
件数（件） 金額（円） 備考

合計 1653 1,679,961,448

競争契約 475 950,562,385

独占契約 0 0

緊急契約 20 19,091,038

少額契約 933 151,705,590

特定契約 225 558,602,435

令和元年度契約結果（全案件）
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〔契約金額1億円以上〕

№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

1 委託 建物管理業務委託 株式会社オール商会

2 委託 動物飼育管理業務委託 株式会社アニマルケア

令和元年度契約結果（競争契約）
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〔契約金額1億円以上〕

№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

該当なし

令和元年度契約結果（独占契約）
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〔契約金額1億円以上〕

№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

該当なし

令和元年度契約結果（緊急契約）
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№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

1 その他物品 読売新聞の購読 （株）Ｚｅａｌ

2 委託 契約システム保守委託 インフォケーション

3 委託 資源ごみ処理委託（単価契約） 千代田商事

4 その他物品 会計ソフトウェアの賃借 JA三井リース

5 委託 会計システムソフトウェア保守委託 サクセス

6 委託 保存文書の保管及び運搬等業務委託（単価契約） 日本通運

7 委託
在宅医療安全：ヒヤリハット情報検索システムサーバー利用・
維持管理

Ｒ１０２

8 委託 複合機集計システム保守委託 富士ゼロックス

9 その他物品 産経新聞の購読 産経新聞世田谷

10 その他物品 文献複写サービスの利用(単価契約)
特定非営利活動法人日本医学図書館協
会

11 委託
「難病ケア看護データーベース」のサーバーサービス及び関
連ソフトウェア保守委託

オープンソース・ワークショップワークショッ
プ

12 委託 Net C0mmons　保守委託 オープンソース・ワークショップ

13 委託
不正行為に係る」相談・告発の受付窓口業務委託（単価契
約）

あさひ法律事務所　畑井研吾

14 その他物品 文献複写サービスの利用（単価契約） サンメディア

15 委託 人事システムの保守委託 コーディネート

16 その他物品 医中誌web版の利用 ユサコ

17 委託 恒温恒湿室・低温室点検作業委託 株式会社日本医化器械製作所

18 委託 複写サービスに関する契約（単価契約） キャノンマーケティング

19 委託
2019年度版（公財）東京都医学総合研究所リーフレットの作
成

ヨシダ印刷

20 委託 Trainingプログラムの改修委託 知能情報システム

21 その他物品 モバイルルーターの購入 TDモバイル

22 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

23 委託 T-RFLPフローラ解析委託 テクノスルガ・ラボ

24 その他物品 ｿﾌﾄｳｪｱ外9点の購入 コーディネート

25 委託 ニホンザル輸送委託 葛生運送

26 その他物品 リンパ球分離チューブ外６点の購入 アズサイエンス

27 委託 超低温フリーザー修理 池田理化

28 委託 発光測定用機器修理委託 和科盛商会

29 その他物品 ｻﾂﾏｲﾓ外7点の購入 八百大商店

30 委託 ニホンザル検疫検査委託 予防衛生協会

31 その他物品 ソフトウェアの購入 東明サイエンス

32 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

33 委託 マウス輸送委託 ワールド・クウリアー

34 その他物品 ﾆｯｹﾙ水素電池外17点の購入 小川商店

35 その他物品 Brainsight Analogue Receiveの購入 ミユキ技研

36 その他物品 ICｶｰﾄﾞの購入 フォー

37 委託 研究試料輸送委託 ワールド・クウリアー

38 委託 プリンターEPSON LP-M8040Fの修理 奥田商会

39 その他物品 固形飼料の購入 オリエンタル酵母工業

40 工事 副所長室ロールスクリーン取付工事 松尾工務店

41 その他物品 プラチナチップ外１５点の購入 和科盛商会

42 その他物品 ニッケル水素電池他外５点の購入 和泉ビジネス・マシン

43 その他物品 LEDカニューラの購入 バイオリサーチセンター

44 委託 ルミノメーター修理委託 東明サイエンス

45 委託 国内特許出願に係る事務委任契約
杉村萬国特許法律事務所 弁理士 杉村憲
司

46 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

47 その他物品 アルカリボタン電池外59点の購入 イナダオフィスサプライ

48 その他物品 試薬の購入 高長

49 その他物品 トナーカートリッジ外１４点の購入 東京ディエスジャパン

50 委託 契約システムの年度更新及び暦年表示の変更について インフォケーション

51 その他物品 超純水製造装置 A10UV用ﾗﾝﾌﾟ外2点の購入 中嶋製作所

52 その他物品 カラーコードインサート外１１点の購入 カーク

53 その他物品 スペアキー外１１点の購入 コーディネート

54 その他物品 ｳﾙﾄﾗｵﾘｺﾞの購入 岩井化学薬品（オリゴ）

55 その他物品 ケイドライワイパー外９点の購入 バイオテック・ラボ

56 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

57 その他物品 PCソフト外5点の購入 奥田商会

58 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明サイエンス（オリゴ）

59 委託 安全キャビネット修理委託 池田理化

60 その他物品 試薬の購入 高長

61 その他物品 万能キャップオープナー外５点の購入 チヨダサイエンス

62 その他物品 ソフトウェアの購入 コーディネート

63 その他物品 オリゴの購入 東明サイエンス(オリゴ）

64 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

65 その他物品 ワークステーションの賃借 カテナレンタルシステム

66 その他物品 入力箱の購入 アズサイエンス

67 その他物品 ペーパータオル外５点の購入 東和科学

68 その他物品 スライドグラス外１５点の購入 バイオテック・ラボ

69 その他物品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｲｱﾙ外3点の購入 ハイテック

70 その他物品 ディッシュ外２点の購入 池田理化

71 その他物品 フタ付カセット外9点の購入 チヨダサイエンス

72 その他物品 ﾁｯﾌﾟ外13点の購入 和科盛商会

73 その他物品 ディスポグローブ外12点の購入 池田理化

74 その他物品 ラット用円筒ケージの購入 小原医科産業

75 その他物品
2019年度都医学研夏のセミナー「臨床教育コース」開催に伴
うポスターの印刷

アイワエンタープライズ

令和元年度契約結果（少額契約）
〔契約金額5万円以上〕
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№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

76 その他物品 ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ外5点の購入 バイオリサーチセンター

77 その他物品 試薬の購入 高信化学

78 その他物品 リポフェクタミン外３点の購入 理科研

79 その他物品 試薬の購入 高長

80 その他物品 文献複写サービスの利用 ユサコ

81 その他物品 夏のセミナー用顕微鏡の賃借 オリンパスメディカルサイエンス販売

82 その他物品 実験動物の購入 日本クレア

83 その他物品 マルチタイマー外１０点の購入 和科盛商会

84 その他物品 特注ﾐﾆｽﾃｰｼﾞの購入 成茂科学

85 その他物品 書籍14点の購入 文光堂書店

86 その他物品 フリーカットクロス外５点の購入 吉武商会

87 その他物品 高出力紫外線ランプ外７点の購入 バイオテック・ラボ

88 その他物品 スライドグラス外１１点の購入 アズサイエンス

89 その他物品 トナーカートリッジ外８点の購入 東京ディエスジャパン

90 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

91 委託 ニホンザル検査委託 予防衛生協会

92 その他物品 サージカルマスク外１点の購入 スズケン

93 その他物品 有精卵の購入 大宮家禽

94 その他物品 ボールペン替え芯外24点の購入 イナダオフィスサプライ

95 委託 組織切片作製装置修理委託 池田理化

96 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

97 その他物品 合成DNAの購入 北海道システムサイエンス

98 委託 血液検査委託 エスアールエル

99 その他物品 LANケーブル外5点の購入 和泉ビジネス・マシン

100 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

101 その他物品 ｻﾂﾏｲﾓ外8点の購入 八百大商店

102 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明（オリゴ）

103 その他物品 ホワイトボードマーカー外７５点の購入 イナダオフィスサプライ

104 その他物品 ビニールテープ外６点の購入 池田理化

105 その他物品 液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ外2点の購入 コーディネート

106 その他物品 試薬の購入 東和科学

107 その他物品 オレキシンA ELISAキットワコー外２点の購入 アズサイエンス

108 委託 各種会議（2019年6月開催分）速記録の作成 神戸綜合速記

109 その他物品 感光体ﾕﾆｯﾄ外8点の購入 東京ディエスジャパン

110 委託 ２０１９年度都医学研都民講座広報用ポスターの印刷 アイガー

111 委託 超純水装置ﾒﾝﾃﾝﾅﾝｽ委託 チヨダサイエンス

112 その他物品 RI滅菌飼料の購入 日本クレア

113 その他物品 試薬の購入 アズサイエンス

114 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

115 委託 第20回国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾎﾟｽﾀｰ印刷 ヨシダ印刷

116 その他物品 パソコンの購入 和泉ビジネス・マシン

117 委託 機密文書収集運搬処理委託（単価契約） 高嶺清掃

118 その他物品 給餌器ベース板外９点の購入 プラポート

119 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

120 その他物品 オリゴの購入 岩井化学薬品（オリゴ）

121 その他物品 ソフトウエアの購入 バイオリサーチセンター

122 その他物品 HVﾌｨﾙﾀｰ外14点の購入 バイオテック・ラボ

123 その他物品 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ用廃棄ﾊﾞｯｸ外４点の購入 チヨダサイエンス

