
件数（件） 金額（円） 備考

合計 1,601 1,535,511,921

競争契約 496 908,883,528

独占契約 0 0

緊急契約 2 265,032

少額契約 934 141,771,213

特定契約 169 484,592,148

29年度契約結果（全案件）



〔全案件〕

№ 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 オール商会

2 委託 建物清掃業務委託 ニュービルメン協同組合

3 委託
排水処理設備保守点検業務委託（単価契

約）
日本施設

4 委託 動物飼育管理業務委託 アニマルケア

5 委託 交換便業務委託（単価契約） 都市メンテナンス事業協同組合

6 委託
ホルムアルデヒドガス滅菌器保守点検委

託
日本クレア

7 委託 純水製造装置保守点検委託 池田理化

8 委託 一般廃棄物処理委託（単価契約） 高嶺清掃

9 委託 産業廃棄物処理委託（単価契約） 高嶺清掃

10 委託 感染性廃棄物処分委託（単価契約） ナリコー

11 委託 感染性廃棄物収集運搬委託（単価契約） サンウッド

12 委託 緑地保守管理業務委託 野沢園

13 委託 質量分析装置保守点検委託 池田理化

14 委託 冷凍冷蔵機器点検業務委託 オール商会

15 委託 自動分析装置保守点検委託 池田理化

16 委託 共焦点レーザー顕微鏡保守点検委託 池田理化

17 委託 高圧蒸気滅菌装置外3点保守点検委託 池田理化

18 委託 高圧蒸気滅菌装置保守点検委託 池田理化

19 委託
名刺情報管理データベース利用・維持管

理委託
井上事務機事務用品

20 その他物品
和雑誌（実験医学外58点）の購読（概算

契約）
文光堂書店

21 委託 RI管理区域作業環境測定委託 千代田テクノル

22 委託 RI管理区域除染清掃作業委託 千代田テクノル

23 委託 実験研究排水分析委託 東京環境測定センター

24 委託 白衣外10点の洗濯 フォーエースカンパニー

25 委託
「薬品管理システム」のサーバサービス

及びシステム保守委託
東明サイエンス

26 その他物品
学術雑誌評価分析ツール（Journal and

Highly Cited Data） の利用
ユサコ

27 委託
平成29年度　複写サービスに関する契約

(単価契約）
イナダオフィスサプライ

29年度契約結果（競争契約）

2



№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

28 委託
平成29年度　複写サービスに関する契約

（単価契約）
コーディネート

29 その他物品 液体窒素外4点の購入 千代田

30 委託
平成29年度都医学研NEWSの印刷（単価

契約）
ヨシダ印刷

31 委託
東京ティーンコホート調査に係る検体回

収運搬委託（単価契約）
佐川急便

32 委託 自動細胞解析装置保守点検委託 和科盛商会

33 その他物品
パスウェイ解析ソフトウェアのライセン

ス契約
池田理化

34 その他物品 ぎ酸外16点の購入 東明サイエンス

35 その他物品 パソコン外1点の購入 コーディネート

36 その他物品 研究用試薬の購入 和科盛商会

37 その他物品 遠沈管外２０点の購入 東明サイエンス

38 その他物品 研究試薬の購入 東明サイエンス

39 その他物品 iMatrix-511（液状品）外4点の購入 高信化学

40 その他物品 プレパラートボックス外１７点の購入 バイオシス

41 その他物品 ホルムアルデヒド液外46点の購入 利根化学

42 その他物品 Ligation　high外２１点の購入 岩井化学薬品

43 その他物品 2-プロパノール外25点の購入 ナカライテスク

44 その他物品 ラック用棚板外155点の購入 岡本紙文具店

45 その他物品 サーマルサイクラーの購入 高信化学

46 その他物品 ドミトール(動物用）外19点の購入 高長

47 委託 都民講座会場設営委託 東京企画装飾

48 その他物品 テストチューブ外１８点の購入 アズサイエンス

49 その他物品 研究用試薬の購入 バイオシス

50 その他物品 フィルター外14点の購入 東明サイエンス

51 その他物品 コピー用紙外15点の購入 コーディネート

52 その他物品 Ion　AmpliSeq™Library　kit2.0の購入 バイオシス

53 その他物品 シリンジ外7点の購入 カーク

54 その他物品
Anti-Mouse　IｇG（Whole　Molecule）

外4点の購入
チヨダサイエンス

55 その他物品 収納ケース外９点の購入 イナダオフィスサプライ
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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

56 その他物品 G-418　Solution外15点の購入 池田理化

57 委託
S棟4階大動物施設実験室6オゾン燻蒸消毒

委託
三協ラボサービス

58 その他物品 神経細胞培養用培地外23点の購入 バイオテック・ラボ

59 その他物品 マイクロアレイキットの購入 高信化学

60 その他物品
MEM　Vitamin　Solution(100X）外22

点の購入
岩井化学薬品

61 その他物品 StemFitの購入 高信化学

62 その他物品
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ-β-D-ﾁｵｶﾞﾗｸﾄﾋﾟﾗﾉｼﾄﾞ外58点の

購入
ナカライテスク

63 その他物品 パソコンの購入 イナダオフィスサプライ

64 その他物品 Mfe　I-HF外19点の購入 利根化学

65 委託 タンパク質発現精製委託 和科盛商会

66 その他物品 シリンジ外16点の購入 和科盛商会

67 その他物品 研究用試薬の購入 高信化学

68 委託 シーケンス解析委託 東明サイエンス

69 その他物品 ﾎﾟﾋﾟﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ溶液外42点の購入 岩井化学薬品

70 委託 駐車場V型側溝補修修繕 松尾工務店

71 委託
リアルタイムPCRシステム７５００－Fast

点検委託
高信化学

72 その他物品 研究用試薬の購入 高長

73 委託 超純水製造装置の修理 池田理化

74 その他物品 殺菌消毒剤外31点の購入 東明サイエンス

75 その他物品 ペーパータオル外108点の購入 岡本紙文具店

76 その他物品
Effectene　Transfection　Reagent外48

点の購入
利根化学

77 委託 大型滑走式ミクロトームの修理 アズサイエンス

78 その他物品 実験用ラベル外5点の購入 バイオテック・ラボ

79 その他物品 研究用試薬・理化学用品の購入 和科盛商会

80 委託
3130xlジェネティックアナライザスペク

トラルキャリブレーション
高信化学

81 その他物品 D-MEM/F-12外19点の購入 バイオシス

82 その他物品 ｵｽﾊﾞﾝS外31点の購入 岩井化学薬品

83 その他物品
RNeasy　MinElute　Cleanup　kit外5点

の購入
高信化学
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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

84 その他物品 複合機の購入 イナダオフィスサプライ

85 委託
小脳プラットフォームデータベースシス

テム構築業務委託
東明サイエンス

86 その他物品 γDNA外13点の購入 池田理化

87 その他物品 特型レジンキャップの購入 日本クレア

88 その他物品
GR　Green　DNA　Roading　Buffer外

12点の購入
高長

89 その他物品 マウスほか１２点の購入 コーディネート

90 その他物品 ピペット外１５点の購入 池田理化

91 その他物品 OPTI-MEM外28点の購入 東明サイエンス

92 その他物品 バイオアンプの購入 バイオテック・ラボ

93 その他物品 ツパイ用ケージ外2点の購入 トキワ科学器械

94 その他物品 D-(+)-ｸﾞﾙｺｽ外38点の購入 ナカライテスク

95 その他物品 超低温フリーザーの購入 東明サイエンス

96 その他物品 Hitrap Benzamidine外18点の購入 岩井化学

97 その他物品 塩化リチウム,無水外25点の購入 利根化学

98 その他物品 特型レジンキャップの購入 日本クレア

99 その他物品 冷却遠心機の購入 和科盛商会

100 その他物品 エタノール外15点の購入 利根化学

101 その他物品 パソコン外3点の購入 コーディネート

102 その他物品 Anti-Betatrophin外22点の購入 高長

103 委託
スペクトラルキャリブレーションの点検

委託
和科盛商会

104 その他物品 Thrombin外７点の購入 高長

105 委託 シーケンサー修理委託 東明サイエンス

106 その他物品 ソフトウェア外２点の購入 池田理化

107 その他物品 フィルター付きチップ外３８点の購入 東明サイエンス

108 その他物品 滅菌シャーレ外11点の購入 チヨダサイエンス

109 その他物品 ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ外93点の購入 岡本紙文具店

110 その他物品 ソフトウェアライセンス外3点の購入 コーディネート

111 その他物品 パソコン外１点の購入 中兼商会
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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

112 その他物品 クロロホルム外21点の購入 利根化学

113 その他物品 バイオフリーザーの購入 バイオテック・ラボ

114 その他物品 ラップフィルム外１８点の購入 池田理化

115 その他物品 ピペット外9点の購入 カーク

116 その他物品 マウス用トレッドミル バイオテック・ラボ

117 その他物品 バイオクリーンベンチの購入 東明サイエンス

118 その他物品 ソムノペンチル外11点の購入 岩井化学薬品

119 その他物品 ハロゲンランプ外１０点の購入 池田理化

120 委託 純水装置メンテナンス作業委託 池田理化

121 その他物品 ソフトウェアの購入 コーディネート

122 委託
作業環境測定（有機溶剤・特定化学物

質）業務委託
環境技研

123 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

124 その他物品 試薬の購入 高長

125 委託 複写サービスに関する契約（単価契約） イナダオフィスサプライ

126 その他物品 運動量計測装置 バイオリサーチセンター

127 委託 冷却塔用排水メーター交換修繕 第一工業

128 その他物品 RNeasy　Mini　kit(50)外17点の購入 高長

129 その他物品 微量生体試料分析システムの購入 和科盛商会

130 その他物品 スライドグラス外25点の購入 東明サイエンス

131 その他物品 セルソーター外1点の賃借 日通商事

132 その他物品 シリンジ外18点の購入 和科盛商会

133 その他物品 メラトニン外18点の購入 利根化学

134 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

135 委託 超低温フリーザー修理委託 池田理化

136 その他物品 採血管外１３点の購入 カーク

137 その他物品 ﾘﾝｸﾞ式ﾌｧｲﾙ用ﾘﾌｨﾙ外67点の購入 岡本紙文具店

138 委託
都医学研リトリート開催に関する運営業

務の委託
小田急トラベル

139 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
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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

