
所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

駒場１．５ｔｏｎドライビングシミュ
レータのＤＳ計算機及びＩＧ　一
式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都港区港南1-6-41 三菱プレシジョン株式会社 R4.12.19 随意契約 13,970,000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

リアルコンピューティング(株)製
GPU計算機R-XG GPU
x4Edition　 一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都江東区冬木9番13号
リアルコンピューティング株式会
社

R5.1.5 随意契約 5,368,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

リアルコンピューティング株式会社は、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

サーモフィッシャーサイエンティ
フィック社製ＳｅｑＳｔｕｄｉｏジェネ
ティックアナライザ　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 R5.1.10 公開見積合せ 6,908,000円

東京大学ウイルス対策ソフトウェ
ア包括ライセンス　一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都中央区新川２丁目４番７号 株式会社内田洋行 R5.1.10
特定調達（最低価格
落札方式）

28,032,400円

高分解能走査型電子顕微鏡
一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 株式会社日立ハイテク R5.1.10
特定調達（最低価格
落札方式）

59,994,000円

手術用電動ドリルシステム　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 R5.1.10
特定調達（総合評価
落札方式）

869,605円/月
単価契約
調達予定総額62,611,560
円

In vivo 発光イメージングシステム
一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都品川区北品川五丁目５番１５号
大崎ブライトコア

オリックス・レンテック株式会社 R5.1.10
特定調達（最低価格
落札方式）

918,500円/月
単価契約
調達予定総額44,088,000
円

Ｈｉｇｈ－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ
Ｉｍａｇｉｎｇ／ＭａｘＯｎｅ／スイスＭ
ａｘＷｅｌｌ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ社製　一
式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎
東京都千代田区岩本町一丁目６番３
号

株式会社フィジオテック R5.1.11 随意契約 6,092,350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

蘭国BIOSEMI社製 デジタル脳
波計 64ch EEG Active Two
System ACTIVE2 BASE-SP JPN
64ch基本システムSP 一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 文京区本郷3-39-4 フクダニューロテック株式会社 R5.1.12 随意契約 6,193,110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

学内実験廃液専用のセンター指
定ポリ容器

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二
東京都中央区日本橋本町二丁目８番
７号

大同産業株式会社 R5.1.12 公開見積合せ 8,266,500円

富士フイルム(株)製　超音波内視
鏡　一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 名古屋市中区千代田二丁目16番30号 株式会社八神製作所 R5.1.13 公開見積合せ 6,980,000円

バイオロギングデータ解析システ
ムの緯度・経度データ地図表示
機能・受入データ種拡充および
解析アルゴリズムの追加業務　一
式

大気海洋研究所　事務長 斉藤　正己
東京都中野区本町２丁目１－８ＹＳＧａｒ
ｄｅｎ４０９号

Ｂｉｏｌｏｇｇｉｎｇ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会
社

R5.1.13 随意契約 7,499,800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

スイス国Ｚｕｒｉｃｈ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ
社製　６００ＭＨｚロックインアンプ
ＵＨＦＬＩ－Ｈ－ＢＯ／１１３　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都新宿区内藤町1 株式会社オプトサイエンス R5.1.13 随意契約 7,931,000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

調達件名及び数量
本学契約者名

調達情報一覧表（令和 5年 1月）
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キーエンス社製　セクショニング・
タイムラプスシステム　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 R5.1.16 公開見積合せ 7,370,000円

MEMS共焦点ユニット　一式 生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博
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 R5.1.16 公開見積合せ 8,426,000円

米国バイエアメディカル社製 人
工呼吸器AVEAベンチレーター
コンプリ2 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 R5.1.16 公開見積合せ 8,965,000円

ビジタールーム用什器　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
東京都文京区本郷5丁目1番13号 KS
ビル

幸和商事株式会社 R5.1.16 公開見積合せ 9,350,000円

データ共有・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 R5.1.16 公開見積合せ 9,460,000円

ナノ粒子解析システム　Ｎａｎｏｓｉ
ｇｈｔ　ＮＳ３００　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功
東京都渋谷区恵比寿西二丁目１６番８
号