124 その他物品 放射線物質の購入 日本アイソトープ協会

125 その他物品 手術用手袋外２点の購入 カーク

126 その他物品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾄﾙ外1点の購入 ハイテック

127 その他物品 ピペットチップ外13点の購入 東明サイエンス

128 その他物品 スペアキー外5点の購入 コーディネート

129 その他物品 スポンジ外２７点の購入 小川商店

130 その他物品 試薬の購入 アズサイエンス

131 委託 在宅療養支援リスク管理プログラムの印刷 伊豆アート印刷

132 その他物品 剪刀外18点の購入 和科盛商会

133 委託 ニホンザル輸送委託 葛生運送

134 その他物品 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ外９点の購入 東京ディエスジャパン

135 その他物品 ニトリル手袋外13点の購入 バイオテック・ラボ

136 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

137 委託 「ハラスメント研修実施委託」 リサーチサポート

138 その他物品 バイアル外9点の購入 チヨダサイエンス

139 その他物品 ﾏｲｸﾛﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀ-外11点の購入 バイオリサーチセンター

140 その他物品
2019年度都医学研夏のセミナー「難病地域ケアコース」テキス
トの印刷

アイガー

141 その他物品 幹細胞培養キットの購入 フェニックスバイオ

142 委託 Ｓ棟スクラバー修繕 イナリサーチ

143 その他物品 ｳﾙﾄﾗｵﾘｺﾞの購入 岩井化学薬品（オリゴ）

144 その他物品 APS anti-mouse IgMa Antibody外8点の購入 東和科学

145 その他物品 空気清浄機の購入 奥田商会

146 その他物品 ハンディプリンター外１点の購入 和泉ビジネス・マシン

147 委託 英文添削委託 ゼニス

148 その他物品 ﾃﾞｼﾞﾀﾙはかり外４２点の購入 イナダオフィスサプライ

149 委託 複写サービスに関する契約（単価契約） キヤノンマーケティングジャパン

150 委託 101室パーテーション設置委託 井上事務機事務用品

151 その他物品 DNAシーケンスの購入 東明サイエンス

152 その他物品 ｳﾙﾄﾗｵﾘｺﾞの購入 岩井化学薬品（オリゴ）

153 委託 聴力測定装置修理委託 バイオリサーチセンター

154 その他物品 糸付縫合針外７点の購入 カーク

155 その他物品 空気ガス外４点の購入 千代田
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№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

156 その他物品 SSD外２点の購入 奥田商会

157 委託 封筒の印刷 ヨシダ印刷

158 その他物品 ﾌｨｯﾄﾌﾗｸﾞ栓外6点の購入 チヨダサイエンス

159 その他物品 カラーコードインサート外６点の購入 理科研

160 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

161 委託 ユニバーサルCO2 インキュベーター修理委託 和科盛商会

162 委託 動物用気化器オーバーホール委託 東明サイエンス

163 委託 N棟ボイラー修繕 三浦工業

164 その他物品 ﾌｧｲﾊﾞｰｶﾆｭｰﾗの購入 バイオリサーチセンター

165 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

166 委託
2019年度ストレスチェック制度の実施委託について（単価契
約）

フェアワーク・ソリューションズ

167 その他物品 円形アジャスタ外５点の購入 奥田商会

168 その他物品 カラーフリーズボックス外６点の購入 和科盛商会

169 その他物品 環境推進ﾄﾅｰ外11点の購入 東京ディエスジャパン

170 その他物品 実験動物の購入 日本クレア

171 その他物品 文献複写サービスの利用 ユサコ

172 その他物品 滅菌ピペット外１点の購入 バイオテック・ラボ

173 その他物品 業務用シュレッダー外１３点の購入 コーディネート

174 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

175 その他物品 放射性物質の購入 日本アイソトープ協会

176 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

177 委託 ニホンザル・マーモセット検査委託 予防衛生協会

178 その他物品 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ外15点の購入 コーディネート

179 その他物品 ポリ袋外１８点の購入 小川商店

180 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

181 その他物品 ウェーブキャップ外１点の購入 丸三製薬バイオテック

182 その他物品 特注ﾌﾟﾚｰﾄ外2点の購入 成茂科学

183 委託 接遇研修実施委託 リサーチサポート

184 その他物品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｲｱﾙ外2点の購入 ハイテック

185 その他物品 ﾘﾁｳﾑｺｲﾝ電池外78点の購入 イナダオフィス

186 委託
2019年度在宅難病患者訪問看護師等養成研修（座学Ⅰ）講
義テキスト印刷

アイガー

187 委託 サル用ケージ収容アイソレーター点検委託 トキワ科学器械

188 その他物品 書籍の購入 図書出版 木星舎 古野多鶴子

189 委託 英文校正委託 フォルテ

190 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

191 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾁｯﾌﾟ外23点の購入 東明サイエンス

192 その他物品 ｸﾞﾗﾆｭｰ糖外8点の購入 小川商店

193 その他物品 ソフトウェア購入代 室町機械

194 その他物品 ２デオキシグルコース外７点の購入 池田理化

195 その他物品 パソコン外1点の購入 奥田商会

196 その他物品 試薬の購入 高長

197 委託 特定温室効果ガス年度排出量検証委託 日本ガス機器検査協会

198 その他物品 低酸素培養ｷｯﾄ外１１点の購入 チヨダサイエンス

199 その他物品 試薬の購入 高信化学

200 その他物品 ドラム外８点の購入 東京ディエスジャパン

201 委託 血液・DNA解析委託 エスアールエル

202 その他物品 パイプ清掃器の購入 新日本制御

203 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

204 その他物品 USB LAN変換アダプタ外9点の購入 和泉ビジネス・マシン

205 その他物品 PCｿﾌﾄ外3点の購入 コーディネート

206 その他物品 pH・イオン水質メーターキットの購入 池田理化

207 その他物品 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ外8点の購入 バイオテックラボ

208 その他物品 ピペットチップの購入 エキシジェン

209 委託 防火設備定期検査業務委託 サンコー技研

210 その他物品 ﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ外8点の購入 アズサイエンス

211 委託 HiseqXten 次世代シークエンス解析委託 バイオテックラボ

212 その他物品 精製用ｶﾗﾑ外８点の購入 チヨダサイエンス

213 その他物品 書籍の購入 朝倉書店

214 その他物品 ﾏｸﾞﾈｯﾄﾍﾞｰｽ ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼｬﾌﾄ外5点の購入 バイオリサーチセンター

