
所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

日本分析工業社製リサイクル分
取ＨＰＬＣ　ＬａｂｏＡＣＥ　ＬＣ－５０
６０　ＰｌｕｓⅡ一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 西多摩郡瑞穂町武蔵２０８ 日本分析工業株式会社 R4.12.1 随意契約 6,385,500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

Ｑｕａｌｉｓｙｓ社マーカーレスソフトシ
ステム　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 千代田区内神田3-24-3 アーカイブティップス株式会社 R4.12.1 随意契約 7,177,500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

オリエンタル技研工業(株)製　中
央実験台(試薬棚付)
Value Quest Series 　一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二
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 R4.12.1 公開見積もり合わせ 8,470,000円

 アドバンス理工(株)製　磁場中
熱電特性評価装置　ZEM-mag-
TUAD　一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都港区港南二丁目３番１３号 アルバック販売株式会社 R4.12.1 一般競争 14,542,000円

東京大学本郷地区他３団地で使
用するガス　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都千代田区内幸町一丁目１番３
号

東京電力エナジーパートナー株
式会社

R4.12.1
特定調達（最低価格
落札方式）

2,732,364円／月他
単価契約
調達予定総額483,969,949
円

全容５Ｌ培養装置（加圧仕様）　２
式

定量生命科学研究所　事務長 平井　秀明 東京都新宿区西五軒町6-10 株式会社バイオット R4.12.2 随意契約 7,771,060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とき 0

スウェーデン国 Maquet Critical
Care AB社製　人工呼吸器サー
ボベンチレータシステムSERVO-
n　一式

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 R4.12.2 一般競争 8,250,000円

強磁場マグネット製作用普通旋
盤　一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 千葉県柏市篠籠田１４９０－４２ 合同会社山田工研 R4.12.2 公開見積合せ 8,910,000円

ＳＫ・ＳＫ－Ｇｄ補給水システム設
置　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 R4.12.2 随意契約 10,758,000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

自動分注ロボットシステム　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 R4.12.2
特定調達（最低価格
落札方式）

31,083,250円

バイタルサイン観察システム　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 R4.12.2
特定調達（最低価格
落札方式）

55,275,000円

（株）エビデント製共焦点スキャ
ナーユニット　ＦＶ３０００　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 R4.12.7 一般競争 10,187,100円

仏国Ｖｉｌｂｅｒ　Ｂｉｏ　Ｉｍａｇｉｎｇ社製ｉｎ
ｖｉｖｏ　イメージングシステム　ＮＥＷ
ＴＯＮ　７．０　ＢＴ－５００　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 R4.12.7 一般競争 14,960,000円

患者容態モニタリング分析システ
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 R4.12.7
特定調達（最低価格
落札方式）

23,815,000円

調達件名及び数量
本学契約者名
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ステーブルプール作製 医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎
神奈川県川崎市宮前区野川本町2丁
目13番3号

株式会社ちとせ研究所 R4.12.8 随意契約 5,214,000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

Lennartz地震計　LE-3DliteMkIII
10式

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都府中市栄町3-12-11 クローバテック株式会社 R4.12.9 随意契約 7,007,000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

ＨＰＣシステムズ株式会社製 ハ
イパフォーマンスコンピュータ
HPC5000-XILGPU4R1S　２台

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都港区海岸三丁目９番１５号 HPCシステムズ株式会社 R4.12.9 随意契約 7,029,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

製造元であるＨＰＣシステムズ社が他に販売代
理店等を介さずに直接販売等を行っているた
め

0

メタゲノムデータ解析パイプラインの
自動化とジョブマネージメントシステ
ムの構築　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 R4.12.9 公開見積合せ 9,790,000円

高機能・低消費電力テレメータ
LT-770　7台

地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都府中市武蔵台1-18-18 白山工業株式会社 R4.12.9 随意契約 10,395,000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

数理解析システム　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 R4.12.14 公開見積合せ 6,600,000円

「J-TRCオンサイト研究」に関する
血液バイオマーカーの測定 

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男
京都府京都市中京区西ノ京桑原町１
番地

株式会社島津製作所 R4.12.14 随意契約 10,076,000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