140 その他物品 試薬の購入 高長

141 その他物品 CO2インキュベーター外１点の購入 エキシジェン

142 その他物品 カバーグラス外１３点の購入 バイオテック・ラボ

143 その他物品 蓄電装置の購入 トキワ科学器械

144 その他物品
TRT-101　Rever　Tra　Ace外22点の購

入
高長

145 その他物品 マイクロアレイ解析ソフトの購入 高長

146 その他物品 カテラン針外７点の購入 和科盛商会

147 その他物品 Mission siRNA 20D 外19点の購入 岩井化学薬品

148 その他物品 クロロホルム外15点の購入 高長

149 その他物品 消毒用エタノール外26点の購入 利根化学

150 その他物品 パソコンの購入 井上事務機事務用品

151 その他物品 消毒用エタノール外27点の購入 岩井化学薬品

152 その他物品 ホットスターラー外25点の購入 東明サイエンス

153 その他物品 バッテリー外９点の購入 エキシジェン

154 その他物品 ストレージの購入 コーディネート

155 その他物品 ペーパータオル外1２点の購入 バイオテック・ラボ

156 委託 実験機材の移送 池田理化

157 その他物品 ﾋﾄiPS細胞用ﾌｨｰﾀﾞｰﾚｽ培地ほか2点の購入 高信化学

158 委託
細胞外フラックスアナライザー保守点検

委託
和科盛商会

159 その他物品 フィルター付きチップ外１２点の購入 東明サイエンス

160 委託 超低温槽の修理 池田理化

161 その他物品 液体窒素容器の購入 高長

162 委託 次世代シークエンス解析委託 東明サイエンス

163 その他物品 スーパーセップエース外６点の購入 高長

164 その他物品 HighGlu外15点の購入 利根化学

165 その他物品 パソコン外1点の購入 コーディネート

166 その他物品 つなぎ服外10点の購入 東明サイエンス

167 その他物品 Olig2抗体外12点の購入 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

168 その他物品 ビオラモディスポピペット外16点の購入 和科盛商会

169 その他物品 エタノール(99.5）外16点の購入 高長

170 その他物品 パソコン外２点の購入 中兼商会

171 その他物品 BAPTA-AM溶液外17点の購入 利根化学

172 その他物品 パソコンの購入 池田理化

173 その他物品 研究用試薬及び理化学用品の購入 バイオシス

174 委託
平成29年版東京都医学総合研究所年報の

印刷
三鈴印刷

175 委託 実験機器の移送及び設定委託 池田理化

176 委託 東京都医学総合研究所規程集の印刷 ヨシダ印刷

177 その他物品 遠心管外24点の購入 東明サイエンス

178 その他物品 RecombiantMouse外14点の購入 利根化学

179 その他物品 CD-8-alpha(53-6.7)外19点の購入 岩井化学薬品

180 その他物品 パソコン外１点の購入 コーディネート

181 委託 安全キャビネット保守点検委託 池田理化

182 その他物品 定着液外14点の好悪乳 高長

183 委託 標的型攻撃メール対策訓練委託 大崎コンピュータエンヂニアリング

184 その他物品 Bottle　Droso-Plugs外9点の購入 チヨダサイエンス

185 その他物品 医務服外15点の購入 星和

186 その他物品 男女兼用スニーカー外7点の購入 東興産業

187 その他物品 ﾌﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾋﾞｰｽﾞ外20点の購入 バイオシス

188 委託 廃液廃棄薬品収集運搬・処分委託 アサヒプリテック

189 その他物品 フリーズボックス外10点の購入 東明サイエンス

190 その他物品 インクカートリッジ外12点の購入 東京ディエスジャパン

191 委託 S棟スクラバー消毒液噴霧用ポンプ修繕 イナリサーチ

192 委託 超純粋製造装置メンテナンス作業委託 チヨダサイエンス

193 委託 1100Series Binary Pumpの修理 高信化学

194 その他物品
NovaRed Peroxidase Substrate Kit外6

点の購入
岩井化学薬品

195 その他物品 プリント基盤外11点の購入 池田理化
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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

196 その他物品 次亜塩素酸ナトリウム外２点の購入 アクアス

197 委託 DNAメチル化解析業務委託 アズバイオ

198 その他物品 ティッシュペーパー外97点の購入 岡本紙文具店

199 委託
平成29年度受託研究に係る業務委託（単

価契約）
情報基盤開発

200 その他物品 ラップフィルム外１４点の購入 和科盛商会

201 その他物品 ウイルス対策ソフトの購入 コーディネート

202 その他物品 ソフトウェア外２点の購入 コーディネート

203 その他物品
cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid

外5点の購入
高長

204 その他物品 クライオチューブ外２３点の購入 アズサイエンス

205 その他物品 冷却水用複合処理剤の購入 アクアス

206 その他物品 七宝用具　銀線丸線外27点の購入 和科盛商会

207 その他物品 エアパフキット 室町機械

208 委託 冷水循環ポンプ修繕 第一工業

209 その他物品
One　Taq　DNA　Polymerase外１7点

の購入
高長

210 委託 実験ノートの印刷 エヌ・ジェイ・ピー

211 委託 NGSデータ解析サポート委託 東明サイエンス

212 その他物品 清缶剤外1点の購入 三浦工業

213 その他物品 Casein,Vitamin　Tested外44点の購入 利根化学

214 その他物品 ディスポピペット外10点の購入 和科盛商会

215 その他物品 マウス用給水瓶本体外1点の購入 カーク

216 その他物品 スライドグラス外30点の購入 東明サイエンス

217 その他物品 フリーズボックス外23点の購入 東明サイエンス

218 その他物品 秤量皿外１０点の購入 バイオテック・ラボ

219 その他物品
BigDye Terminator v3.1 Cycle

Seuquencing Kitの購入
高長

220 委託 RI排水貯留槽清掃業務委託 千代田ﾃｸﾉﾙ

221 その他物品 Gene Frame外１１点の購入 チヨダサイエンス

222 その他物品 消毒用エタノール外17点の購入 高長

223 その他物品 New Page Novex外17点の購入 岩井化学
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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

224 その他物品 コピー用紙外66点の購入 岡本紙文具店

225 その他物品 O2コントロールオプションの購入 エキシジェン

226 その他物品 乾燥酵母エビオス外16点の購入 岩井化学薬品

227 その他物品 Random Primer外18点の購入 利根化学

228 その他物品 Droplet Reader ｵｲﾙ 外３点の購入 ナカライテスク

229 その他物品 poch-packD外１６点の購入 高長

230 その他物品
TrueLine　Cell　Culture　Dishes外15点

の購入
東明サイエンス

231 その他物品 サーバーシステムの購入 バイオテック・ラボ

232 その他物品 Xba　I外7点の購入 東和科学

233 その他物品 PVCOフローチューブ外11点の購入 高信化学

234 委託 都民向けホームページ原稿作成委託 オフィス朔

235 その他物品 ガラス標本包埋器の購入 バイオテック・ラボ

236 その他物品 研究用試薬の購入 利根化学

237 その他物品 miScript miPNA PCR Array外６点の購入 バイオテック・ラボ

238 その他物品 CELLBANKER　Plus1外19点の購入 高長

239 委託 超遠心機修理委託 池田理化

240 その他物品 ホルムアルデヒド外12点の購入 利根化学

241 その他物品 オートクレーブ外１点の購入 高信化学

242 その他物品 硫酸アンモニウム外１１点の購入 高長

243 その他物品 カフェイン外10点の購入 岩井化学薬品

244 その他物品
セルソーターレーザーアップグレード

キットの購入
東京サイエンス

245 委託 液体クロマトグラフ保守点検委託 中部科学機器

246 その他物品 ラップフィルム外18点の購入 東明サイエンス

247 その他物品 スプレーボトル外１４点の購入 和科盛商会

248 その他物品 インクカートリッジ外61点の購入 岡本紙文具店

249 その他物品 ラボクリーンマット外7点の購入 高信化学

250 その他物品 サーマルペーパー外9点の購入 エキシジェン

251 その他物品
滅菌ロールバッグ　エースステリ外23点

の購入
東明サイエンス
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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

252 その他物品 ソムノペンチル外9点の購入 岩井化学薬品

253 その他物品 ST金具外18点の購入 和科盛商会

254 工事 S棟4階大動物施設手術室ダクト工事 第一工業

255 委託 ＨＰＬＣ分析パイロット試験委託 アクト・サイエンス

256 その他物品 一様流プッシュプル型換気装置の購入 池田理化

257 その他物品 脳刀替刃外8点の購入 池田理化

258 その他物品 Whole Human Genome 外１点の購入 利根化学

259 その他物品 Tubastatin　A外25点の購入 利根化学

260 その他物品 標本ブロック加湿器外1点の購入 バイオテック・ラボ

261 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

262 その他物品
SurePrint G3 Human CHGﾏｲｸﾛｱﾚｲｷｯﾄ外

1点の購入
カーク

263 その他物品 試薬の購入 東明サイエンス

264 その他物品 トナーカートリッジ外12点の購入 東京ディエスジャパン

265 その他物品 乾燥酵母エビオス外17点の購入 岩井化学薬品

266 その他物品 リアルタイムPCR解析システムの購入 池田理化

267 その他物品 ソフトウェアの購入 和科盛商会

268 その他物品 超低温フリーザーの購入 高信化学

269 その他物品 パソコンの購入 コーディネート

270 その他物品 サーマルサイクラーの購入 池田理化

271 その他物品
ValueReadプレミックスチューブ外６点

の購入
東明サイエンス

272 その他物品 研究用試薬の購入 高長

273 その他物品 現像液外17点の購入 バイオテック・ラボ

274 その他物品 電卓外44点の購入 イナダオフィスサプライ

275 その他物品
実験動物飼育用架台（マカクザル用）の

購入
東明サイエンス

276 その他物品 マイクロチューブ外31点の購入 東明サイエンス

277 その他物品 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｼｪﾙﾌﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ外5点の購入 池田理化

278 その他物品 薬品収納ラック外１３点の購入 池田理化

279 その他物品 定着液外14点の購入 東明サイエンス
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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

280 その他物品 Target Retrieval Solution外10点の購入 利根化学

281 その他物品 カバーグラス他26点の購入 和科盛商会

282 その他物品 スタンダードカセット外17点の購入 岩井化学

283 その他物品 トリクロロ酢酸外18点の購入 利根化学

284 その他物品 試薬の購入 高長

285 その他物品
Poly-D-lysine hydrobromide外22点の購

入
カーク

286 その他物品 粉末寒天外20点の購入 岩井化学薬品

287 その他物品 ブルーミックスソフト外17点の購入 池田理化

288 その他物品 交換用バッテリー外22点の購入 和科盛商会

289 その他物品 培養プレート外30点の購入 和科盛商会

290 その他物品 Neurobasal-A Medium外8点の購入 岩井化学薬品

291 委託
作業環境測定（有機溶剤・特定化学物

質）業務委託
環境技研

292 その他物品 POP-7 Polymer外10点の購入 アズサイエンス

293 その他物品 パソコン外１点の購入 コーディネート

294 その他物品 ISOGEN外18点の購入 利根化学

295 その他物品 クリヤーブック交換式外17点の購入 コーディネート

296 その他物品 ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀｰ外１４点の購入 林理化学

297 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

298 委託 RI測定機器点検委託 池田理化

299 その他物品 マイクロプレートリーダーの購入 池田理化

300 その他物品 ピペットチップ外9点の購入 エキシジェン

301 その他物品 ユニファストⅡ外27点の購入 バイオテック・ラボ

302 その他物品 RNA6000ピコキット外９点の購入 東明サイエンス

303 その他物品 実験動物用架台（マカクザル用）の購入 東明サイエンス

304 その他物品 超ミクロトームの購入 池田理化

305 委託 自動分析装置メンテナンス委託 東京サイエンス

306 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

307 その他物品 シリンジ外１０点の購入 和科盛商会
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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

308 委託 純水装置点検作業委託 池田理化

309 その他物品 紙ワイパー外20点の購入 バイオテック・ラボ

310 その他物品 パソコン外１点の購入 中兼商会

311 委託
マイクロマニピュレーターのオーバー

ホール
池田理化

312 その他物品
BigDye Terminator v3.1 Cycle

Seuquencing Kitの購入
高長

313 その他物品 ピペット外8点の購入 カーク

314 その他物品 遠心管他12点の購入 バイオシス

315 その他物品 ピペットチップ外16点の購入 池田理化

316 その他物品 複合機外1点の購入 コーディネート

317 その他物品 試薬の購入 チヨダサイエンス

318 委託 病理標本作製業務委託 東明サイエンス

319 委託 シート照明顕微鏡システム保守点検委託 池田理化

320 その他物品 パソコン外１点の購入 奥田商会

321 その他物品
インキュベーションシェーカー外1点の購

入
池田理化

322 その他物品 Opti-Mem他5点の購入 東和科学

323 その他物品 Sample Cartridge外３点の購入 池田理化

324 その他物品
ディスポピペット外３点の購入３０点の

購入
アズサイエンス

325 その他物品 試薬の購入 バイオテック・ラボ

326 その他物品 ノートＰＣ外12点の購入 コーディネート

327 その他物品 卓上遠心機外15点の購入 池田理化

328 委託 オゾンガス燻蒸装置保守点検委託 三協ラボサービス

329 その他物品 iPad Wi-Fi外11点の購入 イナダオフィスサプライ

330 その他物品 スクエアディッシュ外27点の購入 チヨダサイエンス

331 その他物品 パソコン外1点の購入 中兼商会

332 その他物品 フィルター付きチップ外１１点の購入 東明サイエンス

333 その他物品 毛髪ミネラル検査キットの購入 ら・べるびぃ予防医学研究所

334 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

335 その他物品 電動ピペット外２０点の購入 和科盛商会
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336 その他物品 ﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ外18点の購入 バイオシス