215 その他物品 RI滅菌飼料の購入 日本クレア

216 その他物品 核酸蛋白質定量装置の購入 池田理化

217 その他物品 ｻﾝﾌﾟﾙボックス外１１点の購入 アズサイエンス

218 委託 翻訳委託 カクタス・コミュニケーションズ

219 委託 N棟1階ミーティング室Bカーペット張替え作業委託 松尾工務店

220 その他物品 補助冷却装置兼用ﾊﾞｯﾃﾘｰ他14点の購入 池田理化

221 その他物品 培養皿外6点の購入 バイオテック・ラボ

222 その他物品 オリゴ外１０点の購入 岩井化学薬品（オリゴ）

223 その他物品 PH電極外１１点の購入 池田理化

224 その他物品 薬用冷蔵ショーケースの購入 和科盛

225 委託 101研究室パーテンション用テンキー錠設置委託 戸田健商

226 その他物品 注射針外６点の購入 カーク

227 委託
前期臨床試験用GMP政財保管業務委託の保管実績報告書
作成委託

トライアングル

228 委託 超純水製造装置修理委託 チヨダサイエンス

229 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

230 その他物品 ﾏｳｽ外1点の購入 奥田商会

231 その他物品 ステレオカメラの購入 アスク

232 その他物品 AIN93Mベース飼料外1点の購入 オリエンタル酵母工業

233 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

234 委託 ばい煙測定委託 環境技研
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235 その他物品 Anti-GSK3 bete (phosho Y216)抗体外６点の購入 アズサイエンス

236 その他物品 外付けハードディスクの購入 井上事務機事務用品

237 その他物品 USBカメラ一式の購入 バイオリサーチセンター

238 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明（オリゴ）

239 その他物品 プリンタ外1点の購入 和泉ビジネスマシン

240 その他物品 驚愕反応試験装置の購入 ブレインサイエンスイデア

241 委託 FN1用三眼鏡筒修理及びAIR用ﾚｰｻﾞｰ光軸調整委託 ニコンインステック

242 その他物品 パソコンの購入 コーディネート

243 その他物品 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ外１点の購入 スズケン

244 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

245 その他物品 ｺﾋﾟｰｽﾀﾝﾄﾞ外5点の購入 バイオリサーチセンター

246 その他物品 UV効果接着剤外２点の購入 高信化学

247 委託 バーチャルスライドシステム出張点検 オリンパスメディカルサイエンス販売

248 その他物品 文献複写サービスの利用 ユサコ

249 その他物品 ワークステーションの賃借 カテナレンタルシステム

250 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

251 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

252 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

253 その他物品 実験動物の購入 日本クレア

254 その他物品 ｻﾂﾏｲﾓ外8点の購入 八百大商店

255 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明サイエンス（オリゴ）

256 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

257 委託 国内特許出願に係る事務委任契約
阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士 片山
英二

258 その他物品 マウス対外受精用培地外３点の購入 九動

259 委託 血液・DNA分析委託 エスアールエル

260 その他物品 漏電ブレーカーの購入 新日本制御

261 その他物品 試薬の購入 高長

262 その他物品 液晶パネル外５点の購入 コーディネート

263 その他物品 ﾍﾞﾙﾄﾕﾆｯﾄ外6点の購入 東京ディエスジャパン

264 その他物品 Akt(pan)(C67E7)Rabbit mAb外１７点の購入 和科盛商会

265 その他物品 潤滑剤外16点の購入 小川商店

266 その他物品 ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾁｯﾌﾟ外６点の購入 カーク

267 その他物品 試薬の購入 高長

268 その他物品 複合機外１点の購入 奥田商会

269 その他物品 マルチタイマー外１２点の購入 東明サイエンス

270 その他物品 ｺﾋﾟｰ用紙外1点の購入 理想科学工業

271 その他物品 飼料の購入 EPトレーディング

272 委託 パソコンの修理 奥田商会

273 その他物品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｲｱﾙの購入 ハイテック

274 その他物品 点灯管外２点の購入 小川商店

275 その他物品 USBハブ外10点の購入 和泉ビジネス・マシン

276 その他物品 カニューラ用固定台座外１点の購入 東京サイエンス

277 委託 2019年度東京都医学総合研究所年報の印刷 アイガー

278 その他物品 ﾊﾟｿｺﾝ他１点の購入 中賀堂

279 委託 研究試料輸送委託 ワールド・クウリア

280 その他物品 光ファイバーカニューラ外６点の購入 バイオテック・ラボ

281 その他物品 モバイルルーターの購入 TDﾓﾊﾞｲﾙ

282 その他物品 PCR用8連ﾁｭｰﾌﾞ外15点の購入 バイオテックラボ

283 委託 第20回国際シンポジウム抄録の印刷 アイガー

284 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

285 委託 英文校正委託 フォルテ

286 その他物品 Poly-L-lysine hydrobromide外５点の購入 池田理化

287 その他物品 Monoconal Mouse Anti-Human外7点の購入 カーク

288 委託 超音波破砕機修理委託 高長

289 その他物品 純水製造装置の購入 東京サイエンス

290 その他物品 ナイロンブラシ外12点の購入 アズサイエンス

291 その他物品 ホワイトボードマーカー外57点の購入 イナダオフィスサプライ

292 委託 ニホンザル検査委託 予防衛生協会

293 その他物品 紙ﾜｲﾊﾟｰ外4点の購入 チヨダサイエンス

294 その他物品 滅菌台車用布カバーの購入 トキワ科学器械

295 その他物品 イメージドラム外２点の購入 コーディネート

296 その他物品 シリンジ外8点の購入 チヨダサイエンス

297 その他物品 パソコンの購入 コーディネート

298 その他物品 ラテックスグローブ外7点の購入 理科研

299 委託 冷凍サンプル輸送委託 ワールドクーリア

300 その他物品 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｼﾞ外6点の購入 東京ディエスジャパン

301 その他物品 ウェーブキャップの購入 丸三製薬バイオテック

302 その他物品 ｻｰｷｭﾚｰﾀｰ他13点の購入 小川商店

303 その他物品 ニトリル手袋外9点の購入 池田理化

304 その他物品 パソコン外3点の購入 奥田商会

305 その他物品 メスシリンダー外５点の購入 バイオテックラボ

306 その他物品 空気ガス外４点の購入 千代田

307 その他物品 ちりとり外50点の購入 イナダオフィスサプライ

308 その他物品 デジタルカメラ外3点の購入 吉武商会

309 その他物品 プレフィルターの購入 進和テック

310 その他物品 放射性廃棄物の購入 日本アイソトープ協会

311 その他物品 マウス用IVCラック部品の購入 夏目製作所

312 その他物品 除湿機の購入 奥田商会

313 その他物品 ＥＶ　ＳＳＬサーバー証明書の購入 デジサート・ジャパン

314 その他物品 オープンフィールドの購入 室町機械
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315 委託
第20回都医学研国際シンポジウム実施に伴うレセプション業
務委託

レストランピガール

316 その他物品 プリペイドカードの購入 岡本紙文具店

317 その他物品 RI滅菌飼料の購入 日本クレア

318 その他物品 クロスロール紙の購入 吉武商会

319 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 岩井化学薬品（オリゴ）

320 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

321 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明サイエンス（オリゴ）

322 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

323 委託 純水装置用３０Lタンク水位センサー修理 東京サイエンス

324 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

325 その他物品 文献複写サービスの利用 ユサコ

326 その他物品 トナーカートリッジ外2点の購入 コーディネート

327 その他物品 実験動物の購入 日本エスエルシー

328 委託 職員採用選考案内掲載委託 日経ＨＲ

329 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

330 その他物品 遠心管外7点の購入 バイオテックラボ

331 委託 英文校正委託 SDバイオシステム

332 その他物品 結束ﾊﾞﾝﾄﾞ外72点の購入 イナダオフィス

333 その他物品 PSD95 Antibody外7点の購入 アズサイエンス

334 その他物品 ｻﾂﾏｲﾓ外8点の購入 八百大商店

335 その他物品 Aqueoes  Mounting Medium.PermaFluor外11点の購入 アズサイエンス

336 その他物品 ウサギ用固形物回収ネットの購入 トキワ科学器械

337 その他物品 実験動物の購入 日本クレア

338 その他物品 ﾌｭｰｻﾞｰﾕﾆｯﾄ外16点の購入 東京ディエスジャパン

339 その他物品 多用途接着剤外9点の購入 バイオテック・ラボ

340 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明サイエンス（オリゴ）

341 その他物品 ﾌﾗｯﾄｼｬｰﾚ外19点の購入 東明サイエンス

342 委託 電話サービス切替に伴う電話交換機設定変更委託 OKIクロステック

343 その他物品 液晶モニター外9点の購入 奥田商会

344 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

345 委託 血液・ＤＮＡ分析委託 エスアールエル

346 その他物品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｲｱﾙ外2点の購入 ハイテック

347 その他物品 ミニロック外４７点の購入 小川商店

348 その他物品 放電管外9点の購入 池田理化

349 その他物品 空気ガス外３点の購入 千代田

350 委託 Gripタスクプログラムの改修委託 知能情報システム

351 その他物品 液晶ディスプレイ外５点の購入 コーディネート

352 その他物品 O.C.T.コンパウンド外１４点の購入 チヨダサイエンス

353 その他物品 ﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ外2点の購入 池田理化

354 その他物品 トナーカートリッジ外7点の購入 東京ディエスジャパン

355 委託 第21回医学研国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾎﾟｽﾀｰの印刷 ヨシダ印刷