恵比寿サイエンス株式会社 R5.1.17 一般競争 13,557,500円

英国Ｒｅｆｅｙｎ　社製超微量分子
量分布測定装置Ｒｅｆｅｙｎ　Ｔｗｏ
ＭＰオプティカルユニット　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功
東京都渋谷区恵比寿西二丁目１６番８
号

恵比寿サイエンス株式会社 R5.1.17 一般競争 14,850,000円

高速定量イメージサイトメーター
一式

本部財務部長 佐藤　哲康 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 R5.1.18
特定調達（最低価格
落札方式）

36,000,000円

人工心肺装置　二式 本部財務部長 佐藤　哲康 東京都文京区本郷三丁目４番６号 株式会社MMコーポレーション R5.1.18
特定調達（総合評価
落札方式）

119,889,000円

四重極飛行時間型液体クロマト
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 R5.1.18
特定調達（最低価格
落札方式）

773,850円/月
単価契約
調達予定総額27,858,600
円

ベックマン・コールター製卓
上型セルソーター　CytoFLEX
SRT 　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 R5.1.19 一般競争 14,965,962円

大規模コミュニケーションシステ
ム　一式

情報システム部長 水上　順一
東京都千代田区丸の内一丁目４番１
号

アビームコンサルティング株式会
社

R5.1.19 一般競争 14,993,000円

共焦点レーザー走査型顕微鏡
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 R5.1.19
特定調達（最低価格
落札方式）

28,908,000円

ビームラインエンドステーション移
送作業　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
神奈川県足柄上郡山北町岸３８１６番
地１

株式会社トヤマ R5.1.19
特定調達（最低価格
落札方式）

29,513,000円

東京大学アタカマ天文台大気観
測用分光器システムおよび太陽
追尾装置　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番
２４号

株式会社三ツワフロンテック R5.1.19
特定調達（最低価格
落札方式）

30,773,600円
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有機化学実験室　実験設備　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 R5.1.19
特定調達（最低価格
落札方式）

107,800,000円

自動細胞分離システム　一式 本部財務部長 佐藤　哲康 東京都中央区銀座八丁目１３番１号 JA三井リース株式会社 R5.1.19
特定調達（最低価格
落札方式）

1,571,680円/月
単価契約
調達予定総額94,300,800
円

横河電機（株）製共焦点スキャ
ナーユニット　一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号 株式会社エビデント R5.1.20 公開見積合せ 7,990,000円

NBC災害・テロ対策設備整備事
業（血液ガス分析装置　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 R5.1.20 一般競争 9,786,678円

本部棟2階什器等 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 R5.1.20
特定調達（最低価格
落札方式）

13,145,000円

米国Candela社製　ピコセカンド
Qスイッチレーザー装置　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 R5.1.20 一般競争 14,960,000円

米国ウエスト・ボンド社製マニュア
ルエポキシダイボンダー（ペース
ト配線対応型）モデル7200CR
一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 東京都台東区上野一丁目１７番６号 ハイソル株式会社 R5.1.23 随意契約 5,805,800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

令和4年度　武山断層東部にお
ける浅層反射法探査

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 R5.1.23 公開見積合せ 6,930,000円

富士電波工機(株)製　放電プラ
ズマ焼結装置

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二
埼玉県鶴ヶ島市富士見六丁目２番２２
号

富士電波工機株式会社 R5.1.23 随意契約 7,645,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第１号

富士電波工機株式会社は、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

ベックマン・コールター社製　ハ
イパフォーマンスコンパクトフロー
サイトメーター　Ｃｙｔｏ　ＦＬＥＸ　Ｓ
Ｂ７５８１２　２レーザー６カラー　Ｂ
２－Ｒ０－Ｖ０－Ｙ４　他　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 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 R5.1.23 公開見積合せ 7,920,000円

Up To Date Anywhere　一式 医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎
230 Third Ave, Waltham, MA 02451
USA