337 その他物品 パソコン外２点の購入 コーディネート

338 その他物品 Sample needle外5点の購入 カーク

339 その他物品 遺伝子導入装置外3点の購入 アズサイエンス

340 その他物品 マクロチューブ外14点の購入 カーク

341 その他物品 ウシ胎児血清の購入 東明サイエンス

342 その他物品 ポータブルHDD外10点の購入 奥田商会

343 その他物品 遠心チューブ外２０点の購入 カーク

344 その他物品 メンテナンスボックス外107点の購入 イナダオフィスサプライ

345 その他物品 試薬の購入 高長

346 その他物品 ゲル撮影装置外3点の購入 バイオテック・ラボ

347 その他物品
Fluorecein　Diacetate（EDA）外26点の

購入
利根化学

348 その他物品 ソフトウェア外3点の購入 コーディネート

349 その他物品 定着液外17点の購入 バイオシス

350 その他物品 ピンセット外7点の購入 バイオテック・ラボ

351 その他物品 外用殺菌消毒液外25点の購入 高長

352 その他物品 ニトリル手袋外19点の購入 バイオテック・ラボ

353 その他物品 フィルターチップ外7点の購入 アズサイエンス

354 その他物品 ソフトウェアライセンス外7点の購入 コーディネート

355 その他物品 電極抵抗測定器外2点の購入 バイオテック・ラボ

356 その他物品 複合機外３点の購入 コーディネート

357 その他物品 Reagent　Tub外5点の購入 池田理化

358 その他物品 ﾋﾄES/iPS細胞用培地外12点の購入 東明サイエンス

359 その他物品 ＶＧＡアダプター外12点の購入 吉武商会

360 委託 病理標本作製業務委託 東明サイエンス

361 その他物品 ミキサー外13点の購入 アズサイエンス

362 その他物品 消毒用エタノール外15点の購入 岩井化学薬品

363 その他物品 試薬の購入 高長
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364 その他物品 パラホルムアルデヒド外26点の購入 利根化学

365 その他物品
Anti-Myelin Proteolipid Protein外5点の

購入
岩井化学薬品

366 その他物品 Xba　I外３６点の購入 東明サイエンス

367 委託 大動物施設オゾン燻蒸消毒委託 三協ラボサービス

368 その他物品 ＰＣＲﾁｭｰﾌﾞ外17点の購入 岩井化学

369 その他物品 電子天秤外8点の購入 池田理化

370 その他物品 サーマルサイクラー外1点の購入 池田理化

371 その他物品 試薬の購入 高長

372 その他物品 ウシ胎児血清の購入 利根化学

373 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

374 その他物品
インクジェットカートリッジ外13点の購

入
東京ディエスジャパン

375 その他物品 Rneasy　Mini　ｋｉｔ外4点の購入 利根化学

376 委託 バイオアナライザー修理 高信化学

377 その他物品 試薬の購入 バイオテック・ラボ

378 その他物品 試薬の購入 チヨダサイエンス

379 その他物品 研究用試薬の購入 利根化学

380 その他物品 微量高速遠心機外２点の購入 池田理化

381 その他物品 POP-7（TM）ポリマー外13点の購入 和科盛商会

382 その他物品 オンアイスアルミブロック外5点の購入 和科盛商会

383 その他物品 Rapamycin外１６点の購入 カーク

384 その他物品 マウスIgG,ｱｲｿﾀｲﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾙ外23点の購入 高長

385 その他物品 試薬の購入 高長

386 その他物品 水性封入剤外２４点の購入 バイオテック・ラボ

387 その他物品 理化学用品の購入 和科盛商会

388 その他物品 トリミングブロック外２点の購入 和科盛商会

389 その他物品 書籍107点の購入 文光堂書店

390 委託
小脳プラットフォームデータシステムの

モバイル用アプリ連携機能構築委託
東明サイエンス

391 その他物品 理化学用品の購入 東和科学
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392 その他物品 TMB　Substrate　kit外9点の購入 アズサイエンス

393 その他物品 パソコン外2点の購入 中兼商会

394 その他物品 理化学用品の購入 アズサイエンス

395 その他物品 鎮痛効果測定装置外１点の購入 バイオリサーチセンター

396 その他物品 試薬の購入 エキシジェン

397 その他物品 ソフトウェアの購入 岩井化学薬品

398 委託 インキュベーター修理 和科盛商会

399 その他物品 研究用試薬及び理化学用品の購入 高長

400 その他物品

「認知症の人の地域生活を支援するケア

プログラム」研修テキスト・操作マニュ

アルの印刷

アイワエンタープライズ

401 その他物品 Strychnine外12点の購入 東明サイエンス

402 その他物品 研究用試薬の購入 東明サイエンス

403 その他物品 ぺピット外13点の購入 カーク

404 その他物品 はさみ外131点の購入 イナダオフィスサプライ

405 その他物品 psPAX外21点の購入 岩井化学薬品

406 その他物品 椅子外19点の購入 奥田商会

407 その他物品 光触媒環境浄化装置外1点の購入 バイオテック・ラボ

408 その他物品 感光体ユニット外5点の購入 東京ディエスジャパン

409 その他物品 コピー用紙他４８点の購入 イナダオフィスサプライ

410 その他物品
NextSeq 500/550 High Output v2 Kit

（75サイクル）外1点の購入
東明サイエンス

411 その他物品 マルチラベルリーダー外1点の購入 和科盛商会

412 その他物品
リアルタイムPCR解析システムほか5点の

購入
東明サイエンス

413 その他物品 研究用試薬の購入 利根化学

414 その他物品 スライドグラス外12点の購入 チヨダサイエンス

415 その他物品 パソコンの購入 コーディネート

416 その他物品 現像液外11点の購入 バイオシス

417 その他物品 ステンレス製試験管立外6点の購入 カーク

418 その他物品 ゲルローディングチップ外17点の購入 バイオテック・ラボ

419 その他物品 4%ﾊﾟﾗﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ外１０点の購入 高長
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420 その他物品 試薬の購入 利根化学

421 その他物品 酒石酸カリウム外19点の購入 岩井化学薬品

422 その他物品 Pure Link DNA Kit外10点の購入 ナカライテスク

423 工事 S棟1階研究室106流し台取付工事 第一工業

424 その他物品
ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞSDS-PAGEｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ外5点の購

入
岩井化学薬品

425 その他物品 血球計算盤外12点の購入 和科盛商会

426 その他物品 研究用試薬の購入 東明サイエンス

427 その他物品 ソフトウェアの購入 和科盛商会

428 その他物品 ｶｵﾁﾝ交換ｷｯﾄ外16点の購入 東明サイエンス

429 その他物品 油性ボールペン外77点の購入 イナダオフィスサプライ

430 その他物品 ディスポプローブ外１４点の購入 池田理化

431 その他物品 プラチナﾁｯﾌﾟ外17点の購入 バイオシス

432 その他物品 試薬の購入 高長

433 その他物品
DmrC　Polyclonal　Antibody外9点の購

入
アズサイエンス

434 その他物品
NextSeq 500/550 High Output v2 Kit

（75サイクル）外1点の購入
東明サイエンス

435 その他物品
MiSeq　Reagent　kits　V3外23点の購

入
高信化学

436 委託 フリーザー修理委託 池田理化

437 その他物品 スライドガラス外15点の購入 カーク

438 その他物品 ゲルローディングチップ外15点の購入 東和化学

439 その他物品 6穴ﾁｭｰﾌﾞラック外43点の購入 池田理化

440 その他物品 清缶剤外１点の購入 三浦工業

441 その他物品
TaqMan Gene Expression Assay　外12

点の購入
池田理化

442 その他物品 サンプルチューブ外12点の購入 岩井化学

443 その他物品 フィットフラグ栓外16点の購入 チヨダサイエンス

444 その他物品 Imatinib Mesylate 外５点の購入 東和科学

445 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

446 その他物品 シリンジ外12点の購入 エキシジェン

447 その他物品 トナーカートリッジ外15点の購入 東京ディエスジャパン
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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

448 その他物品 洗剤外２２点の購入 東明サイエンス

449 その他物品 ソフトウェアの購入 コーディネート

450 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

451 その他物品 紫外線殺菌ランプ外13点の購入 東明サイエンス

452 その他物品 カラム外１６点の購入 バイオテック・ラボ

453 その他物品 D-MEM外10点の購入 利根化学

454 委託 転倒防止対策委託 久保商店

455 その他物品 試薬の購入 バイオテック・ラボ

456 その他物品 Anti-VGLUT2 antibody 外３点の購入 高信化学

457 その他物品 ボールペン外４０点の購入 イナダオフィスサプライ

458 その他物品 マウス用給水瓶の購入 トキワ科学器械

459 その他物品 トナーカートリッジ外20点の購入 東京ディエスジャパン

460 委託 大動物施設オゾン燻蒸消毒委託 三協ラボサービス

461 その他物品 試薬の購入 利根化学

462 その他物品 miRNeasy Mini Kit 外２１点の購入 岩井化学薬品

463 その他物品
Cy3　Ｄｏｎｋｅｙ　AntiMouse　IgG外

34点の購入
東明サイエンス

464 その他物品 試薬の購入 高信化学

465 その他物品 椅子外５点の購入 イナダオフィスサプライ

466 その他物品 EXO-SAP-IT外8点の購入 和科盛商会

467 その他物品 プレート外１５点の購入 林理化学

468 その他物品 研究用試薬の購入 岩井化学薬品

469 その他物品 パソコン外1点の購入 大塚商会

470 その他物品
TaqMan SNP Genotyping Assay　外7点

の購入
高長

471 委託 実験機器移設作業委託 アズサイエンス

472 その他物品 アクリルアミド外１６点の購入 和科盛商会

473 その他物品 冷却水用複合処理剤の購入 アクアス

474 その他物品 UVランプ外１７点の購入 池田理化

475 委託 研究所内レイアウト変更業務委託 SBSロジコム
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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

476 その他物品 研究用試薬の購入 バイオテック・ラボ

477 その他物品 イマージョンウォーター外4点の購入 カーク

478 その他物品 研究用試薬の購入 高長

479 その他物品 試薬の購入 岩井化学

480 その他物品 手術用手袋外1点の購入 カーク

481 その他物品 パソコンの購入 コーディネート

482 委託 実験機器の移送委託 池田理化

483 その他物品 dATP（100mM溶液)外16点の購入 利根化学

484 その他物品 カムラ外9点の購入 和科盛商会

485 その他物品 試薬の購入 バイオテック・ラボ

486 その他物品 特型レジンキャップの購入 日本クレア

487 その他物品
PrimeScript　RT　Master　Mix外11点

の購入
和科盛商会

488 その他物品 トナーカートリッジ外34点の購入 イナダオフィスサプライ

489 その他物品 クリーンスーツ外7点の購入 和科盛商会

490 委託
在宅難病患者療養生活環境把握事業最終

報告書の印刷
ヨシダ印刷

491 委託 卓上型遠心機修理 池田理化

492 その他物品 ドライケムスライド外9点の購入 東明サイエンス

493 その他物品 Infinium Teflow Chamber 外6点の購入 池田理化

494 その他物品 ２側コートボールマッペ外9点の購入 カーク

495 その他物品 パソコン外7点の購入 コーディネート

496 委託 高純水製造装置修理委託 池田理化
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〔全案件〕