356 その他物品 飼料の購入 EPトレーディング

357 その他物品 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ外７点の購入 コーディネート

358 その他物品 ねじ口洗浄びん外2点の購入 バイオリサーチセンター

359 その他物品 ﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀｰ外3点の購入 成茂科学

360 委託 都立・公社病院医師の研究活動支援ポスターの印刷 アイガー

361 委託 研究試料の輸送委託 ワールド・クウリアー

362 その他物品 ペーパータオル外７点の購入 バイオテック・ラボ

363 その他物品 漂白剤漂白剤外28点の購入 イナダオフィスサプライ

364 その他物品 ブックボトルコック付外７点の購入 カーク

365 その他物品 蛍光ミラーユニットの購入 池田理化

366 その他物品 valuesシーケンス・オリゴの購入 東明サイエンス（オリゴ）

367 その他物品 電気泳動装置外１点の購入 東和科学

368 その他物品 ブロックインキュベーター外１点の購入 池田理化

369 委託 契約システムの改修等委託 インフォケーション

370 委託 顕微鏡システム移設委託 池田理化

371 その他物品 ＰＣ外１点の購入 バイオリサーチセンター

372 その他物品 椅子の購入 オフィスバスターズ

373 その他物品 ウルトラオリゴ外７点の購入 岩井化学薬品

374 その他物品 DNAマイクロアレイの購入 岩井化学薬品

375 その他物品 マウス過剰排卵誘起剤の購入 九動

376 その他物品 両面テープの購入 ユニークメディカル

377 その他物品 パソコン外2点の購入 コーディネート

378 その他物品 プリペイドカードの購入 岡本紙文具店

379 その他物品 ペーパータオル外２点の購入 スズケン

380 その他物品 OAタップ外７５点の購入 イナダオフィスサプライ

381 委託 FRET顕微鏡修理委託 オリンパスメディカルサイエンス販売

382 その他物品 ワークステーションの賃借 カテナレンタルシステム

383 委託  S棟スクラバー修繕 イナリサーチ

384 その他物品 MEGASCRIPT+T7外7点の購入 アズサイエンス

385 その他物品 DNAシーケンシングキットの購入 岩井化学薬品

386 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

387 委託 データ復旧委託
ケーエルディスカバリ・オントラック・エイチ
ケイリミテッド

388 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

389 その他物品 ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ外19点の購入 小川商店

390 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

391 その他物品 電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀ外2点の購入 奥田商会

392 その他物品 モルモット用スノコ外２点の購入 トキワ科学器械

393 その他物品 AIM V Msdium, 1iquid (research grade)外19点の購入 バイオテックラボ

394 その他物品 パソコンの購入 和泉ビジネス・マシン

9



№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

395 その他物品 トナーカートリッジ外６点の購入 東京ディエスジャパン

396 その他物品 ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ外47点の購入 イナダオフィスサプライ

397 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

398 その他物品 ｻﾂﾏｲﾓ外8点の購入 八百大商店

399 その他物品 試薬の購入 理科研

400 その他物品 パラフィルム外９点の購入 東明サイエンス

401 その他物品 ニトリル手袋外１４点の購入 池田理化

402 その他物品 放射性物質の購入 日本アイソトープ協会

403 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

404 その他物品 RI滅菌飼料の購入 日本クレア

405 その他物品 DVD・CDケース外３点の購入 奥田商会

406 その他物品 ｳﾙﾄﾗｵﾘｺﾞの購入 岩井化学薬品（オリゴ）

407 その他物品 電気泳動用電動装置 東明サイエンス

408 その他物品 Trypan Blue外7点の購入 アズサイエンス

409 その他物品 ピペットチップの購入 エキシジェン

410 その他物品 DNAマイクロアレイの購入 岩井化学薬品

411 委託 世界脳週間2019後援会のポスター及び抄録の印刷 アイワエンタープライズ

412 その他物品 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ外11点の購入 池田理化

413 その他物品 弱彎角針外２０点の購入 チヨダサイエンス

414 その他物品 コピー用紙外９８点の購入 イナダオフィスサプライ

415 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明サイエンス（オリゴ）

416 その他物品 廃トナーボックス外１８点の購入 東京ディエスジャパン

417 その他物品 パソコンの購入 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

418 その他物品 試薬の購入 高長

419 その他物品 セルストレーナー外４点の購入 理科研

420 その他物品 空気ガス外４点の購入 千代田

421 その他物品 ネットワーク対応HDD外1点の購入 吉武商会

422 その他物品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｲｱﾙ外1点の購入 ハイテック

423 その他物品 ビーカー外7点の購入 理科研

424 その他物品 HEPESバッファー液外６点の購入 アズサイエンス

425 委託 英文校正委託 SDバイオシステム

426 その他物品 2NA(EDTA・2Na）外4点の購入 チヨダサイエンス

427 その他物品 スクリューキャップチューブ外８点の購入 東和科学

428 その他物品 体外受精用培地外３点の購入 九動

429 その他物品 ペーパーワイパー外13点の購入 バイオテック・ラボ

430 その他物品 インクカートリッジ外10点の購入 コーディネート

431 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

432 その他物品 ミクロトーム替刃外１点の購入 林理化学

433 その他物品 過酸化水素溶液外１１点の購入 カーク

434 委託
職員採用選考に係る筆記考査(総合適性試験）委託(単価契
約）

日本経営協会総合研究所

435 その他物品 ﾐﾌｪﾌﾟﾘｽﾄﾝ外7点の購入 カーク

436 その他物品 スチロール角型ケース外１４点の購入 バイオテック・ラボ

437 その他物品 DNAマイクロアレイの購入 岩井化学薬品

438 その他物品 ドクターコート外１３点の購入 星和

439 その他物品 ステンレス四角棒外９点の購入 小川商店

440 その他物品 ハイレンドール外４点の購入 利根化学

441 その他物品 デントシリコーンＶ外６点の購入 池田理化

442 その他物品 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ外７点の購入 東京ディエスジャパン

443 その他物品 サンダル外６点の購入 東興産業

444 その他物品 Neurobasal Medinm外6点の購入 岩井化学薬品

445 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明サイエンス（オリゴ）

446 その他物品 スライドガラス外１０点の購入 和科盛商会

447 その他物品 ノートＰＣ　用メモリ外１３点の購入 コーディネート

448 その他物品 ｼｰｿｰｼﾞｪｰｶｰ外2点の購入 池田理化

449 委託 医学雑誌の合冊製本委託 ナカバヤシ

450 その他物品 試薬の購入 カーク

451 委託
2019年度在宅難病患者訪問看護師等養成研修（10/3）講義
テキスト印刷

太平印刷

452 委託 第21回国際シンポジウム抄録の印刷 アイガー

453 その他物品 感熱記録紙外6点の購入 理科研

454 その他物品 会議イスの購入 井上事務機事務用品

455 その他物品 ﾊﾟﾗﾌｨﾝ外7点の購入 バイオテックラボ

456 委託 英文校正委託 カクタス・コミュニケーションズ

457 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

458 その他物品 試薬の購入 高信化学

459 委託 対物４０倍レンズの修理 岩井化学薬品

460 その他物品 試薬の購入 チヨダサイエンス

461 その他物品 飼料の購入 EPトレーディング

462 その他物品 3眼ｽﾞｰﾑ式顕微鏡 池田理化

463 その他物品 実験用分電盤内避雷器の購入 サンテック

464 その他物品 読売新聞の購読
読売センター八幡山桜上水 所長 坂野竜
詩

465 その他物品 文献複写サービスの利用 ユサコ

466 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

467 その他物品 ソフトウェアOsirix MDの購入 ニュートン・グラフィックス

468 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

469 委託 安全キャビネット修理委託 和科盛商会

470 その他物品 ﾃｰﾌﾟのり外49点の購入 イナダオフィスサプライ

471 その他物品 ﾗｯﾃｯｸｽｸﾞﾛｰﾌﾞ外10点の購入 アズサイエンス

472 その他物品 試薬の購入 カーク

473 その他物品 ニトリルグローブ外22点の購入 東明サイエンス

474 その他物品 ネットワーク対応HDDの購入 和泉ビジネスマシン
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475 その他物品 ウェーブキャップの購入 丸三製薬バイオテック