UpToDate Inc. R5.1.23 随意契約 8,262,985円
東京大学契約事務取扱
規則第32条第1項第一
号

契約の目的が競争を許さない場合
リバースチャージ方式のた
め、税抜額を記載

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 R5.1.23 随意契約 12,669,600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

ゲノム情報翻訳・解釈クラウド・
サービス　一式

医科学研究所　事務部長 上原　功
東京都中央区勝どき３－１３－１　ＦＯＲ
ＥＦＲＯＮＴ　ＴＯＷＥＲⅡ

株式会社キアゲン R5.1.24 随意契約 6,600,000円
東京大学契約事務取扱
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とき

スウェーデン国Ｏｌｉｎｋ　Ｐｒｏｔｅｏｍ
ｉｃｓ　ＡＢ社製　Ｏｌｉｎｋ　Ｓｉｇｎａｔｕｒ
ｅ　Ｂｕｎｄｌｅ　ＢＤ００２５　一式

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 R5.1.26 随意契約 6,199,600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

逐次型空気圧式マッサージ器
70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 R5.1.26 公開見積合せ 7,007,000円
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パルスホルミウム・ヤグレーザー
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 R5.1.26
特定調達（最低価格
落札方式）

20,350,000円

電動油圧手術台セット　一式 本部財務部長 佐藤　哲康
愛知県名古屋市中区千代田二丁目１
６番３０号

株式会社八神製作所 R5.1.26
特定調達（最低価格
落札方式）

27,366,328円

共焦点レーザー走査型顕微鏡
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 R5.1.26
特定調達（最低価格
落札方式）

29,337,000円

情報科学教育⽤基幹ネットワーク
システム　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

東京都中央区日本橋室町二丁目４番
３号

住友電設株式会社

昭和リース株式会社
R5.1.26

特定調達（最低価格
落札方式）

386,100/月

三者契約
単価契約
調達予定総額27,027,000
円

英国Andor Technology社製　高
速共焦点モジュールDragonfly
一式

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 千葉県千葉市中央区末広3-12-6 株式会社薬研社 R5.1.27 一般競争 14,899,005円

ハイブリッドモーションキャプチャ
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 R5.1.27 一般競争 14,997,455円

サーモフィッシャー製フローサイ
トメーターAttune NxT Acoustic
Focusing Cytometer Blue laser
一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸
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 R5.1.30 公開見積合せ 5,280,000円

東京大学インターナショナル・
ロッジ等管理業務他　一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都港区新橋五丁目９番１号 株式会社関東コーワ R5.1.30
特定調達（最低価格
落札方式）

294,800,000円

デンマーク国ラジオメーターメ
ディカル社製　血液ガス分析装
置　ABL800 FLEX PLUS
（ABL835仕様）　1台

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷3-4-6 株式会社ＭＭコーポレーション R5.1.31 公開見積合せ 5,894,846円

スイス国イー・エム・エス　エレクト
ロメディカルシステムズ社製　超
音波･衝撃波結石破砕装置　トリ
ロジー　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 R5.1.31 公開見積合せ 7,150,000円

石堂断層のボーリング掘削調査 地震研究所　事務長 村岡　　俊 東京都港区虎ノ門3-18-5 国土防災技術株式会社 R5.1.31 公開見積合せ 8,360,000円

ノルウェー国メディスティム社製
メディスティム超音波血流量計
MiraQ Ultimate　規格
MQU02011　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3-4-6 株式会社ＭＭコーポレーション R5.1.31 公開見積合せ 9,735,000円

動物ＭＲＩデータＷＥＢ操作閲覧
クラウドシステムの構築

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3-44-2 理科研株式会社 R5.1.31 一般競争 14,850,000円

外科手術画像支援システム　一
式

本部財務部長 佐藤　哲康
愛知県名古屋市中区千代田二丁目１
６番３０号

株式会社八神製作所 R5.1.31
特定調達（総合評価
落札方式）

81,044,700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）

手術用顕微鏡　二式 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 R5.1.31
特定調達（総合評価
落札方式）

99,000,000円