№ 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

29年度契約結果（独占契約）



〔全案件〕

№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

1
委託

N棟1階ボイラー室及び水槽室グレモン錠交換修繕 戸田建商

2
委託

超純水製造装置移設作業委託 池田理化

3

4

5

6

7

8

9

10

29年度契約結果（緊急契約）



〔全案件〕

№ 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 ZEAL

2 その他物品 毎日・東京新聞の購読 クライミング

3 委託 契約システム保守委託 インフォケーション

4 委託 資源ごみ処理委託（単価契約） 千代田商事

5 その他物品 会計ソフトウェアの賃借 ＪＡ三井リース

6 委託 会計システムソフトウェア保守委託 サクセス

7 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

8 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

9 その他物品 産経新聞の購読 産経新聞世田谷店

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ベース」のサーバ

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

12 委託 Net Commons保守委託 オープンソース・ワークショップ

13 委託 白衣外1点の洗濯 ワタキューセイモア

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 その他物品 雑誌「実験医学」Web版の購入 文光堂書店

18 委託
平成29年度　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

19 その他物品 普及広報係角2サイズ封筒の印刷 ヨシダ印刷

20 委託 複合機保守委託 奥田商会

21 委託
2017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

22 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

23 その他物品 合成DNAの購入 岩井化学薬品

24 その他物品 サツマイモ外6点の購入 八百大商店

25 その他物品 研究試薬の購入 東明サイエンス

26 委託
認知症の人の地域生活を支援するケアプ

ログラム推進事業研修教材の印刷
謄栄社

27 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

29年度契約結果（少額契約）
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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

28 その他物品 ポータブルHDD外２点の購入 コーディネート

29 その他物品 セルストレーナーチューブ外11点の購入 池田理化

30 その他物品 固型飼料の購入 オリエンタル酵母工業

31 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

32 その他物品 飼料の購入 EPS益新

33 その他物品 輸送箱外2点の購入 日本クレア

34 その他物品 種卵の購入 日本生物科学研究所

35 その他物品 パソコンの購入 井上事務機

36 委託
東京ティーンコホート来所型調査ﾃﾞｰﾀ入

力
輿論科学協会

37 委託
第16回都医学研国際シンポジウムポス

ターの印刷
エヌ・ジェイ・ピー

38 その他物品 ファイルインデックス外７８点の購入 イナダオフィスサプライ

39 その他物品 トナーカートリッジ外4点の購入 東京ディエスジャパン

40 その他物品 マウス外4点の購入 オリエンタル酵母工業

41 その他物品 診療用回転いすの購入 池田理化

42 その他物品 背付き回転いすの購入 奥田商会

43 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

44 委託

平成29年度都医学研夏のセミナー（「臨

床教育コース」「基礎・技術コース」）

開催に伴うポスターの作成

エヌ・ジェイ・ピー

45 その他物品 ハイブリバッグ外１３点の購入 和科盛商会

46 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

47 その他物品 研究用試薬の購入 東明サイエンス

48 その他物品 折り畳みステップ外３点の購入 吉武商会

49 その他物品 ブロッティング装置の購入 東明サイエンス

50 その他物品 パソコンの購入 中兼商会

51 その他物品 RI滅菌飼料の購入 日本クレア

52 その他物品 ニトリルグローブ外5点の購入 高長

53 委託 コールターカウンター修理委託 ヤマト科学

54 委託 翻訳委託 太田美智子

55 委託 ウサギ用ロボワイパーの修理 カーク
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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

56 その他物品 ニトリル手袋外８点の購入 バイオテック・ラボ

57 その他物品 試験管濃縮装置の購入 池田理化

58 その他物品 ソフトウェア（アップグレード）の購入 コーディネート

59 その他物品 針付きシリンジ外3点の購入 バイオシス

60 委託 超純水製造装置Milli-Q Integrfal5の修理 エキシジェン

61 その他物品 ステンレス定規外６点の購入 奥田商会

62 その他物品 手術ガウン外６点の購入 カーク

63 その他物品 パソコンの購入 イナダオフィスサプライ

64 その他物品 交換ブラシの購入 トキワ科学器械

65 その他物品 培養皿外５点の購入 チヨダサイエンス

66 その他物品 セルストレーナー外7点の購入 アズサイエンス

67 その他物品 ビーカー外15点の購入 和科盛商会

68 その他物品 ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄLANｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外3点の購入 中兼商会

69 委託 N棟機械室内蒸気配管修繕 第一工業

70 その他物品 一酸化炭素の購入 ウエキコーポレーション

71 その他物品 パソコンの購入 コーディネート

72 その他物品 ２種混合ガス外４点の購入 千代田

73 その他物品 試薬棚外８点の購入 エキシジェン

74 委託 パソコン修理委託 イナダオフィスサプライ

75 その他物品 プラスチックバイアルの購入 ハイテック

76 その他物品 インクカートリッジ外14点の購入 奥田商会

77 その他物品 コピー用紙外43点の購入 岡本紙文具店

78 その他物品 両面テープ外１点の購入 フクダニューロテック

79 その他物品 前核期受精卵の購入 アーク・リソース

80 委託 動物用多項目自動血球計数装置の修理 東明サイエンス

81 その他物品 バッテリー外6点の購入 バイオテック・ラボ

82 その他物品 ポータブルHDD外4点の購入 吉武商会

83 委託 レセプション業務委託 レストランピガール
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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

84 その他物品 マカクヘッドホルダー外３点の購入 小原医科産業

85 その他物品 培養ピペット外10点の購入 エキシジェン

86 その他物品 レーザートナーカートリッジ外9点の購入 東京ディエスジャパン

87 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

88 その他物品 研究用スプーン外４点の購入 チヨダサイエンス

89 委託 遠心機MX-300の修理 池田理化

90 その他物品 サーバーの購入 コーディネート

91 その他物品 紙タオル外１３点の購入 和科盛商会

92 その他物品 レーザーポインター外7点の購入 イナダオフィスサプライ

93 その他物品 リングロックチューブ外9点の購入 池田理化

94 その他物品 遠心管外１５点の購入 東明サイエンス

95 委託 201実験室室内棚等転倒防止対策委託 久保商店

96 その他物品 修正テープ外１０２点の購入 岡本紙文具店

97 その他物品 注射針外６点の購入 林理化学

98 その他物品 ミクロトーム替刃外2点の購入 チヨダサイエンス

99 その他物品 HDMIアダプタ外５点の購入 太陽堂

100 その他物品 ドラムユニット外６点の購入 コーディネート

101 その他物品 キャリブレーターの購入 バイオリサーチセンター

102 委託 マーモセット架台修理 東明サイエンス

103 委託 パスウェイ解析委託 生物技研

104 その他物品 ペーパータオル外1点の購入 スズケン

105 その他物品 トナーキット外７点の購入 東京ディーエスジャパン

106 その他物品 書籍6点の購入 綜合教育センター

107 その他物品 Electrode Interface Board外5点の購入 バイオリサーチセンター

108 委託 近赤外イメージングシステム修理委託 和科盛商会

109 その他物品 チップ外４点の購入 カーク

110 その他物品 マウス外6点の購入 オリエンタル酵母工業

111 その他物品 サツマイモ外11点の購入 八百大商店
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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

112 その他物品 スライドグラス外１７点の購入 バイオテック・ラボ

113 その他物品 合成DNAの購入 岩井化学薬品

114 その他物品 プロジェクターの購入 コーディネート

115 その他物品 研究用試薬の購入 東明サイエンス

116 委託 機密文書収集運搬処理委託（単価契約） 高嶺清掃

117 その他物品 ケーブル外７点の購入 吉武商会

118 その他物品 プロガード外１点の購入 池田理化

119 その他物品 IJ用紙マット170の購入 理想科学工業

120 その他物品 研究用試薬の購入 薬研社

121 委託 ウサギケージ修理 カーク

122 その他物品 ワイヤレスマウス外６点の購入 コーディネート

123 その他物品 ソフトウェアライセンスの購入 モリサワ

124 委託 油圧ﾏｲｸﾛﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀｰの修理 成茂科学器械研究所

125 その他物品 サーバーの購入 井上事務機

126 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

127 その他物品 書籍7点の購入 文光堂書店

128 委託 デザイン委託 湊谷千晴

129 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

130 委託 国内特許出願に係る事務委任契約 特許業務法人三枝国際特許事務所

131 委託 純水製造装置部品交換作業委託 チヨダサイエンス

132 その他物品 シリンジ外８点の購入 池田理化

133 その他物品 クッション封筒外４６点の購入 イナダオフィスサプライ

134 その他物品 ピュアオートS　CRE-N①外2点の購入 アルフレッサ

135 その他物品 はさみ外２点の購入 室町機械

136 委託
N棟4階P3-BSL3感染動物室2安全キャビ

ネット修繕
日本医化器械

137 その他物品 ナイロンスクリーン外７点の購入 バイオシス

138 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

139 その他物品 RESEARCH　DIETの購入 EPS益新
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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

140 その他物品 プラスチックバイアルの購入 ハイテック

141 その他物品 インクカートリッジ外３点の購入 奥田商会

142 その他物品 ピペットチップ外１０点の購入 東明サイエンス

143 その他物品 ネジの購入 南陽商会

144 その他物品 ガラス管外12点の購入 カーク

145 その他物品 ディスポシリンジ外10点の購入 カーク

146 委託 国内特許出願に係る事務委任契約
知崇国際特許事務所　弁理士　白形

由美子

147 委託 HBV抗原測定委託 エスアールエル

148 その他物品 μ-Dish外5点の購入 アズサイエンス

149 その他物品 UCチューブ外11点の購入 アズサイエンス

150 その他物品 ピペット外8点の購入 和科盛商会

151 委託 実験動物購入申込書の印刷 ヨシダ印刷

152 委託 クリーンベンチ修理委託 池田理化

153 その他物品 アルゴンガス外５点の購入 千代田

154 委託 1階正面玄関マット交換修繕 松尾工務店

155 その他物品 サファイアチップ外23点の購入 東明サイエンス

156 その他物品 ソフトウェアライセンス外5点の購入 コーディネート

157 その他物品 スライドグラス外１0点の購入 バイオテック・ラボ

158 その他物品 クリーンフードの購入 エキシジェン

159 その他物品 CARD　HyperOva®の購入 九動

160 その他物品 サンプルチューブ外8点の購入 チヨダサイエンス

161 その他物品 固型飼料の購入 オリエンタル酵母工業

162 その他物品 インクカートリッジ外6点の購入 東京ディエスジャパン

163 委託 翻訳委託 太田美智子

164 その他物品 ラテックスグローブの購入 スズケン

165 その他物品 シリンダ南京錠外51点の購入 岡本紙文具店

166 委託 冷温水発生機修繕 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ産機システムズ

167 委託 ペプチド合成委託 岩井化学薬品
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168 委託 動物輸送委託 日本動物輸送

169 その他物品 洋書4点の購入 株式会社紀伊國屋書店

170 その他物品 マカク飼料の購入 オリエンタル酵母工業

171 その他物品 クリスタル遠心管外4点の購入 バイオシス

172 その他物品 廃トナーボックス外9点の購入 東京ディエスジャパン

173 委託 ﾏｲｸﾛﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀｰ修理委託 成茂科学

174 その他物品 ｸﾗｲｵｼﾞｪﾆｯｸﾊﾞｲｱﾙ内ﾈｼﾞｷｬｯﾌﾟ外5点の購入 池田理化

175 その他物品 プラスチックバイアル外１点の購入 ハイテック

176 その他物品 作業台外1点の購入 トキワ科学器械

177 その他物品 マグネット外２４点の購入 岡本紙文具店

178 その他物品 アルミケーン外４点の購入 チヨダサイエンス

179 委託 特定温室ガス年度排出量検証委託 日本品質保証機構

180 その他物品 種卵の購入 日本生物科学研究所

181 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

182 その他物品 フェノール試薬外11点の購入 バイオテック・ラボ

183 その他物品 布ウエス外６点の購入 バイオシス

184 その他物品 チューブ外７点の購入 和科盛商会

185 その他物品 コントローラー外１７点の購入 吉武商会

186 その他物品 複合機の購入 コーディネート

187 委託 パッチクランプ用増幅器の修理 フィジオテック

188 その他物品 止血小鉗子外k9点の購入 バイオリサーチセンター

189 その他物品 ねじ外９点の購入 林理化学

190 その他物品 ﾐﾌｪﾌﾟﾘｽﾄﾝ外8点の購入 和科盛商会

191 その他物品 ピペットチップ外１０点の購入 東明サイエンス

192 委託 純水製造装置の修理 チヨダサイエンス

193 その他物品 マウスの購入 日本クレア

194 その他物品 合成DNAの購入 岩井化学薬品

195 委託 英文校正委託 カクタス・コミュニケーションズ
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196 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール

197 委託 プリンターの修理 コーディネート

198 その他物品 マウス・ラットの購入 日本エスエルシー

199 その他物品 給水瓶の購入 イシハラ

200 その他物品 前核期受精卵の購入 アーク・リソース

201 その他物品 紙タオル外１０点の購入 バイオテック・ラボ

202 その他物品 ラベルプリンターの購入 和科盛商会

203 委託
S棟地下ピット内雨水及び湧水排水ポンプ

修繕
川本工業

204 委託 封筒の印刷 ヨシダ印刷

205 委託
平成29年度在宅難病患者訪問看護師養成

研修ﾃｷｽﾄの印刷
アイガー

206 委託 遺伝子検査委託 湧永製薬

207 その他物品 PCソフト外２点の購入 コーディネート

208 その他物品 塩酸外19点の購入 ナカライテスク

209 その他物品 サツマイモ外9点の購入 八百大商店

210 その他物品 文献複写サービスの利用 ユサコ

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

212 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

213 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

214 その他物品 ゴムカンの購入 日立ハイテクフィールディング

215 その他物品 医療用廃棄箱外１６点の購入 和科盛商会

216 その他物品 名刺カード外44点の購入 イナダオフィスサプライ

217 その他物品 ValueReadシーケンスチューブの購入 東明サイエンス

218 委託 マウス微生物検査委託 実験動物中央研究所

219 委託 英文校正委託 カクタス・コミュニケーションズ

220 その他物品 プラスチックバイアルの購入 ハイテック

221 その他物品 Vivaspin外８点の購入 アズサイエンス

222 委託 デザイン委託 湊谷千晴

223 委託 ばい煙測定委託 環境技研
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224 委託
平成29年度在宅難病患者訪問看護師養成

研修ﾃｷｽﾄの印刷
アイガー

225 その他物品 RI滅菌飼料の購入 日本クレア

226 その他物品 炭酸ガス外４点の購入 千代田

227 その他物品 デザイン委託 湊谷千晴

228 委託 英文校正委託 カクタス・コミュニケーションズ

229 その他物品 六角ナット外7点の購入 バイオテック・ラボ

230 その他物品 カラム外１５点の購入 バイオシス

231 その他物品 塩化ナトリウム外９点の購入 ナカライテスク

232 その他物品 自己検査用ｸﾞﾙｺｰｽ測定器外5点の購入 池田理化

233 その他物品 ピンセット他１1点の購入 カーク

234 委託 国際シンポジウムポスターの印刷 エヌ・ジェイ・ピー

235 その他物品 廃トナーボックス外4点の購入 東京ディエスジャパン

236 委託 翻訳委託 太田美智子

237 委託 ニホンザル輸送委託 葛生運送

238 その他物品 ペンタブレット外11点の購入 吉武商会

239 その他物品
ボトルフィルターシステム外１２点の購

入
バイオテック・ラボ

240 その他物品 プリンター外1点の購入 コーディネート

241 その他物品
プロフェッショナルフォトペーパー外3点

の購入
奥田商会

242 その他物品 TNF-α, Rat ELISA Kit 外7点の購入 ナカライテスク

243 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

244 委託 ビデオトラッキングシステム修理 室町機械

245 その他物品 包埋皿外３点の購入 チヨダサイエンス

246 その他物品 ＰＭＩ飼料の購入 日本エスエルシー

247 その他物品 フラットファイル外62点の購入 岡本紙文具店

248 その他物品 インジケーターテープ外８点の購入 チヨダサイエンス

249 その他物品 Neurobasal-A Medium外2点の購入 岩井化学薬品

250 その他物品 ピンセット外７点の購入 カーク

251 委託 ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞｶﾗﾑによる吸収作業委託 ナカライテスク
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252 その他物品 ピペットチップ外３点の購入 エキシジェン

253 委託 リアルタイムＰＣＲシステムの修理 東明サイエンス

254 その他物品 作業用椅子の購入 東京サイエンス

255 その他物品 Ear Bar Screw外５点の購入 バイオリサーチセンター

256 その他物品 BCA Protein Assay Kit外4点の購入 利根化学

257 その他物品 Neurobasai Medium外４点の購入 高信化学

258 その他物品 コピー用紙外３８点の購入 イナダオフィスサプライ

259 委託 パラフィン包埋装置修理委託 池田理化

260 その他物品 ホワイトボード外５点の購入 コーディネート

261 その他物品 研究用試薬の購入 アズサイエンス

262 その他物品 前核期受精卵の購入 アーク・リソース

263 その他物品 木下式ガラスボールフィルターの購入 ウエキコーポレーション

264 委託 超低温槽の修理委託 和科盛商会

265 その他物品 Anti-CNPase外８点の購入 バイオテック・ラボ

266 その他物品 掛時計外４点の購入 吉武商会

267 その他物品 デジタルカメラの購入 奥田商会

268 その他物品 細胞培養用ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｰﾄ外6点の購入 アズサイエンス

269 委託 遠心機修理委託 和科盛商会

270 その他物品
KAPA　SYBR　Fast　qPCR　kit外9点の

購入
バイオシス

271 その他物品 フィルター外4点の購入 吉武商会

272 その他物品 有精卵の購入 日本生物科学研究所

273 委託 マカク検疫検査委託 予防衛生協会

274 その他物品 シャーレ外１２点の購入 和科盛商会

275 その他物品 合成DNAの購入 岩井化学薬品

276 その他物品 透析プローブ外１０点の購入 東明サイエンス

277 その他物品 ラット外6点の購入 オリエンタル酵母工業

278 委託 蛍光顕微鏡修理委託 池田理化

279 その他物品 KOD-Plus-Ver.2外７点の購入 バイオシス
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280 その他物品 プレパラートボックス外１８点の購入 池田理化

281 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

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

283 その他物品 Caspase-1 Assay Kit外１１点の購入 利根化学

284 その他物品 エタノール（99.5）外14点の購入 ナカライテスク

285 その他物品 前核期受精卵の購入 アークリソース

286 その他物品 サツマイモ外１０点の購入 八百大商店

287 委託 血液・ＤＮＡ解析委託 エスアールエル

288 その他物品 フリーズボックス外４点の購入 バイオテック・ラボ

289 その他物品 外付けハードディスク外４点の購入 コーディネート

290 委託
リアルタイムＰＣＲシステム点検作業委

託
池田理化

291 その他物品 ﾗｯﾄｹｰｼﾞ用上蓋外4点の購入 イシハラ

292 委託 シーケンス解析委託 岩井化学薬品

293 その他物品 ニトリル手袋外６点の購入 カーク

294 その他物品 PCソフト外3点の購入 奥田商会

295 その他物品 サンプルチューブ外１３点の購入 アズサイエンス

296 その他物品 トナーカートリッジ外5点の購入 東京ディエスジャパン

297 委託 N棟及びS棟エアコン室内機交換修繕 ダイキン工業

298 その他物品 ドミトール外6点の購入 岩井化学薬品

299 その他物品 プラスチックバイアル外１点の購入 ハイテック

300 その他物品 オートクレーブバッグ外１５点の購入 和科盛商会

301 その他物品 ファイルインデックス外３１点の購入 イナダオフィスサプライ

302 その他物品 ﾊﾞｲﾄﾘﾙ10%液外1点の購入 チヨダサイエンス

303 その他物品 前核期受精卵の購入 アーク・リソース

304 その他物品 薬包紙（ﾊﾟﾗﾋﾟﾝ）外10点の購入 カーク

305 その他物品 ハンダゴテ外８点の購入 東明サイエンス

306 その他物品 サージカルマスク外3点の購入 スズケン

307 委託 英文校正委託 フォルテ
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308 委託 国内出願に係る事務委任契約 特許業務法人谷川国際特許事務所

309 その他物品 コニカルチューブ外5点の購入 バイオシス

310 その他物品 プレパラートボックス外6点の購入 チヨダサイエンス

311 委託 N棟4階準SPF飼育室排水管詰まり修繕 川本工業

312 その他物品 酒石酸カリウム外10点の購入 岩井化学薬品

313 その他物品 耐溶剤ラベル外４点の購入 バイオシス

314 委託 ＣＯ２インキュベーターの修理 池田理化

315 その他物品 交換ブラシの購入 トキワ科学器械

316 その他物品 ソフトウェア外2点の購入 奥田商会

317 その他物品 マイクロインジェクターの購入 和科盛商会

318 その他物品 ペーパーウェス外5点の購入 岩井化学

319 その他物品 インクカートリッジ外11点の購入 コーディネート

320 その他物品 マーモセット用ジャケットの購入 日本クレア

321 その他物品 ディスポピペット外3点の購入 バイオシス

322 その他物品 コピー用紙外2点の購入 コーディネート

323 その他物品
ウェスティンブロッティング検出試薬外5

点の購入
池田理化

324 委託 N棟1階研究室101LAN配線委託 大崎コンピュータエンヂニアリング

325 その他物品 ろ紙外1点の購入 林理化学

326 委託 翻訳委託 太田美智子

327 その他物品 洋書6点の購入 紀伊國屋書店

328 その他物品 スーパーセップエース外5点の購入 利根化学

329 その他物品 エタノール外11点の購入 ナカライテスク

330 その他物品 ビオラモ遠沈管Ⅱ外１７点の購入 バイオテック・ラボ

331 委託 超低温槽の修理委託 池田理化

332 その他物品 メスコネクタ外３点の購入 バイオリサーチセンター

333 その他物品 2種混合ガス外7点の購入 千代田

334 委託 四眼鏡筒修理委託 ニコンインステック

335 その他物品 コピー用紙外72点の購入 岡本紙文具店
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336 その他物品 7-AAD staining solution外12点の購入 東明サイエンス

337 委託 冷却遠心機修理委託 和科盛商会

338 その他物品 スライドグラス外17点の購入 東明サイエンス

339 その他物品 凍結保存チューブ外９点の購入 カーク

340 委託 超純水装置修理委託 池田理化

341 その他物品 ピペットチップ外12点の購入 和科盛商会

342 その他物品 フィルター外9点の購入 エキシジェン

343 委託
平成２９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

344 その他物品 DURAPOPE PVPE外１０点の購入 池田理化

345 その他物品 パソコンの購入 室町機械

346 その他物品 トナーカートリッジ外4点の購入 東京ディエスジャパン

347 その他物品 L-トリプトファン外7点の購入 高信化学

348 その他物品 硫酸鉄外13点の購入 利根化学

349 その他物品
Poly-D-lysine hydrobromide外4点の購

入
ナカライテスク

350 その他物品 紙ワイパー外5点の購入 チヨダサイエンス

351 その他物品 両開書庫の購入 久保商店

352 委託 顕微鏡デジタルカメラ修理委託
オリンパスメディカルサイエンス販

売

353 その他物品 インクカートリッジ外５３点の購入 イナダオフィスサプライ

354 その他物品 ドライアイス外9点の購入 高長

355 その他物品 再転写カラーリボンの購入 フォー

356 委託 ニホンザル検疫検査委託 予防衛生協会

357 その他物品 ピペットチップ外10点の購入 東明サイエンス

358 その他物品 真空採血管外7点の購入 アズサイエンス

359 委託
中央監視室監視盤カメラドライブユニッ

ト修繕
東洋エンジニアリング

360 委託 Bio-Plex修理委託 和科盛商会

361 委託 ニホンザル輸送委託 葛生運送

362 委託 全脂質中脂肪酸分画委託 エスアールエル

363 その他物品 ねじ口瓶外８点の購入 バイオシス
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364 その他物品 極細カーボンファイバー電極の購入 扶桑製作所