476 その他物品 パソコン外1点の購入 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

477 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

478 その他物品 電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀ外47点の購入 イナダオフィスサプライ

479 その他物品 ペニシリン-ストレプトマイシン外３点の購入 理科研

480 その他物品 フリーズボックス外5点の購入 チヨダサイエンス

481 その他物品 RI滅菌飼料の購入 日本クレア

482 その他物品 パソコンの購入 パソコンの購入

483 委託 S棟研究室106プッシュプル型換気装置定期自主検査委託 オール商会

484 その他物品 ディスポーザブルチップ用アダプター外５点の購入 高長

485 その他物品 イメージドラムユニット外7点の購入 東京ディエスジャパン

486 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

487 その他物品 メタルラック外22点の購入 小川商店

488 その他物品 試薬の購入 カーク

489 委託
第２１回都医学研国際シンポジウム実施に伴うレセプション業
務の委託

レストラン・ピガール

490 その他物品 卓上旋盤外1点の購入 小川商店

491 その他物品 可視光LED透過照明一式の購入 カーク

492 その他物品 試薬の購入 アズサイエンス

493 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

494 その他物品 ｻﾂﾏｲﾓ外7点の購入 八百大商店

495 その他物品 ﾌｨｯﾄﾌﾗｸﾞ栓外3点の購入 チヨダサイエンス

496 その他物品 ウルトラオリゴ外９点の購入 岩井化学薬品

497 委託
N棟4階コンベ飼育室1空調自動制御機器指示調節計交換修
繕

新日本制御

498 委託 ニホンザル検査委託 予防衛生協会

499 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明サイエンス（オリゴ）

500 委託
産業廃棄物（水銀使用製品）の収集運搬・処分委託（単価契
約）

Ｊ＆Ｔ環境

501 その他物品 ﾀﾝｸ用ｴｱｰﾍﾞﾝﾄﾌｨﾙﾀｰ外3点の購入 中嶋製作所

502 その他物品 サンプリングチューブ外７点の購入 和科盛商会

503 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

504 その他物品 シリンダー錠外１０点の購入 小川商店

505 その他物品 環境推進ﾄﾅｰ外5点の購入 東京ディエスジャパン

506 その他物品 実験用分ｶﾞｽ窒素外12点の購入 池田理化

507 委託 CFX96 Optical Reaction Module 修理委託 東明サイエンス

508 その他物品 放射性物質の購入 日本アイソトープ協会

509 その他物品 シリンジフィルター外７点の購入 東和科学

510 その他物品 ｳﾙﾄﾗｵﾘｺﾞの購入 岩井化学薬品

511 その他物品 ディスポグローブ外13点の購入 バイオテック・ラボ

512 その他物品 パソコンの購入 和泉ビジネス・マシン

513 その他物品 細胞培養フィルターユニット外１０点の購入 アズサイエンス

514 その他物品 ｺﾋﾟｰ用紙外14点の購入 コーディネート

515 その他物品 O.C.T.コンパウンド外12点の購入 池田理化

516 その他物品 パソコンの購入 高信化学

517 その他物品 ソフトウェアの購入 バイオテック・ラボ

518 委託 N棟4階コンベ飼育室排水管詰まり修繕 川本工業

519 その他物品 イソフルラン外７点の購入 東明サイエンス

520 その他物品 プリペイドカードの購入 岡本紙文具店

521 その他物品 ｸﾞﾗﾆｭｰ糖外7点の購入 小川商店

522 その他物品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｲｱﾙ外2点の購入 ハイテック

523 委託 実験機器の移送 SGムービング

524 その他物品 頭部固定装置外1点の購入 池田理化

525 その他物品 電子天秤外１４点の購入 バイオテック・ラボ

526 その他物品 コピー用紙外44点の購入 イナダオフィスサプライ

527 その他物品 ヒト血漿外9点の購入 理科研

528 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

529 その他物品 インクボトル外１７点の購入 東京ディエスジャパン

530 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明サイエンス（オリゴ）

531 その他物品 PlasmidDNA Kit外9点の購入 チヨダサイエンス

532 その他物品 ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ外5点の購入 理想科学

533 その他物品 ﾏﾙﾁﾌﾟﾙｳｪﾙﾌﾟﾚｰﾄ外7点の購入 バイオテックラボ

534 その他物品 LEDリング照明外５点の購入 池田理化

535 その他物品 PCソフト外６点の購入 和泉ビジネス・マシン

536 委託 ペプチド合成委託 岩井化学薬品

537 委託 ラット用飼育架台個別換気システム修理 アイテック

538 その他物品 放射性物質の購入 日本アイソトープ協会

539 委託 高濃度培養上清作製委託 ティー・ケー・クラフト

540 委託 検体輸送委託 セルート

541 委託 封筒の印刷 太平印刷

542 委託 培養細胞染色体解析委託 東明サイエンス

543 委託 ダブルシェイカー修理 高信化学

544 委託 パソコン外1点の購入 高信化学

545 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

546 委託 製氷機修理委託 池田理化

547 その他物品 アルミホイル外６点の購入 アズサイエンス

548 委託 超純水製造装置修理委託 和科盛商会

549 その他物品 電気泳動用小型電源装置の購入 薬研社

550 委託 活性ろ過装置及び及びRO水製造装置修繕 池田理化

551 委託 翻訳委託 カクタス・コミュニケーションズ

552 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

553 その他物品 RMI試料の購入 日本エスエルシー

554 その他物品 ﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ外11点の購入 池田理化
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555 その他物品 マルチウェルプレート外７点の購入 チヨダサイエンス

556 その他物品 水切りﾜｲﾊﾟｰ外31点の購入 小川商店

557 その他物品 尿石落とし洗剤外３点の購入 日本クレア

558 その他物品 ﾐｸﾛﾏｯﾄ外16点の購入 和科盛商会

559 その他物品 ﾎﾞｯｸｽﾃｨｯｼｭ外61点の購入 イナダオフィスサプライ

560 委託 英文校正委託 SDバイオシステム

561 その他物品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｲｱﾙ外3点の購入 ハイテック

562 委託
N棟1階知財センター前男子トイレ内ハンドドライヤー交換修
繕

ナカソネ住設

563 その他物品 電気ポット外７点の購入 奥田商会

564 その他物品 再生ﾄﾅｰ外7点の購入 東京ディエスジャパン

565 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

566 その他物品 試薬の購入 利根化学

567 その他物品 試薬の購入 カーク

568 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明サイエンス

569 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

570 その他物品 固定装置用ドリル外1式の購入 バイオリサーチセンター

571 委託 英文添削委託 ゼニス

572 工事 S棟3階研究室306電源工事 新日本制御

573 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

574 その他物品 パソコン外1点の購入 コーディネート

575 その他物品 蛍光顕微鏡用対物レンズの購入 バイオテック・ラボ

576 その他物品 試薬の購入 高長

577 その他物品 ﾌﾟﾘﾝﾀｰの購入 コーディネート

578 委託 英文校正委託 フォルテ

579 委託 ニホンザル検査委託 予防衛生協会

580 その他物品 治療用ベッドの購入 池田理化

581 その他物品 ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾁｯﾌﾟ外12点の購入 バイオテックラボ

