
所属・役職 氏名 住　　所 名称 適用条項 随意契約理由

デジタルイメージングシステム／
ＡＰＸ１００／株式会社エビデント
製　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎
東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６
号

株式会社池田理化 R5.2.1 公開見積合せ 7,999,200円

マトリックス支援レーザー脱離イ
オン化質量分析器　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 R5.2.1
特定調達（最低価格
落札方式）

18,000,000円

高速ディスクアレイ装置用追加
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 R5.2.1
特定調達（最低価格
落札方式）

57,640,000円

高性能透明導電膜作製用スパッ
タ装置　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
神奈川県平塚市四之宮七丁目３番１０
号

株式会社コスモ・サイエンス R5.2.1
特定調達（最低価格
落札方式）

73,568,000円

ヒトゲノム解析センターのコン
ピュータシステム等運用および
管理支援業務　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 R5.2.1
特定調達（最低価格
落札方式）

119,989,650円

イルミナ社製　Ｍｉｓｅｑ　Ｒｅａｇｅｎｔ
Ｋｉｔ　ｖ３　２５キット　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 文京区本郷3-21-2 株式会社ＵＢＳＪ R5.2.2 公開見積もり合わせ 6,116,000円

英国Ｒｅｆｅｙｎ　社製超微量分子
量分布測定装置Ｒｅｆｅｙｎ　Ｔｗｏ
ＭＰコントロールユニット　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 渋谷区恵比寿西2-16-8 恵比寿サイエンス株式会社 R5.2.2 公開見積もり合わせ 9,460,000円

Ｔａｋｅｒｕ　ｆｏｒ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅｒ　Ｖ
拡張／株式会社ナベ　インター
ナショナル製　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 茨城県つくば市東光台五丁目９番１号
株式会社ナベ　インターナショナ
ル

R5.2.2 随意契約 9,751,500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

柏キャンパス一般廃棄物収集運
搬処理業務　一式

本部財務部長 佐藤　哲康 千葉県柏市酒井根二丁目６番１１号 山本産業株式会社 R5.2.2
特定調達（最低価格
落札方式）

31.90円／kg他
単価契約
調達予定総額12,879,570
円

駒場Ⅰキャンパス一般廃棄物及
び産業廃棄物処理作業　一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都板橋区坂下三丁目４番１号 株式会社ハイシステム R5.2.2
特定調達（最低価格
落札方式）

35.20円／kg他
単価契約
調達予定総額20,700,000
円

駒場Ⅱキャンパス一般廃棄物及
び産業廃棄物処理作業　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都豊島池袋２丁目１４番８号池袋
エヌエスビル

株式会社要興業 R5.2.2
特定調達（最低価格
落札方式）

39.60円／kg他
単価契約
調達予定総額16,939,340
円

本郷キャンパス一般廃棄物及び
産業廃棄物処理作業　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都豊島池袋２丁目１４番８号池袋
エヌエスビル

株式会社要興業 R5.2.2
特定調達（最低価格
落札方式）

39.60円／kg他
単価契約
調達予定総額101,363,196
円

スウェーデンTobii社製 Tobii
Pro スペクトラム1200 一式及
びTobii Pro フュージョン250
二式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 品川区西五反田7-7-7 トビー・テクノロジー株式会社 R5.2.3 随意契約 10,065,000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

次世代シーケンサー用DNAシー
ケンス試薬キット　一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社　東京支社 R5.2.3 一般競争 11,363,440円

調達件名及び数量
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調達情報一覧表（令和 5年 2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
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）

東京大学三鷹国際学生宿舎管
理業務他　一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都港区赤坂一丁目１番１６号 首都圏ビルサービス協同組合 R5.2.3
特定調達（最低価格
落札方式）

28,402,396円

東京大学数値解析ソフトウェア包
括ライセンス　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都中央区京橋二丁目１３番１１号
宝町三清ビル