365 その他物品 スクラブトップ外4点の購入 池田理化

366 その他物品 遠沈管外６点の購入 高信化学

367 その他物品 マウスの購入 日本エスエルシー

368 委託 高速冷却遠心機の修理 東明サイエンス

369 委託 超純水製造装置修理委託 バイオテック・ラボ

370 委託 ウサギモノクローナル抗体作製委託 バイオピーク

371 その他物品 ゴムキャップ外１７点の購入 林理化学

372 その他物品 マウス外5点の購入 オリエンタル酵母工業

373 その他物品 合成DNAの購入 岩井化学薬品

374 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

375 その他物品 サツマイモ外6点の購入 八百大商店

376 その他物品 ﾏｳｽ精子前培養培地外2点の購入 九動

377 その他物品 カバーグラス外10点の購入 バイオシス

378 委託 マウス架台用へパフィルター交換修繕 カーク

379 その他物品 トナーカートリッジ外１６点の購入 東京ディエスジャパン

380 その他物品 タングステンワイヤーの購入 バイオリサーチセンター

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

382 委託 マウス脳サンプル輸送委託 ワールド・クウリアー

383 その他物品 DVDドライブ外１０件の購入 コーディネート

384 その他物品 保存瓶外１４点の購入 チヨダサイエンス

385 その他物品 クリアファイルの購入 販促

386 委託 リトラトームREM-710修理 大和光機工業

387 委託 医学英語校正委託 医学英語総合サービス

388 その他物品 ルーズリーフ外4７点の購入 イナダオフィスサプライ

389 その他物品 現像液外１６点の購入 池田理化

390 その他物品 特殊試料の購入 ＥＰＳ益新

391 委託 「世界脳週間」講演会の抄録の印刷 アイワエンタープライズ
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392 その他物品 ピュアオートS　CRE-N①外1点の購入 アルフレッサ

393 その他物品 Ｘ線フィルム外9点の購入 カーク

394 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

395 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

396 その他物品 硝酸カルシウム外１８点の購入 ナカライテスク

397 委託
N棟3階研究室305エアコン室内機交換修

繕
ダイキン

398 その他物品 Serum Goat Normal外１１点の購入 アズサイエンス

399 その他物品
FuFENE　6　Transfection　Ragentの購

入
薬研社

400 その他物品 殺菌灯外7点の購入 池田理化

401 その他物品 ＲＩ滅菌飼料の購入 日本クレア

402 その他物品 Anti-Rabbit IgG(Fc)他9点の購入 バイオテック・ラボ

403 その他物品 Pop-7ポリマー外5点の購入 バイオテック・ラボ

404 その他物品 ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ外73点の購入 岡本紙文具店

405 その他物品 採血管外6点の購入 カーク

406 その他物品 容器スタンド外5点の購入 千代田

407 その他物品 ペニシリン外12点の購入 岩井化学

408 その他物品 ポリプロピレンシート外4点の購入 コーディネート

409 その他物品 ドライアイスの購入 増田医科器械

410 委託 超音波破砕装置修理委託 高長

411 その他物品 超音波洗浄機外6点の購入 和科盛商会

412 その他物品
ガラスフィルム目隠しシート外13点の購

入
吉武商会

413 その他物品 ノック式蛍光ペン外77点の購入 岡本紙文具店

414 その他物品 プラスチックバイアル外1点の購入 ハイテック

415 その他物品 泳動プレート外15点の購入 和科盛商会

416 その他物品
ラウリル硫酸ナトリウム顆粒状外6点の購

入
岩井化学薬品

417 その他物品 カバーガラス外20点の購入 池田理化

418 その他物品 FGF2 Protein外9点の購入 バイオシス

419 その他物品 エタノール（99.5）外15点の購入 ナカライテスク
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420 その他物品 試薬の購入 高長

421 その他物品 電源タップ外１３点の購入 吉武商会

422 委託
第17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
泉レストラン（株）

423 委託 高性能振動刃ミクロトームの修理 バイオテック・ラボ

424 その他物品 ディスポピペット外3点の購入 バイオシス

425 委託 蛍光顕微鏡修理委託 池田理化

426 その他物品 フィルター外２点の購入 バイオテック・ラボ

427 その他物品 ニトリルグローブ外4点の購入 高信化学

428 その他物品 クリアーホルダー外４５点の購入 イナダオフィスサプライ

429 委託 封筒の印刷 ヨシダ印刷

430 その他物品 グリシン外3点の購入 ナカライテスク

431 その他物品 アセトン外６点の購入 ナカライテスク

432 その他物品 トナーカートリッジ外７点の購入 コーディネート

433 その他物品 iMatrix-511外１点の購入 東和科学

434 その他物品 無停電交換用ﾊﾞｯﾃﾘｰ外10点の購入 吉武商会

435 その他物品 遠沈管外6点の購入 和科盛商会

436 その他物品 有精卵の購入 日本生物科学研究所

437 その他物品 Ｘ線フィルム外６点の購入 バイオシス

438 その他物品 ウサギ用解剖台の購入 トキワ科学器械

439 その他物品 ラット用給水瓶の購入 トキワ科学器械

440 その他物品 メタノール外８点の購入 岩井化学薬品

441 その他物品 研究用試薬の購入 ナカライテスク

442 委託 超低温槽の修理 エキシジェン

443 委託 翻訳委託 太田美智子

444 その他物品 PCRチューブ外１２点の購入 和科盛商会

445 その他物品 ピペット外３点の購入 東明サイエンス

446 委託 プリンターの修理 井上事務機事務用品

447 その他物品 サツマイモ外8点の購入 八百大商店
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448 その他物品 マウス外5点の購入 オリエンタル酵母工業

449 その他物品 初代キメラ肝細胞培養キットの購入 フェニックスバイオ

450 その他物品 ソフトウェアの購入 バイオリサーチセンター

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

452 その他物品 トナーカートリッジ外5点の購入 東京ディエスジャパン

453 その他物品 L-グルタミン外6点の購入 岩井化学薬品

454 その他物品 内蔵ハードディスク外3点の購入 コーディネート

455 委託 純水装置メンテナンス作業委託 チヨダサイエンス

456 その他物品 PVCフローチューブ外16点の購入 高信化学

457 その他物品 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾏｰｶｰ外46点の購入 イナダオフィスサプライ

458 その他物品 遺伝情報処理ソフトウェアの購入 中兼商会

459 その他物品 ミクロトーム替刃外6点の購入 池田理化

460 委託 S棟5階ボイラー室圧力扇交換修繕 第一工業

461 その他物品 ハードディスク外3点の購入 奥田商会

462 その他物品 CARD HyperOvaの購入 九動

463 その他物品 スイッチングハブ外４点の購入 コーディネート

464 その他物品 グリシン外6点の購入 ナカライテスク

465 その他物品 スーパーセップエース外3点の購入 利根化学

466 その他物品 アース付き返還アダプター外1点の購入 新日本制御

467 その他物品 スーパーセップエース外4点の購入 バイオテック・ラボ

468 その他物品 除湿器外3点の購入 吉武商会

469 委託 ニホンザル検疫検査委託 予防衛生協会

470 その他物品 コピー用紙外63点の購入 岡本紙文具店

471 その他物品 木製ブロック外6点の購入 カーク

472 その他物品 移動ケージ用受糞台の購入 東明サイエンス

473 その他物品 真空ポンプ外13点の購入 池田理化

474 その他物品 メタルラックポール外6点の購入 吉武商会

475 その他物品 ニトリルグローブ外7点の購入 カーク
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476 その他物品 医療用酸素外3点の購入 千代田

477 その他物品 コンテナ外8点の購入 アズサイエンス

478 その他物品 セルストレーナー外5点の購入 和科盛商会

479 その他物品 アラーム付温湿度計外11点の購入 バイオテック・ラボ

480 その他物品 ソフトウェアの購入 和科盛商会

481 その他物品 チップ外6点の購入 バイオシス

482 その他物品 交換用バッテリー外3点の購入 東和科学

483 その他物品 放射性物質の購入 日本アイソトープ協会

484 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

485 その他物品 撹拌子外11点の購入 チヨダサイエンス

486 その他物品 心電図用電極外9点の購入 アズサイエンス

487 その他物品 プロピオン酸外12点の購入 ナカライテスク

488 その他物品 ヘッドホルダーの購入 成茂科学器械研究所

489 その他物品 プレミックスチューブの購入 東明サイエンス

490 その他物品 細胞用ﾌｨｰﾀﾞｰﾌﾘｰ愛猫ｼｽﾃﾑ外16点の購入 東明サイエンス

491 その他物品 スタンダードﾁｯﾌﾟ外1点の購入 東和科学

492 その他物品 EXインクの購入 理想科学工業

493 委託 自動分析装置Discovery ＸＴ修理 東京サイエンス

494 その他物品 極細ｶｰﾎﾞﾝﾌｧｲﾊﾞｰ電極の購入 扶桑製作所

495 その他物品 定性濾紙外4点の購入 チヨダサイエンス

496 委託
第７回都医学研シンポジウムポスターの

印刷
三鈴印刷

497 その他物品 サンプルチューブ外２０点の購入 バイオテック・ラボ

498 その他物品 The Patent Office Ver.6の購入 アルトリサーチ

499 その他物品 滅菌飼料の購入 日本クレア

500 その他物品 試薬の購入 利根化学

501 その他物品 ビオラモ遠沈管外4点の購入 バイオシス

502 その他物品 凍結保存チューブ外3点の購入 エキシジェン

503 その他物品 試薬の購入 高信化学
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504 その他物品
トナーカートリッジ・廃トナーボックス

の購入
東京ディエスジャパン

505 その他物品 BCIP-NBT溶液キット外8点の購入 ナカライテスク

506 その他物品 プラスチックバイアル外1点の購入 ハイテック

507 その他物品 導入麻酔ボックス外2点の購入 夏目製作所

508 委託 ニホンザル検疫検査委託 予防衛生協会

509 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

510 その他物品 クロス外１点の購入 奥田商会

511 その他物品 サツマイモ外7点の購入 八百大商店

512 その他物品 書籍20点の購入 文光堂書店

513 その他物品 スライドグラス外５点の購入 東和科学

514 その他物品 Lopofectamine LTX 外３点の購入 和科盛商会

515 その他物品 キーボード外５点の購入 吉武商会

516 その他物品 試薬の購入 高長

517 その他物品 マウス外4点の購入 オリエンタル酵母工業

518 その他物品 手袋外４点の購入 バイオテック・ラボ

519 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

520 委託 棟及びS棟機械室内間接式蒸気加湿器修繕 ウエットマスター

521 その他物品 マウス・ラットの購入 日本クレア

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

523 委託 著作権相談業務委託
森・濱田松本法律事務所　弁護士齋

藤浩貴

524 その他物品 チューブ外２点の購入 池田理化

525 その他物品 デスクトップPC用メモリ外2点の購入 コーディネート

526 その他物品 プラスチックバイアル外1点の購入 ハイテック

527 その他物品 試薬の購入 東明サイエンス

528 その他物品 pRK5-EGFP-Tau外5点の購入 池田理化

529 その他物品 ドラムユニット外3点の購入 東京ディエスジャパン

530 委託
シンチレーションサーベイメータ修理委

託
千代田テクノル

531 委託 翻訳委託 太田美智子
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532 その他物品 麻酔器の購入 夏目製作所