582 委託 研究試料輸送委託 ワールド・クウリアー

583 その他物品 マイヤーヘマトキシリン外１３点の購入 理科研

584 その他物品 ｱﾙｶﾘ乾電池外５１点 イナダオフィスサプライ

585 委託 N棟屋上エコキュート廻りフレキシブルジョイント交換修繕 川本工業

586 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

587 委託 第22回医学研国際シンポジウムレセプションの委託 レストラン・ピガール

588 その他物品 抗体の購入 日本バイオサービス

589 委託 2019年度第6回都民口座開催に伴う要約筆記者派遣委託 東京都手話通訳等派遣センター

590 その他物品 角型カスト交換用フィルター外５点の購入 池田理化

591 委託 英文添削委託 ゼニス

592 その他物品 試薬の購入 カーク

593 その他物品 コニカルチューブ外５点の購入 東和科学

594 その他物品 笑気ｶﾞｽ外4点の購入 千代田

595 その他物品 サージカルマスク外１点の購入 スズケン

596 その他物品 ｲﾓﾋﾞﾛﾝ-Pﾒﾝﾌﾞﾚﾝ外3点の購入 理科研

597 その他物品 RI滅菌飼料の購入 日本クレア

598 その他物品 ﾒﾀﾉｰﾙ外6点の購入 理科研

599 委託 松沢病院内リハビリ棟105室壁面塗装委託 オール商会

600 委託 濃縮遠心機CC-105の修理 高信化学

601 その他物品 MillipakExprress40ﾌｨﾙﾀｰ外3点の購入 中嶋製作所

602 その他物品 ﾄﾞｱﾗｯﾁ外7点の購入 池田理化

603 その他物品 ネットワーク対応HDDの購入 井上事務機事務用品

604 委託 研究試料輸送委託 ワールド・クウリアー

605 委託 2019年度研究評価委員会実施に伴う速記の委託について 神戸綜合速記

606 委託 N棟及びS棟ピット・機械室内蒸気配管修繕 第一工業

607 委託 監査支援業務委託 シミック

608 その他物品 交換用HDD外3点の購入 奥田商会

609 委託 サーバー再設置委託 システムワークス

610 委託 プリンタ修理委託 イナダオフィスサプライ

611 その他物品 書籍13点の購入 文光堂書店

612 その他物品 実体顕微鏡の購入 東明サイエンス

613 その他物品 スチール作業台外2点の購入 東明サイエンス

614 その他物品 RI滅菌飼料外1点の購入 日本クレア

615 委託 Step one plus PureDye ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ 和科盛商会

616 委託 ウサギ免疫委託 オリエンタル酵母工業

617 委託 小型油回転真空ポンプの修理 高信化学

618 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

619 その他物品 パソコンの購入 和泉ビジネス・マシン

620 その他物品 TrypLE select Enzyme　外2点の購入 東和科学

621 委託 脂肪酸解析委託 エスアールエル

622 その他物品 トナーカートリッジ外7点の購入 東京ディエスジャパン

623 その他物品 DMEM/F12外9点の購入 アズサイエンス

624 委託 SPF洗浄室シンクブラシクリーナー修修理 夏目製作所

625 その他物品 実験動物の購入 日本クレア

626 その他物品 ｻﾂﾏｲﾓ外8点の購入 八百大商店

627 その他物品 滅菌サンダル外3点の購入 カーク

628 その他物品 パソコンの購入 イナダオフィスサプライ

629 委託 テープ起こし委託 IPパートナーズ

630 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

631 委託 恒温恒湿室の修理 日本医化器械製作所

632 その他物品 HCCA外6点の購入 東明サイエンス

633 その他物品 マウス過剰排卵誘起剤の購入 九動

634 その他物品 ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｻ外24点の購入 小川商店
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635 その他物品 飼料の購入 オリエンタル酵母工業

636 委託 放射線測定器点検校正 千代田テクノル

637 委託 研究試料の輸送委託 ワールド・クウリアー

638 その他物品 ﾗﾃｯｸｽｸﾞﾛｰﾌﾞ外12点の購入 和科盛商会

639 委託 英文校正委託 カクタス・コミュニケーションズ

640 その他物品 凍結保存液・培養液の購入 アークリソース

641 その他物品 カスタム抗体作製委託 池田理化

642 委託 ばい煙測定委託 環境技研

643 その他物品 2-ME外６点の購入 カーク

644 その他物品 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾜｺﾞﾝ外6点の購入 奥田商会

645 その他物品 朱肉外46点の購入 イナダオフィスサプライ

646 その他物品 プリペイドカードの購入 岡本紙文具店

647 その他物品 ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ外8点の購入 東京ディエスジャパン

648 その他物品 試薬の購入 高長

649 その他物品 ｺﾋﾟｰ用紙外5点の購入 理想科学工業

650 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

651 その他物品 キャスター外53点の購入 小川商店

652 委託 給与改定に伴う給与システム改修委託 ＰＵＣ

653 その他物品 ガスオートチェンジャーの購入 アズサイエンス

654 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

655 その他物品 RI滅菌飼料の購入 日本クレア

656 その他物品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾄﾙ外1点の購入 ハイテック

657 その他物品 ソフトウェア外１１点の購入 コーディネート

658 委託 封筒の印刷 太平印刷

659 その他物品 ペーパータオル外９点の購入 和科盛商会

660 その他物品 ノート型ワークステーションの賃借 カテナレンタルシステム

661 その他物品 e-ﾊﾟｼﾞｪﾙ外3点の購入 アズサイエンス

662 その他物品 トナーカートリッジ外１１点の購入 東京ディエスジャパン

663 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ外2点の購入 東明サイエンス

664 その他物品 細胞培養ディッシュ外１０点の購入 バイオテック・ラボ

665 その他物品 LED光源外１１点の購入 池田理化

666 その他物品 合成DNAの購入の購入 北海道システムサイエンス

667 委託 血液・DNA分析委託 エスアールエル

668 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

669 その他物品 ピペットチップの購入 エキシジェン

670 その他物品 IBMソフトウェア・サブスクリプション&サポートの購入 ＡＩＴ

671 その他物品 ﾏﾙﾁﾃﾞｨｯｼｭ外1点の購入 池田理化

672 その他物品 ﾌﾘｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ外11点の購入 和科盛商会

673 委託 N棟4階メンテナンスデッキ蒸気ドレン配管配管修繕 第一工業

674 その他物品 PCソフトの購入 コーディネート

675 その他物品 遠心管外5点の購入 チヨダサイエンス

676 その他物品 空気ガス外３点の購入 千代田

677 委託 研究試料の輸送委託 ワールド.・クウリアー

678 委託 求人広告掲載委託 ネイチャーリサーチ

679 その他物品 スイッチングハブ外2点の購入 コーディネート

680 その他物品 カラーインサート外１１点の購入 バイオテック・ラボ

681 その他物品 ミクロトーム替刃外5点の購入 理科研

682 その他物品 ウルトラオリゴ外13点の購入 岩井化学薬品(オリゴ）

683 その他物品 プラスチックキュベット外10点の購入 チヨダサイエンス

684 委託 テープ起こし委託 IPパートナーズ

685 その他物品 D-MEM外１点の購入 ナカライテスク

686 委託 高圧交流負荷開閉器保守点検委託 エス・イー・ティ

687 その他物品 PCRチューブ&キャップﾞ外３点の購入 池田理化

688 委託 ﾏｰﾓｾｯﾄ輸送委託 葛生運送

689 委託 無線筋電計システムセンサーの修理 インターリハ

690 委託 フリーザー修理委託 池田理化

691 その他物品 試薬の購入 高信化学

692 委託 翻訳委託 カクタス・コミュニケーションズ

693 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

694 委託 超純水装置の修理委託 池田理化

695 その他物品 試薬の購入 カーク

696 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明サイエンス（オリゴ）

697 その他物品 書棚の購入 久保商店

698 その他物品 PCソフトの購入 コーディネート

699 委託 都民講座開催に伴う要約筆記者の派遣 東京手話通訳派遣センター

700 委託 生体NGS/ﾃﾞｰﾀ解析委託 アズサイエンス

701 その他物品 QUANTUM EX CARTRIDGE外2点の購入 中嶋製作所

702 その他物品 冷却ファンユニットの購入 日本クレア

703 その他物品 ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ外１３点の購入 奥田商会

704 その他物品 対物レンズの購入 オリンパスメディカルサイエンス販売

705 その他物品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｲｱﾙの購入 ハイテック

706 その他物品 ウェーブキャップ外１点の購入 丸三製薬バイオテック

707 その他物品 油性ペン外9点の購入 奥田商会

708 その他物品 廃ﾄﾅｰﾎﾞｯｸｽ外10点の購入 東京ディエスジャパン

709 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

710 その他物品 ｻﾂﾏｲﾓ外8点の購入 八百大商店

711 その他物品 トナーカートリッジ外１４点の購入 東京ディエスジャパン

712 その他物品 投薬用カプセル外2点の購入 EPトレーディング

713 その他物品 合成DNAの購入の購入 北海道システムサイエンス

714 その他物品 TCｼｬｰﾚ外17点の購入 和科盛商会
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715 委託 求人情報サイトへの職員募集案内掲載委託 パーソルキャリア