株式会社三平商会 R5.2.3
特定調達（最低価格
落札方式）

75,121,273円

東京大学包括ソフトウェアライセ
ンス　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４
号

株式会社大塚商会 R5.2.3
特定調達（最低価格
落札方式）

99,455,241円

遠隔講義システム　一式 情報システム部長 水上　順一 東京都豊島区駒込二丁目3番1号 株式会社ベックス R5.2.6 公開見積合せ 6,295,000円

研究用電動倒立顕微鏡／ＥＣＬＩ
ＰＳＥ　Ｔｉ２－Ｅ／株式会社ニコン
製　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都練馬区向山４丁目１番７号 株式会社齋藤医療器械 R5.2.6 随意契約 9,967,567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

横河電機(株)製共焦点スキャ
ナーユニット CSU-W1  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１丁目８番６号 ㈱式会社池田理化 R5.2.8 公開見積合せ 9,861,500円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第５号

アトムメディカル社製　分娩監視
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 R5.2.10 公開見積合せ 5,800,000円

情報技術の市場動向および技
術動向に関する情報提供サービ
ス　一式

情報システム部長 水上　順一 東京都港区愛宕二丁目5番1号 ガートナージャパン株式会社 R5.2.10 公開見積合せ 9,570,000円

動物ＭＲＩ構造クラウド解析パイ
プラインの作成

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎
京都市下京区中堂寺粟田町９１
ＫＲＰ９号館６０９号室

株式会社　知能情報システム R5.2.10 一般競争 14,300,000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 R5.2.10 一般競争 66,528,000円

10x genomics社製 Chromium
Next GEM シングルセル マルチ
オームATAC+GEXバンドル（16
サンプル）

医学部附属病院　事務部長 岩瀬　鎮男 東京都文京区本郷七丁目3番1号 ケミカルサービス東京株式会社 R5.2.13 公開見積合せ 8,236,800円

(株)ニコンソリューションズ製 電
動倒立顕微鏡 AX+Ti2-Eイメー
ジングシステム  一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都文京区本郷七丁目３番１号 ケミカルサービス東京株式会社 R5.2.14 公開見積合せ 7,997,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第５号

ＪＦＥアドバンテック（株）製　高速
水温計付きＣＴＤシステム　一式

大気海洋研究所　事務長 斉藤　正己 東京都台東区蔵前２－１７－４ ＪＦＥアドバンテック株式会社 R5.2.14 随意契約 8,250,000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

株式会社ニコンソリューションズ
製 高感度ディテクタ付きレー
ザー照射システム　ＬＵＡ－Ｓ４
－ＧＡ型　一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二
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 R5.2.14 公開見積合せ 9,603,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第５号

テクニプラスト社製　完全機密式
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 豊島区巣鴨1-7-6 東京サイエンス株式会社 R5.2.14 一般競争 14,740,000円
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東京大学駒場・白金台地区屋内
清掃業務委託　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都渋谷区代々木二丁目１８番3号
オーチュー第１ビル

株式会社オーチュー R5.2.14
特定調達（最低価格
落札方式）

359,700,000円

東京大学本郷地区屋内清掃業
務委託　一式

本部財務部長 佐藤　哲康 東京都北区王子三丁目１９番７号 株式会社サンアメニティ R5.2.14
特定調達（最低価格
落札方式）

772,200,000円

株式会社パーキンエルマー製
Ｎｉｖｏマルチモードマイクロプ
レートリーダー　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都文京区本郷三丁目44番2号 理科研株式会社 R5.2.15 公開見積合せ 6,888,420円

テクニプラスト社製　マウス用個
別換気ゲージシステム　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都文京区本郷三丁目44番2号 理科研株式会社 R5.2.15 公開見積合せ 7,854,000円

マウスならびにサル血漿中定量
法バリデーション　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 鹿児島市宮之浦町2438 株式会社新日本科学 R5.2.16 随意契約 12,562,000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ため。

米国ベックマン・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　ＦＬＥ
Ｘ　Ｓ　　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 豊島区巣鴨1-7-6 東京サイエンス株式会社 R5.2.16 一般競争 14,993,000円

独国ライカマイクロシステムズ社
製 共焦点レーザー顕微鏡TCS
SP8用 Scan head upgrade　一式

理学系研究科等・事務部長 渡邉　慎二 東京都文京区本郷三丁目４４番２号 理科研株式会社　東京支社 R5.2.17 公開見積合せ 8,305,000円
契約事務取扱規程第３２
条第１項第５号