ｍｄｘからスパコンシステムへの透
過的なジョブ実行を実現する環
境整備　一式

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 R4.12.15 随意契約 14,300,000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

観測データアーカイブシステム
一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
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 R4.12.15 随意契約 14,850,000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

四重極飛行時間型質量分析計
一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都千代田区岩本町二丁目７番１１
号

株式会社松見科学計測 R4.12.15
特定調達（最低価格
落札方式）

18,999,200円

3テスラMRI装置用ヘッドコイル
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 R4.12.15
特定調達（最低価格
落札方式）

19,846,200円

ヒト用集束超音波神経刺激装置
一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷三丁目１８番１４号 株式会社ミユキ技研 R4.12.15
特定調達（最低価格
落札方式）

20,900,000円

高性能計算サーバシステム　一
式

本部財務部長 佐藤　哲康

東京都板橋区舟渡一丁目１２番１１号

東京都千代田区九段南二丁目３番１４
号

コアマイクロシステムズ株式会社

ニッセイ・リース株式会社
R4.12.15

特定調達（最低価格
落札方式）

538,637円／月

三者契約
単価契約
調達予定総額37,165,953
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 R4.12.16 随意契約 7,922,700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

高出力ツリウムファイバーレー
ザー（ＩＰＧ　Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ社製
レーザー装置ＴＬＲ－２００－ＷＣ
－Ｙ１６）一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 兵庫県西宮市甲子園口３－２８－２２ 株式会社ルクスレイ R4.12.16 公開見積合せ 8,195,000円
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東京大学地震研究所光ファイ
バー通信サービス　一式

地震研究所　事務長 村岡　　俊 神奈川県鎌倉市腰越4-3-4 ソネット株式会社 R4.12.16 一般競争 13,711,500円

画像手術支援装置  一式 本部財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷三丁目６番１号 株式会社フジタ医科器械 R4.12.16
特定調達（最低価格
落札方式）

19,965,000円

内視鏡診療システム　一式 本部財務部長 佐藤　哲康 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号
オリンパスマーケティング株式会
社

R4.12.16
特定調達（最低価格
落札方式）

30,688,075円

心機能計測システム　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 R4.12.16
特定調達（最低価格
落札方式）

53,042,000円

高性能計算機 一式 教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 江東区冬木9-13
リアルコンピューティング株式会
社

R4.12.19 公開見積合せ 5,262,400円

カールツァイス社製　ＬＳＭ８００　シ
ステムアップグレードセット　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 R4.12.19 公開見積合せ 5,465,328円

雰囲気光電子分光実験用分析
チャンバーの製作　一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美
神奈川県足柄上郡山北町岸３８１６－
１

株式会社トヤマ R4.12.20 公開見積合せ 5,390,000円

Si-CMOSセンサ　ROICチップ設
計検討　一式

カブリ数物連携宇宙研究研機構
事務長

吉泉　浩二
静岡県浜松市東区市野町１１２６番地
の１

浜松ホトニクス株式会社 R4.12.20 随意契約 5,544,000円
契約事務取扱規程第32条第1
項第1号

独自のノウハウにより当該社が製作したSi-CMOSセンサ
ROICチップをベースに機能追加、性能改善させるもの
であるため。

0

ＮａｎｏＳｔｒｉｎｇ社　ＣｏｓＭｘ　Ｓｐａｔ
ｉａｌ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｉｍａｇｅｒ（ＣＭＸ
－ＳＭＩ－１Ｙ）一式（レンタル１ヶ
月）

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎
東京都品川区北品川5-5-15　大崎ブ
ライトコア７階

オリックス・レンテック株式会社 R4.12.20 公開見積合せ 9,999,000円

Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｎａｎｏｓｙｓｔｅｍｓ社製小
容量ナノ医薬作成装置　ＮａｎｏＡｓｓ
ｅｍｂｅｒ　Ｓｐａｒｋ　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功
東京都中央区日本橋室町４丁目３番４
号

家田化学薬品株式会社 R4.12.21 公開見積合せ 5,869,600円

酵素配列のアノテーション付与プロ
グラムの自動化　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 R4.12.21 公開見積合せ 7,579,000円