716 その他物品 ぎ酸外8点の購入 理科研

717 その他物品 ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外2点の購入 和泉ビジネスマシン

718 その他物品 変換アダプタ外１０点の購入 奥田商会

719 その他物品 ｸﾘﾔｰﾌﾞｯｸ外61点の購入 イナダオフィスサプライ

720 その他物品 PCRプレート外７点の購入 東明サイエンス

721 その他物品 ｺｰﾝﾐｰﾙ外8点の購入 岩井化学薬品

722 委託
2系統の遺伝子組換えマウスの掛け合わせによる体外受精、
移植によるSPF化委託

日本エスエルシー

723 委託 放射線測定器修理委託 千代田テクノル

724 その他物品 パソコンの購入 和泉ビジネス・マシン

725 その他物品 ペーパータオル外９点の購入外13点の購入 理科研

726 その他物品 ソフトワイパー外８点の購入 和科盛商会

727 その他物品 試薬の購入 アズサイエンス

728 その他物品 ﾂｲﾝ蛍光灯外24点の購入 小川商店

729 その他物品 フィルターアンプの購入 バイオリサーチセンター

730 その他物品 PCR8連ﾁｭｰﾌﾞ外18点の購入 バイオテック・ラボ

731 その他物品 ソフトウェアの購入 コーディネート

732 その他物品 ボールペン外38点の購入 イナダオフィスサプライ

733 その他物品 六角ナット外2点の購入 バイオリサーチセンター

734 その他物品 50㎎/mLﾊｲｸﾞﾛﾏｲｼﾝ外9点の購入 利根化学

735 委託 研究試料輸送委託 ワールド・クウリアー

736 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

737 委託 N棟4階SPF洗浄室電気錠交換修繕 戸田建商

738 その他物品 トナーカートリッジの購入 東京ディエスジャパン

739 その他物品 RPMI1640培地外8点の購入 ナカライテスク

740 委託 プリンターLPS9000の修理 コーディネート

741 その他物品 ﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ外11点の購入 池田理化

742 その他物品 液晶ペンタブレットの購入 コーディネート

743 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

744 その他物品 ピペットチップの購入 エキシジェン

745 その他物品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｲｱﾙ外2点の購入 ハイテック

746 その他物品 パソコン外1点の購入 和泉ビジネス・マシン

747 委託 ゲノミクスデーター等解析のための計算資源利用 フュージック

748 その他物品 ソフトウェアの購入 和泉ビジネス・マシン

749 その他物品 ピペットチップ外24点の購入 バイオテック・ラボ

750 その他物品 ﾊﾟｽﾂｰﾙﾋﾟﾍﾟｯﾄ外7点の購入 理科研

751 その他物品 ｽﾀﾝﾄﾞ外１３点の購入 コーディネート

752 その他物品 乾燥機外1点の購入 奥田商会

753 その他物品 オリゴの購入 岩井化学（オリゴ）

754 その他物品 POP-7 Polymer外8.点の購入 カーク

755 委託 オートウェルガンマシステム点検委託 千代田テクノル

756 その他物品 サンプリングチューブ外４点の購入 アズサイエンス

757 その他物品 メディカルプリンターの購入 東明サイエンス

758 その他物品 放射線物質の購入 日本アイソトープ協会

759 その他物品 ｾﾙﾊﾞｲｱﾙ外7点の購入 チヨダサイエンス

760 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明サイエンス

761 その他物品 肝細胞培養キットの購入 フェニックスバイオ

762 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

763 その他物品 冷却水循環装置外2点の購入 東京サイエンス

764 委託 ｴﾚｸﾄﾛﾌﾘｰｽﾞ（電子冷却式ﾐｸﾛﾄｰﾑ用凍結装置）の修理 大和光機

765 その他物品 トナー外５点の購入 東京ディエスジャパン

766 その他物品 ｿﾌﾄｳｪｱ外9点の購入 奥田商会

767 その他物品 和洋書8点の購入 紀伊國屋書店

768 委託 ｶﾞﾝﾏｶｳﾝﾀｰ点検委託 池田理化

769 その他物品 アンチセダン外１３点の購入 チヨダサイエンス

770 その他物品 オフィスチェアの購入 井上事務機事務用品

771 その他物品 トナーカートリッジの購入 東京ディエスジャパン

772 その他物品 飼料の購入 オリエンタル酵母工業

773 委託 医学雑誌の合冊製本委託 ナカバヤシ

774 その他物品 書籍81点の購入 文光堂書店

775 その他物品 顕微鏡４０倍対物レンズの購入 高信化学

776 その他物品 シュレッダー外1点の購入 コーディネート

777 その他物品 除加湿空気清浄機の購入 奥田商会

778 その他物品 滅菌缶の購入 トキワ科学器械

779 その他物品 文献複写サービスの利用 ユサコ

780 その他物品 ダイヤモンドナイフの購入 バイオテック・ラボ

781 その他物品 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ外3点の購入 和泉ビジネス・マシン

782 委託 パソコン修理委託 中兼商会

783 その他物品 洋書10点の購入 南江堂

784 その他物品 2019年度研究成果物の印刷 アイガー

785 委託 ペプチド合成委託 岩井化学薬品

786 委託 イーオクリア修理 池田理化

787 その他物品 実験動物の購入 日本クレア

788 その他物品 ヒーターマット外３点の購入 東明サイエンス

789 その他物品 Red Hatサブスクリプションの更新 富士通マーケティング

790 委託 英文校正委託 カクタスコミュニケーション

791 その他物品 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ外3点の購入 高長

792 その他物品 AIN93Mﾍﾞｰｽｺﾝﾄﾛｰﾙ飼料の購入 オリエンタル酵母工業

793 委託  RI施設壁床等修繕 大和アトミックエンジニアリング

794 その他物品 飼料の購入 EPトレーディング
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795 委託 スーパーメックス８ｃｈシステム移設作業委託 室町機械

796 その他物品 標準試料クランプ外７点の購入 アズサイエンス

797 その他物品 PCｿﾌﾄ外1点の購入 和泉ビジネスマシン

798 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

799 その他物品 ｻﾂﾏｲﾓ外7点の購入 八百大商店

800 その他物品 PB1の購入 アーク・リソース

801 その他物品 NASの購入 コーディネート

802 その他物品 ﾌｨﾝｶﾞｰﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀｰ外10点の購入 奥田商会

