

20,724,000円

次世代シーケンサー　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 R4.11.14
特定調達（最低価格
落札方式）

22,000,000円

高感度免疫測定解析装置　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 R4.11.14
特定調達（最低価格
落札方式）

24,860,000円

閉鎖系ダメージレスセルソーター
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 R4.11.14
特定調達（最低価格
落札方式）

39,600,000円

英国　Ｃｙｔｉｖａ社製　ＣＣＤイメージャー　Ａｍ
ｅｒｓｈａｍ　ＩｍａｇｅＱｕａｎｔ　８００　Ｆｌｏｕｒ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 R4.11.15 公開見積合せ 7,473,632円

大規模マルチモーダルデータ解
析システム　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 R4.11.15
特定調達（最低価格
落札方式）

38,500,000円

大規模データベース実験用パブ
リッククラウド基盤利用権　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都渋谷区神宮前六丁目１２番１８
号

MEGAZONE株式会社 R4.11.15
特定調達（最低価格
落札方式）

45,675,839円

スウェーデン国Ｏｌｉｎｋ　Ｐｒｏｔｅｏｍ
ｉｃｓ　ＡＢ社製　生体内のタンパク
質網羅的解析キット購入

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 R4.11.16 随意契約 11,813,800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 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）

透過電子顕微鏡用レーザー導
入システム　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 R4.11.16
特定調達（最低価格
落札方式）

26,504,500円

シークエンスデータ授受に寄与
する Web 管理システムの開発
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 R4.11.16
特定調達（最低価格
落札方式）

47,300,000円

血管造影装置・コンピュータ断層
装置複合撮影（IVR-CT）システ
ム　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都品川区西五反田一丁目１４番１
号

東京医療化学株式会社 R4.11.16
特定調達（総合評価
落札方式）

264,000,000円

大規模ストレージシステム(第1世
代) 保守及び運用・利用支援
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 R4.11.16
特定調達（総合評価
落札方式）

424,264,500円

ＧＥヘルスケア・ジャパン社製
超音波画像診断装置ＶｏｌｕｓｏｎＰ
８　二式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 文京区湯島2-16-11 株式会社イノメディックス R4.11.17 公開見積合せ 9,955,000円

高線量率密封小線源治療システ
ム　一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区湯島一丁目７番１２号 株式会社千代田テクノル R4.11.17
特定調達（総合評価
落札方式）

109,780,000円

米国ベックマン・コールター社製
CytoFLEX　S　System　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 千葉県千葉市中央区末広3-12-6 株式会社薬研社 R4.11.18 一般競争 12,065,900円

内視鏡診療システム　一式 医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 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

R4.11.18 一般競争 14,648,931円

カーディナルヘルス社製　フット
ポンプ　80台

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 文京区湯島2-16-11 株式会社イノメディックス R4.11.22 公開見積合せ 8,008,000円

東京大学大学院医学系研究科
遺伝情報学什器 一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎
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 R4.11.22 一般競争 14,740,000円

米国10X Genomics社製　Visium
CytAssist　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1-33-1 理科研株式会社 R4.11.24 公開見積合せ 9,900,000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　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
宝ビル９階

株式会社創夢 R4.11.24
特定調達（最低価格
落札方式）

32,736,000円

データストレージ装置　一式 大気海洋研究所　事務長 斉藤　正己 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 R4.11.24 一般競争 34,999,910円

東京大学 柏Ⅱ団地で使用する
電気　一式

本部施設部長 金光　謙一郎 東京都中央区銀座八丁目１３番１号
東京電力エナジーパートナー株
式会社

R4.11.24 随意契約 304,879,334円
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
単価契約
調達予定総額
425,300,000円
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物性研ファイアウォール　一式 柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 港区芝５－７－１ 日本電気株式会社 R4.11.25 随意契約 6,431,700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

深紫外５０Ｗピコ秒レーザー加工
装置光源用部品　一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 大阪府吹田市垂水町３－２８－１５ スペクトロニクス株式会社 R4.11.25 随意契約 8,690,000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

データ解析用計算機（計算ノー
ド）　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 R4.11.25 一般競争 14,520,000円

波長可変量子カスケードレー
ザー　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都新宿区西早稲田二丁目１４番１
号

株式会社日本レーザー R4.11.25
特定調達（最低価格
落札方式）

20,666,250円

共焦点ラマン顕微鏡　一式 本部財務部長 佐藤　哲康
東京都中央区日本橋本町二丁目２番
２号

ヤマト科学株式会社 R4.11.25
特定調達（最低価格
落札方式）

32,435,284円

高速解析ストレージシステム第二
次拡張装置　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 R4.11.25
特定調達（最低価格
落札方式）

52,778,000円

次世代シーケンサー用（長鎖型）
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 R4.11.25
特定調達（最低価格
落札方式）

733,194円／個他
単価契約
調達予定総額
71,993,757円

大気海洋研究所研究紹介ビデ
オ制作業務　一式

大気海洋研究所　事務長 斉藤　正己 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 R4.11.28 公開見積合せ 5,610,000円

重症系生体情報モニタリングシ
ステム　一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都新宿区西落合一丁目３１番４号 日本光電工業株式会社 R4.11.28
特定調達（最低価格
落札方式）

57,860,000円

米国ベックマン・コールター社製
フロア型超遠心機　Optima XE-
90  一式

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3-12-6 株式会社薬研社 R4.11.29 公開見積合せ 7,700,000円

CNS実験準備棟 AC-3・AC-4
2F系統 空調設備賃貸借

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都港区港南一丁目２番７０号 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 R4.11.29 公開見積合せ 7,854,000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

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 理科研株式会社 R4.11.29 一般競争 11,880,000円

ベックマン　高機能高速冷却遠
心機　Ａｖａｎｔｉ　ＪＸＮ－３０　２００
Ｖ単相３０Ａ　他　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 東京都板橋区大谷口北町90-3 株式会社エキシジェン R4.11.30 公開見積合せ 6,160,000円

日本分析工業(株)製 リサイクル
分取HPLCシステム LaboACE
LC-5060 PlusⅡ　一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵208 日本分析工業株式会社 R4.11.30 随意契約 6,702,300円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

日本分析工業株式会社は、自社製品を他の
販売代理店等を介さずに直接販売を行ってい
るため
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