533 その他物品 グリセリン外7点の購入 ナカライテスク

534 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

535 その他物品 マウス輸送箱外2点の購入 日本クレア

536 その他物品 SSD外4点の購入 コーディネート

537 その他物品 前核期受精卵の購入 アーク・リソース

538 その他物品 作業台の購入 トキワ科学器械

539 その他物品 培養プレート外4点の購入 アズサイエンス

540 その他物品 エタノール（99.5）外18点の購入 ナカライテスク

541 その他物品 ES細胞用ﾌｨｰﾀﾞｰﾌﾘｰ培養ｼｽﾃﾑ外5点の購入 利根化学

542 その他物品 ＲＩ滅菌飼料の購入 日本クレア

543 委託 フリーザー修理委託 和科盛商会

544 委託
平成29年度在宅難病患者訪問看護師養成

研修ﾃｷｽﾄの印刷
アイガー

545 その他物品
コラーゲンIコートディッシュ外6点の購

入
カーク

546 委託 デザイン委託 湊谷千晴

547 その他物品 サージカルマスク外1点の購入 スズケン

548 その他物品 ゴミ袋外64点の購入 岡本紙文具店

549 その他物品 泳動プレート外9点の購入 バイオシス

550 その他物品 カルチャースライド外4点の購入 池田理化

551 その他物品 交換用集塵フィルター外2点の購入 吉武商会

552 委託  N棟4階洗浄室電気錠交換修繕 戸田建商

553 その他物品 クリーンスーツ外5点の購入 和科盛商会

554 委託
平成29年度在宅難病患者訪問看護師養成

研修ﾃｷｽﾄの印刷
アイガー

555 その他物品 インクタンク外9点の購入 東京ディエスジャパン

556 その他物品 滅菌シール外21点の購入 東明サイエンス

557 その他物品 オートクレーブバッグ外8点の購入 カーク

558 委託 超低温フリーザー 池田理化

559 委託 吸引ポンプ修理 池田理化
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560 その他物品 ディスポピペット外5点の購入 バイオシス

561 その他物品 オスバン消毒液外3点の購入 岩井化学薬品

562 その他物品 プリンター外2点の購入 コーディネート

563 その他物品 オートクレーブ袋外10点の購入 カーク

564 その他物品 ビオラモ遠沈管外8点の購入 チヨダサイエンス

565 その他物品 ValueReadｼｰｹﾝｽﾁｭｰﾌﾞの購入 東明サイエンス

566 その他物品 塩酸外9点の購入 ナカライテスク

567 その他物品 フレージャー型吸引管外5点の購入 バイオシス

568 その他物品 パソコンの購入 井上事務機事務用品

569 その他物品 トレイ外１１点の購入 コーディネート

570 その他物品 防毒マスク外13点の購入 バイオテック・ラボ

571 その他物品 ディスポ手袋外14点の購入 バイオシス

572 委託 ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞｶﾗﾑによるｱﾌｨﾆﾃｨ吸収作業委託 ナカライテスク

573 その他物品 交換バッテリー外10点の購入 エキシジジェン

574 その他物品 Neurobasal Medium外4点の購入 高信化学

575 委託 全脂質中脂肪酸分画委託 エスアールエル

576 その他物品 ドラムカートリッジ外３点の購入 東京ディエスジャパン

577 その他物品 Neurobasal Medium外4点の購入 高長

578 その他物品 Adenosine 5' 外５点の購入 東和科学

579 委託 顕微鏡移設作業委託 ニコンインステック

580 その他物品 外付ハードディスク外6点の購入 吉武商会

581 その他物品 アジャスター外１４点の購入 奥田商会

582 その他物品 エタノール外１０点の購入 高長

583 その他物品 カウンティングスライド外7点の購入 アズサイエンス

584 その他物品 インクカートリッジ外8点の購入 東京ディエスジャパン

585 その他物品 有精卵の購入 日本生物科学研究所

586 委託 商標調査委託 特許業務法人YKI国際特許事務所

587 その他物品 初代キメラ培養キットの購入 フェニックスバイオ
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588 その他物品 LANケーブル外１１点の購入 吉武商会

589 その他物品 外付けハードディスク外3点の購入 コーディネート

590 その他物品 パソコンの購入 コーディネート

591 その他物品 ウルトラオリゴ外８点の購入 岩井化学薬品

592 その他物品 FastDigest NotI外６点の購入 池田理化

593 委託 第７回都医学研シンポジウム抄録の印刷 アイワエンタープライズ

594 その他物品 ノート外３６点の購入 イナダオフィスサプライ

595 その他物品 サツマイモ外9点の購入 八百大商店

596 委託 翻訳委託 カクタス・コミュニケーションズ

597 その他物品 マウス・ラットの購入 オリエンタル酵母工業

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

599 その他物品 メスシリンダー外６点の購入 カーク

600 その他物品 合成DNA外３点の購入 北海道システムサイエンス

601 その他物品 アクリルアミド外５点の購入 アズサイエンス

602 その他物品 チューブ外７点の購入 林理化学

603 その他物品 Competent　high　JM109外12点の購入 ナカライテスク

604 その他物品 パソコンの購入 イナダオフィスサプライ

605 その他物品 国立感染研 バイオシス

606 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

607 その他物品 合成遺伝子外３点の購入 東明サイエンス

608 委託 封筒外１点の印刷 ヨシダ印刷

609 その他物品 PE/Cy7Anti-Mpise外5点の購入 東和科学

610 その他物品 メタノール外21点の購入 ナカライテスク

611 その他物品 ボールペン替え芯外36点の購入 イナダオフィスサプライ

612 その他物品 有精卵の購入 日本生物科学研究所

613 その他物品 文献複写サービスの利用 ユサコ

614 その他物品 マカクヘッドホルダー外2点の購入 小原医科産業

615 委託 ニホンザル検疫検査委託 予防衛生協会
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616 その他物品 ディスポピペット外2点の購入 バイオシス

617 委託 国内出願に係る事務委任契約
特許業務法人HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK

618 委託
webによる利益相反マネジメントシステ

ム導入及び動作確認委託
小澤信幸

619 その他物品 ニトリルグローブ外6点の購入 カーク

620 その他物品 粘着マット外5点の購入 和科盛商会

621 その他物品 プラスチックバイアル外1点の購入 ハイテック

622 委託 「世界脳週間」講演会の抄録の印刷 アイワエンタープライズ

623 その他物品 ペーパーハンドタオル外4点の購入 アズサイエンス

624 その他物品 プラスチックバイアルの購入 ハイテック

625 その他物品 電極ケーブルの購入 バイオリサーチセンター

626 その他物品 プリンター用紙外7点の購入 コーディネート

627 その他物品 固定棒外1点の購入 バイオシス

628 委託
N棟及びS棟エアコン室外機ファンモー

ター交換修繕
ダイキン

629 委託 翻訳委託 太田美智子

630 その他物品 超音波発生機の購入 和科盛商会

631 その他物品 ソックスカバー外5点の購入 カーク

632 その他物品 タイゴンチューブ外24点の購入 池田理化

633 その他物品 放射線物質外１点の購入 日本アイソトープ協会

634 委託 冷凍サンプル輸送委託 ワールド・クーリア

635 その他物品 理化学用品の購入 チヨダサイエンス

636 その他物品 PBS(-)粉末外２０点の購入 池田理化

637 その他物品 パソコンの購入 コーディネート

638 その他物品 スライドガラス外7点の購入 バイオテック・ラボ

639 その他物品 ティッシュペーパー外60点の購入 岡本紙文具店

640 その他物品 ＭＣＤ飼料の購入 ＥＰＳ益新

641 その他物品 L-バリン外10点の購入 アズサイエンス

642 その他物品 工作ネット外4点の購入 吉武商会

643 その他物品 ピペットチップ外8点の購入 バイオテック・ラボ
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644 その他物品 コピー用紙外8点の購入 コーディネート

645 その他物品 クロロホルム外19点の購入 利根化学

646 その他物品 ベノジェクト採血管外5点の購入 カーク

647 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

648 その他物品 電極ライン支持パーツ外1点の購入 室町機械

649 その他物品 パソコンの購入 中兼商会

650 その他物品 研究用試薬の購入 薬研社

651 その他物品 神経細胞分散液外6点の購入 チヨダサイエンス

652 その他物品 4-Methylphenol外15点の購入 バイオテック・ラボ

653 その他物品 トナーカートリッジ外12点の購入 東京ディエスジャパン

654 その他物品 保冷庫取っ手外6点の購入 バイオシス

655 その他物品 フリージング容器外7点の購入 東明サイエンス

656 その他物品 クリアホルダー外33点の購入 イナダオフィスサプライ

657 その他物品 試薬外１点の購入 バイオテック・ラボ

658 その他物品 椅子外１２点の購入 コーディネート

659 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

660 その他物品 Buffer　P2外3点の購入 東和科学

661 その他物品 ピペット外１４点の購入 池田理化

662 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

663 その他物品 陰極バッファコンテナ外4点の購入 東和科学

664 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

665 その他物品
One Shot OmniMAX 2 T1R 外５点の購

入
東和科学

666 その他物品 マルチｳｪﾙﾌﾟﾚｰﾄ外7点の購入 バイオシス

667 その他物品 サツマイモ外9点の購入 八百大商店

668 その他物品 マウスの購入 日本クレア

669 委託 Nボイラーメカニカルシール交換修繕 三浦工業

670 その他物品 固形飼料の購入 オリエンタル酵母工業

671 その他物品 モニタ切替機外６点の購入 和科盛商会
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672 その他物品 エタノール（99.5）外11点の購入 ナカライテスク

673 委託
平成29年度研究評価委員会実施に伴う速

記委託
神戸速記東京支店

674 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

675 その他物品 ハードディスク外外1点の購入 奥田商会

676 その他物品 合成DNAの購入 岩井化学薬品

677 委託 抗体作成委託 和科盛商会

678 その他物品 書籍15点の購入 文光堂書店

679 その他物品 試薬の購入 高長

680 その他物品 ディスポピペット外３点の購入 バイオシス

681 その他物品 Nucleofector キット外３点の購入 アズサイエンス

682 その他物品 ディスポピペット外３点の購入 ナカライテスク

683 その他物品 前核期受精卵の購入 アーク・リソース

684 その他物品 EXインクの購入 理想科学工業

685 その他物品 マウス麻酔マスクの購入 バイオリサーチセンター

686 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

687 その他物品 コニカルチューブ外１１点の購入 カーク

688 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

689 委託 ばい煙測定委託 環境技研

690 その他物品 滅菌台車用布カバーの購入 トキワ科学器械

691 工事 N棟1階計測室A電源工事 新日本制御

692 委託 プリンターの修理 井上事務機事務用品

693 その他物品 デジタルプリアンプ外１点の購入 バイオリサーチセンター

694 その他物品 スイッチHUB外6点の購入 コーディネート

695 その他物品 プラスミドの購入 キシダ化学

696 その他物品 アルコール綿外3点の購入 チヨダサイエンス

697 委託 凍結ミクロトーム点検作業委託 バイオリサーチセンター

698 その他物品 記録紙外18点の購入 池田理化

699 その他物品 ヘリウムガス外３点の購入 千代田
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700 その他物品
Poly-D-lysine hydrobromide外7点の購