803 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

804 その他物品 疎水性フィルター外６点の購入 和科盛商会

805 委託 複合機の修理委託 コーディネート

806 委託 ペプチド合成委託 岩井化学薬品

807 その他物品 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞの購入 東京ディエスジャパン

808 その他物品 ﾘﾝｸﾞﾌｧｲﾙ外38件の購入 イナダオフィス

809 その他物品 書棚の購入 久保商店

810 その他物品 マウス過剰排卵誘起剤の購入 九動

811 その他物品 試薬の購入 利根化学

812 その他物品 ネジ外３点の購入 オリンｒパスメディカルサイエンス販売

813 その他物品 電気泳動ゲル撮影装置の購入について 東明サイエンス

814 その他物品 DyLight　650.　NHS　Ester外4点の購入 バイオテック・ラボ

815 その他物品 試薬の購入 利根化学

816 その他物品 プロジェクターの購入について コーディネート

817 委託 連携大学院説明会ポスターの印刷 アイガー

818 その他物品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｲｱﾙ外1点の購入 ハイテック

819 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

820 その他物品 感光体ﾕﾆｯﾄ外8点の購入 奥田商会

821 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

822 その他物品 書籍109点の購入 文光堂書店

823 その他物品 書棚の購入 コーディネート

824 委託 商標登録出願に係る事務委任契約 特許業務法人YKI国際特許事務所

825 その他物品 注射針外３点の購入 バイオテック・ラボ

826 その他物品 BigDye Terminator v3.1　Cycle Sequencing Kit外6点の購入 アズサイエンス

827 委託 吸収冷温水発生機修繕 パナソニック産機システムズ

828 その他物品 除湿剤外10点の購入 小川商店

829 その他物品 ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ外8点の購入 東京ディエスジャパン

830 その他物品 RI滅菌飼料の購入 日本クレア

831 委託 テープ起こし委託 IPパートナーズ

832 その他物品 洋書7点の購入 南江堂

833 委託 液体シンチレーションシステム点検委託 千代田テクノル

834 その他物品 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ外4点の購入 東京ディエスジャパン

835 委託 超純水製造装置の修理 池田理化

836 その他物品 ﾌｨｯﾄﾌﾗｸﾞ栓外2点の購入 チヨダサイエンス

837 その他物品 塩ビ板外２２点の購入 小川商店

838 委託 カスタム抗体作製委託 池田理化

839 その他物品 パソコンの購入について コーディネート

840 委託
令和元年度厚生労働省老人保健健康推進事業報告書印刷・
製本

アイワエンタープライズ

841 その他物品 サンプリングチューブ外１３点の購入 池田理化

842 その他物品 ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸外7点の購入 ナカライテスク

843 その他物品 液晶ディスプレイ外４点の購入 吉武商会

844 その他物品 両面テープの購入 ユニークメディカル

845 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

846 その他物品 ポリ袋外37点の購入 イナダオフィスサプライ

847 その他物品 ﾍﾞﾄﾙﾌｧｰﾙ外19点の購入 アズサイエンス

848 委託 ARVO修理委託 東明サイエンス

849 委託 マーモセット輸送委託 葛生運送

850 委託 ｾﾙﾊｰﾍﾞｽﾀｰ点検委託 池田理化

851 その他物品 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟの購入 高信化学

852 委託 ニホンザル検疫検査委託 予防衛生協会

853 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

854 その他物品 試薬の購入 カーク

855 委託 産業廃棄物（粗大ゴミ）収集運搬・処分委託（単価契約） 高嶺清掃

856 その他物品 スタンダード・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明サイエンス

857 その他物品 研究用試薬の購入 岩井化学薬品

858 その他物品 パソコンの購入 井上事務機事務用品株式会社

859 その他物品 ｶﾗｰﾃｰﾌﾟ外７点の購入 バイオテックラボ

860 その他物品 ﾗﾎﾞ用ｻﾝﾀﾞﾙ外9点の購入 理科研

861 その他物品 輸送箱外１点の購入 日本クレア

862 その他物品 エタノール外９点の購入 高長

863 その他物品 笑気ｶﾞｽ外2点の購入 千代田

864 その他物品 電石マスクの購入 高信化学

865 その他物品 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ外9点の購入 東京ディエスジャパン

866 その他物品 パソコンの購入について コーディネート

867 その他物品 ﾊﾝﾃﾞｨ型UVﾗﾝﾌﾟ外4点の購入 和科盛商会

868 その他物品 ﾁｭｰﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ外9点の購入 バイオテック・ラボ

869 その他物品 体外受精用培地外２点の購入 九動

870 その他物品 ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰ複合機外8点の購入 コーディネート

871 その他物品 ｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ外5点の購入 理科研

872 その他物品 サージカルマスクの購入 スズケン

873 その他物品 再生クリアーホルダー外７点の購入 イナダオフィスサプライ

874 その他物品 試薬の購入 利根化学
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№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

875 委託 N棟及びS棟蒸気配管修繕 第一工業

876 その他物品 ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾁｯﾌﾟの購入 エキシジェン

877 その他物品 研究用試薬の購入 高長

878 その他物品 トラフ殺菌灯器具外５点の購入 東明サイエンス

879 その他物品 ワイヤレスマウス外２点の購入 和泉ビジネス・マシン

880 その他物品 限外濾過フィルターの購入 トキワ科学器械

881 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

882 その他物品 スライドグラス外５点の購入 東明サイエンス

883 その他物品 研究用試薬の購入 利根化学

884 その他物品 ｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ外11点の購入 東明サイエンス

885 その他物品 ラベルロール外２点の購入 理科研

886 その他物品 電動ピペットの購入 バイオテックラボ

887 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

888 その他物品 ﾌﾛｱｽﾀﾝﾄﾞ外7点の購入 和泉ビジネスマシン

889 その他物品 試薬の購入 利根化学

890 その他物品 ウェーブキャップの購入 丸三製薬バイオテック

891 その他物品 実験動物の購入 日本クレア

892 その他物品 ｻﾂﾏｲﾓ外8点の購入 八百大商店

893 その他物品 ﾎﾞﾀﾝ電池外11点の購入 小川商店

894 委託 英文校正委託 フォルテ

895 その他物品 無地ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ外54点の購入 イナダオフィス

896 その他物品 試薬の購入 アズサイエンス

897 その他物品 ラテックスグローブの購入 スズケン

898 委託
N棟1階フリーザー室IB吊戸棚撤去及びフリーザー移設作業
委託

オール商会

899 その他物品 固形飼料の購入 オリエンタル酵母

900 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｵﾘｺﾞ・ValueReadｼｰｹﾝｽの購入 東明サイエンス（オリゴ）

901 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

902 その他物品 電動ﾋﾟﾍﾟｯﾀｰV2外3点の購入 バイオテックラボ

903 その他物品 Sodium　Pyruvate（100mM）外6点の購入 利根化学

904 その他物品 トナーカートリッジ外３１点の購入 イナダオフィスサプライ

905 その他物品 Taqman Fast Virus外4点の購入 高長

906 その他物品 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ外8点の購入 東明サイエンス

907 その他物品 HTF外５点の購入 アーク・リソース

908 委託 微生物検査委託 オリエンタル酵母工業

909 その他物品 研究用試薬の購入 利根化学

910 その他物品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｲｱﾙの購入 ハイテック

911 委託 ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｶｳﾝﾀｰ点検委託 池田理化

912 その他物品 タブレット外3点の購入 奥田商会

913 その他物品 固定角ﾛｰﾀｰ外１点の購入 東明サイエンス

914 委託 研究試料輸送委託 ワールド・クウリアー

915 その他物品 文献複写サービスの利用 ユサコ

916 その他物品 ﾌｨｯﾄﾌﾗｸﾞ栓の購入 チヨダサイエンス

917 その他物品 液晶テレビ外２点の購入 奥田商会

918 その他物品 RI滅菌飼料の購入 日本クレア

919 委託 ﾋﾟﾍﾟｯﾄ修理委託 東明サイエンス

920 その他物品 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ外3点の購入 理想科学

921 その他物品 ﾄﾗｯｸﾎﾞｰﾙﾏｳｽ外3点の購入 コーディネート

922 その他物品 ﾋﾟﾍﾟｯﾄ修理委託 東明サイエンス

923 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

924 その他物品 ヘッドフォン外２点の購入 奥田商会

925 その他物品 カラーインデックス外14点の購入 イナダオフィス

926 委託 ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾁｯﾌﾟの購入 東明サイエンス

927 その他物品 研究用試薬及び理化学用品の購入 東明サイエンス

928 その他物品 マイクロプレート外4点の購入 東明サイエンス

929 委託 画像解析装置ＬＡＳ500修理委託 東明サイエンス

930 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

931 その他物品 液晶テレビの購入 奥田商会

932 その他物品 2020年度事業計画書当初予算明細書の印刷 アイガー

933 その他物品 交換フードの購入 池田理化
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〔契約金額1億円以上〕

№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

該当なし

令和元年度契約結果（特定契約）