キーエンス社製　オールインワン蛍
光顕微鏡　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 R4.12.21 公開見積合せ 9,902,200円

横河電機株式会社製共焦点ス
キャナユニットCSU-W1 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 新宿区西新宿2-3-1 株式会社エビデント R4.12.21 一般競争 11,524,810円

米国データサイエンス社製　呼吸・
肺機能測定装置　Ｆｉｎｅ　Ｐｏｉｎｔ　Ｗ
ＢＰ　他　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 R4.12.21 一般競争 14,267,000円
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ＨＰＣＩ共用ストレージ東拠点用
高速大容量メモリデータベース
サーバ　一式

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 R4.12.21 一般競争 14,913,800円
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常光製　高圧湿式微粒化装置
ＢＣ－ＮＡＧＳ２０　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都文京区向丘一丁目９番２２号 株式会社藤本理化 R4.12.22 公開見積合せ 6,325,000円

雰囲気光電子分光実験用架台
一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 兵庫県相生市双葉２－１５－５３ 相野産業株式会社 R4.12.22 公開見積合せ 9,130,000円

プロテインシンプル社製　キャピラ
リーウェスタンシステム　Ｊｅｓｓ　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 R4.12.22 一般競争 12,090,650円

米国プロテインシンプル社製　キャピ
ラリーウェスタンシステム　Ｊｅｓｓ　他
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 R4.12.22 一般競争 12,090,650円

スピニングディスク共焦点ユニッ
トシステム　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 R4.12.22
特定調達（最低価格
落札方式）

16,500,000円

患者用ベッド　一式 本部財務部長 佐藤　哲康
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 R4.12.22
特定調達（最低価格
落札方式）

22,044,000円

環状ペプチド同定・定量システム
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 R4.12.22
特定調達（最低価格
落札方式）

47,520,000円

横河計測社製　光スペクトラムア
ナライザ （型番：AQ6375E-20-
L1-D）　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目１８番１２
号

東京電機産業株式会社 R4.12.23 公開見積合せ 9,900,000円

ＨＰＣＩ共用ストレージ東拠点柏
Ⅱ仮想化基盤　一式

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 R4.12.23 一般競争 11,990,000円

日本電子(株)製JEM-1400型透
過型電子顕微鏡用カメラシステ
ム　一式

大気海洋研究所　事務長 斉藤　正己
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 R4.12.23 一般競争 14,850,000円

HPCI共用ストレージ東拠点スト
レージシステム機材保守　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 R4.12.23
特定調達（総合評価
落札方式）

150,480,000円

東京大学医科学研究所附属病
院医療情報システム　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都港区東新橋一丁目５番２号

東京都千代田区神田練塀町３番地

富士通Japan株式会社

FLCS株式会社
R4.12.23

特定調達（最低価格
落札方式）

13,585,000円／月

三者契約
単価契約
調達予定総額978,120,000
円

プロメガ株式会社製キャピラリー
シーケンサー　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｃｏ
ｍｐａｃｔ　ＣＥ　Ｓｙｓｔｅｍ

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 R4.12.26 公開見積合せ 6,721,000円

（株）キーエンス製デジタルマイク
ロスコープ（ＶＨＸ－８０００）　一
式　及び　フリーアングル観察シ
ステム（ＸＹＺフル電動ステージ／
ＶＨＸ－Ｓ７５０）　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目
３番１４号

株式会社キーエンス R4.12.26 随意契約 7,832,000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

深層学習用GPU計算機　一式 地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都中央区日本橋大伝馬町3-2 株式会社HPCソリューションズ R4.12.26 一般競争 14,036,000円



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）

中性子散乱実験用電磁石　１式 柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美
宮城県仙台市太白区大野田３－１０－
１９

株式会社玉川製作所 R4.12.27 公開見積合せ 8,459,000円

国立大学法人東京大学医学部
附属病院職員用ポータルサイト
更新・保守業務

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 中央区新川2⁻4⁻7 株式会社内田洋行 R5.12.8 企画競争 10,635,680円

センシンメディカル株式会社製
昇降盤台Ｌ型６台およびＳ型７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 R4.12.22 公開見積合せ 9,051,751円