クレオプティクス社製　WAVE分
子間相互作用解析システム賃貸
借　一式

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 R5.2.17 一般競争 23,475,100円

ビザ・コンサルティング・サービス
にかかる業務委託

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都港区西新橋二丁目３９番３号
ＳＶＡＸ西新橋ビル８階

行政書士法人ＩＭＳ R5.2.21
特定調達（最低価格
落札方式）

1,122,000円／月
単価契約
調達予定総額15,444,000
円

Ｔａｋｅｒｕ　ｆｏｒ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅｒ　Ｖ／
株式会社ナベ　インターナショナ
ル製　一式

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 茨城県つくば市東光台五丁目９番１号
株式会社ナベ　インターナショナ
ル

R5.2.22 随意契約 9,967,100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

微生物コロニーピッキングシステ
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 R5.2.22
特定調達（最低価格
落札方式）

24,838,000円

in vivo 発光・蛍光イメージングシ
ステム　一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６
号

株式会社池田理化 R5.2.22
特定調達（最低価格
落札方式）

30,789,000円

トイレ用消臭芳香器等賃貸借
一式

本部財務部長 佐藤　哲康
東京都千代田区九段南一丁目５番１０
号

日本カルミック株式会社 R5.2.22
特定調達（最低価格
落札方式）

1,200円／月他
単価契約
調達予定総額124,489,728
円

加国Innovasea社製 VEMCO
VR2Tx受信機他　一式

大気海洋研究所　事務長 斉藤　正己 東京都足立区東和５－１３－４ 日本海洋株式会社 R5.2.24 随意契約 6,391,000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

東京大学医科学研究所附属病
院物流・滅菌等業務　一式

医科学研究所　事務部長 上原　功 港区芝浦3-4-1
株式会社エフエスユニマネジメン
ト

R5.2.24 一般競争 126,918,000円
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米国Ｋｅｙｓｉｇｈｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
社製　ベクトルネットワークアナラ
イザ　Ｐ５００４Ｂ　一式

生産技術研究所　事務部長 高橋　喜博 東京都台東区上野五丁目１４番１２号 日本電計株式会社 R5.2.27 公開見積合せ 7,999,200円

原子間力顕微鏡装置　一式 柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美 豊島区高松１－１１－１６ 日本カンタム・デザイン株式会社 R5.2.27 公開見積合せ 9,999,935円

発光分光器用高度回析格子基
板　一式

柏地区共通事務センター事務長 板倉　奈緒美
大阪府茨木市彩都やまぶき２－５－３
８

株式会社ジェイテックコーポレー
ション

R5.2.27 一般競争 16,984,000円

安定同位体比質量分析システム
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 R5.2.27
特定調達（最低価格
落札方式）

696,520円／月
単価契約
調達予定総額33,432,960
円

超大容量ディスクシステム保守
一式

カブリ数物連携宇宙研究研機構
事務長

吉泉　浩二 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 R5.2.28 随意契約 5,445,000円
契約事務取扱規程第32条第1
項第1号

当該システムの設定情報等を開示しておらず、他者を通
じずに直接保守を行っているため。

ＳｐｅｃｔｒａＭａｘ　ｉ３ｘ　マルチモー
ドマイクロプレートリーダー／Ｉ３Ｘ
－ＳＣ－ＡＣＡＤ／モレキュラー
デバイス製

医学部・医学系研究科　事務長 須藤　桂太郎 東京都文京区本郷三丁目44番2号 理科研株式会社 R5.2.28 随意契約 5,612,750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

Ｒｈｅｌｉｘａ社製　１０Ｘ　Ｖｉｓｉｕｍ　Ｆ
ＦＰＥ　Ｖ２　６検体　一式

医科学研究所 事務部長 上原 功 豊島区巣鴨1-7-6 東京サイエンス株式会社 R5.2.28 公開見積もり合わせ 9,240,000円

東京大学駒場図書館の夜間等
閲覧業務　一式

教養学部等　事務部長 小寺　孝幸 大阪府大阪市中央区北浜東１番20号 ナカバヤシ株式会社 R5.2.28 一般競争 12,650,000円