入
ナカライテスク

701 委託 給与改正に伴う給与システムの改修委託 PUC

702 委託 英文校正委託 フォルテ

703 その他物品 培養皿外10点の購入 アズサイエンス

704 その他物品 KnockOug DMEM外6点の購入 高長

705 その他物品 OptiPrep外11点の購入 ナカライテスク

706 その他物品 パラフィン溶解装置の購入 東明サイエンス

707 その他物品 Corticosterone ELISA Kit外2点の購入 高信化学

708 その他物品 放射線物質の購入 日本アイソトープ協会

709 その他物品 掃除機外8点の購入 奥田商会

710 その他物品 フレージャー型吸引管外5点の購入 和科盛商会

711 その他物品 研究用試薬の購入 アズサイエンス

712 工事
 N棟1階計測室A   情報コンセント設置及

びLAN配線延伸委託
大崎コンピュータエンヂニアリング

713 その他物品 合成DNAの購入 北海道システムサイエンス

714 その他物品 ティッシュペーパー外62点の購入 岡本紙文具店

715 その他物品 ピュアオートS　CRE-N①外1点の購入 アルフレッサ

716 その他物品 持針器外８点の購入 エキシジェン

717 その他物品 スライドグラス外１２点の購入 チヨダサイエンス

718 その他物品 サージカルマスク外1点の購入 スズケン

719 その他物品 IPSioﾄﾅｰ外5点の購入 東京ディエスジャパン

720 その他物品 デジタルVortexパック外１点の購入 アズサイエンス

721 その他物品 プラスチックバイアル外1点の購入 ハイテック

722 その他物品 アダプターの購入 成茂科学器械研究所

723 委託 翻訳委託 太田美智子

724 その他物品 有精卵の購入 日本生物科学研究所

725 その他物品 机上ラック机上台外8点の購入 吉武商会

726 その他物品 クリア―ホルダー外80点の購入 岡本紙文具店

727 その他物品 試薬の購入 東和科学
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728 その他物品 セルストレーナー外5点の購入 高信化学

729 委託 遺伝子検査委託 ＨＬＡ研究所

730 その他物品 ニトリルグローブ外17点の購入 東和科学

731 委託
感染性廃棄物収集運搬及び処分委託（駒

込病院分室）
ナリコー

732 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

733 その他物品 ELISA Kit外８点の購入 高長

734 その他物品 組織培養ディッシュ外12点の購入 東明サイエンス

735 その他物品 ステープラー外15点の購入 イナダオフィスサプライ

736 委託 テープ起こし委託 ＩＰパートナーズ

737 委託 ペプチド合成委託 ペプチド研究所

738 委託 超純水装置修理委託 池田理化

739 その他物品 Kinectセンサー外1点の購入 バイオリサーチ

740 その他物品 ミクロトーム用替刃外9点の購入 バイオシス

741 委託 国内出願に係る事務委任契約について 特許業務法人平木国際特許事務所

742 その他物品 プロガードプレフィルター外1点の購入 中嶋製作所

743 その他物品 ソフトウェア外８点の購入 コーディネート

744 委託 純水装置の修理 東明サイエンス

745 委託 簡易核型解析業務委託 chromocenter

746 その他物品 パソコンラック外１１点の購入 奥田商会

747 その他物品 メタノール外11点の購入 ナカライテスク

748 その他物品 サツマイモ外8点の購入 八百大商店

749 委託
ツパイゲノムブラウザ公開委託システム

運用委託
ビッツ

750 その他物品 ＵＳＢケーブル外４点の購入 吉武商会

751 その他物品 有精卵の購入 日本生物科学研究所

752 その他物品 ディスポピペット外３点の購入 バイオシス

753 その他物品 放射線物質の購入 日本アイソトープ協会

754 その他物品 スライドグラス外１０点の購入 バイオシス

755 その他物品 コピー用紙外４３点の購入 イナダオフィスサプライ
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756 その他物品 マウス・ラットの購入 オリエンタル酵母工業

757 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

758 その他物品 アイソフロー外2点の購入 アズサイエンス

759 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

760 委託 図書館システム用UPS交換修繕 京セラコミュニケーションシステム

761 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

762 その他物品 Kinectセンサー外1点の購入 バイオリサーチ

763 委託
難病ケア看護データベース機能追加業務

委託
オープンソース・ワークショップ

764 その他物品 Quantum　TEX　カートリッジの購入 中嶋製作所

765 その他物品 RI滅菌飼料の購入 日本クレア

766 その他物品 合成DNAの購入 岩井化学薬品

767 委託 テープ起こし委託 ＩＰパートナーズ

768 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

769 その他物品 アンプボード外１点の購入 バイオリサーチセンター

770 その他物品
ValueReadシーケンス・スタンダードオ

リゴの購入
東明サイエンス

771 委託 ライセンス交渉・契約支援業務委託 弁理士　屋代順治郎

772 委託 凍結ミクロトームナイフキャリアの購入 バイオリサーチセンター

773 その他物品 アルカリ乾電池外34点の購入 イナダオフィスサプライ

774 委託 N棟2階電気室UPS幹線切替委託 協和エクシオ

775 その他物品 ラテックスグローブの購入 スズケン

776 その他物品 分包紙の購入 トーショー

777 その他物品 インクカートリッジ外5点の購入 奥田商会

778 その他物品 マルチｳｪﾙﾌﾟﾚｰﾄ外１３点の購入 チヨダサイエンス

779 その他物品 名刺用紙(マルチカード）外50点の購入 岡本紙文具店

780 委託 通訳業務委託 サイマル・インターナショナル

781 委託 放射線分析機器保守点検委託 千代田テクノル

782 委託 自家発電用地下タンク保守点検作業委託 日東礦工商事

783 その他物品
THUNDERBIRD SYBR qPCR Mix外１０

点の購入
アズサイエンス
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784 その他物品 本棚外10点の購入 岡本紙文具店

785 その他物品 メンブレン外５点の購入 池田理化

786 その他物品 油性ペン外13点の購入 イナダオフィスサプライ

787 委託 デスクトップ型パソコンの修理委託 中兼商会

788 その他物品 サブステージ外１点の購入 成茂科学器械研究所

789 その他物品 書籍の購入 北海道大学出版会

790 その他物品 殺菌灯外2点の購入 新日本制御

791 その他物品 ハンガーラック外4点の購入 奥田商会

792 その他物品 試薬の購入 高信化学

793 委託 リトラトーム修理委託 大和光機工業

794 委託 遺伝子検査委託 ＨＬＡ研究所

795 その他物品 トナーカートリッジ外5点の購入 東京ディエスジャパン

796 その他物品 プラスチックバイアル外2点の購入 ハイテック

797 その他物品 アンピシリンナトリウム外9点の購入 ナカライテスク

798 その他物品 ｷﾞ酸水溶液外６点の購入 バイオシス

799 その他物品 エアークッション外34点の購入 岡本紙文具店

800 その他物品 洋書6点の購入 南江堂

801 その他物品 iMatrix-511 solution外7点の購入 利根化学

802 その他物品 エタノール外20点の購入 ナカライテスク

803 その他物品 モルモット用アダプターの購入 バイオリサーチセンター

804 その他物品 油性ペン外５１点の購入 イナダオフィスサプライ

805 その他物品 イソフルラン外3点の購入 高長

806 その他物品 試薬の購入 利根化学

807 その他物品 トリプルタイマー外11点の購入 東和科学

808 その他物品 フラッシュメモリ外３点の購入 吉武商会

809 委託 翻訳委託 太田美智子

810 その他物品 有精卵の購入 日本生物科学研究所

811 その他物品 ドライアイス外1点の購入 増田医科器械
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812 その他物品 ステンレス加工パイプ外7点の購入 和科盛商会

813 その他物品 前核期受精卵の購入 アーク・リソース

814 その他物品 ドラムユニット外１１点の購入 東京ディエスジャパン

815 その他物品 合成DNA外10点の購入 エキシジェン

816 その他物品 サツマイモ外8点の購入 八百大商店

817 その他物品 ディスポピペット外5点の購入 バイオシス

818 その他物品 ディッシュ外４点の購入 林理化学

819 その他物品
テラステーションオンサイト保守パック

の購入
コーディネート

820 その他物品
細胞培養表面処理済みディッシュ外5点の

購入
バイオシス

821 その他物品 タップスイッチ外５点の購入 コーディネート

822 その他物品 ソフトウェアライセンスの購入 井上事務機器

823 委託 防火シャッターバッテリー交換修繕 三和シャッター工業

824 その他物品 クロスロール紙外６点の購入 奥田商会

825 その他物品 マカクヘッドホルダー外1点の購入 小原医科産業

826 委託 GMサーベイメータ修理及び点検校正委託 千代田テクノル

827 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

828 その他物品 マウス・ラットの購入 日本エスエルシー

829 その他物品 合成DNAの購入 岩井化学薬品

830 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

831 その他物品 エタノール（99.5）外15点の購入 ナカライテスク

832 その他物品 縫合針外１３点の購入 和科盛商会

833 その他物品 ラット・マウスの購入 オリエンタル酵母工業

834 その他物品 洋書5点の購入 紀伊國屋書店

835 委託 LED工事に伴う理化学機器の移動作業委託 池田理化

836 その他物品 ディスポピペット外2点の購入 バイオシス

837 その他物品 ピペット台外１１点の購入 東明サイエンス

838 その他物品 液体クロマトグラフ用交換部品2点の購入 中部科学機器

839 その他物品 合成DNAの購入 北海道システムサイエンス
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840 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

841 委託 カラー印刷機保守点検委託 理想科学工業

842 その他物品 ＵＳＢﾒﾓﾘ外19点の購入 吉武商会

843 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

844 その他物品 コピー用紙外21点の購入 コーディネート

845 その他物品 トランスイルミネーターの購入 岩井化学薬品

846 委託 小脳神経回路の図版制作 後藤克典

847 その他物品 微分干渉素子外５点の購入
オリンパスメディカルサイエンス販

売

848 委託 英文校正委託 フォルテ

849 その他物品 Unstained　Protein外7点の購入 カーク

850 委託 コールターカウンター修理委託 和科盛商会

851 その他物品 スーパーセップエース外10点の購入 利根化学

852 委託 超純水装置メンテナンス作業委託 池田理化

853 委託
N棟4階準SPF飼育室2空調自動制御機器指

示調節計交換修繕
日本電技

854 その他物品 ＰＣＲシングルチューブ外3点の購入 和科盛商会

855 その他物品 広視野正立三眼鏡筒外１点の購入
オリンパスメディカルサイエンス販

売

856 その他物品 合成DNA外３点の購入 東明サイエンス

857 委託 医学雑誌の合冊製本委託 ナカバヤシ

858 委託 翻訳委託 太田美智子

859 その他物品 スライドグラス外6点の購入 バイオシス

860 その他物品 プラスチックバイアルの購入 ハイテック

861 その他物品 UV-Star９６ウェルプレートの購入 アズサイエンス

862 委託 連携大学院説明会の印刷 三鈴印刷

863 委託 ﾌﾟﾚｰﾄリーダーの修理委託 和科盛商会

864 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

865 委託 図書室電動式移動棚基盤修繕 文祥堂

866 その他物品 L-グルタミン200mM外3点の購入 バイオシス

867 その他物品 マイクロチューブ外７点の購入 エキシジェン
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868 その他物品 オーブンレンジ外9点の購入 奥田商会

869 その他物品 ソフトウェアの購入 バイオリサーチセンター

870 その他物品 ピペットチップ外７点の購入 アズサイエンス

871 その他物品 OPPﾃｰﾌﾟ外18点の購入 イナダオフィスサプライ

872 その他物品 ペーパータオル外1点の購入 スズケン

873 その他物品 プラスチックバイアル外2点の購入 ハイテック

874 その他物品 コードレス電話機外4点の購入 吉武商会

875 委託 実験機器移設作業委託 和科盛商会

876 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

877 その他物品 マイクロチューブ外11点の購入 東和科学

878 その他物品 Paclitaxel外4点の購入 アズサイエンス

879 その他物品 デスクトップ型パソコン外2点の購入 コーディネート

880 工事 S棟4階機器室4電源工事 新日本制御

881 その他物品 パソコンの購入 井上事務機器

882 委託
自動火災報知機受信機液晶パネル交換修

繕
サンコー技研

883 その他物品
Red　Hat　Enterprise　Linux　サブス

クリプションの購入
富士通マーケティング

884 委託 翻訳委託 太田美智子

885 その他物品
RNAscope Blank Probe Diluent-C1外3

点の購入
ナカライテスク

886 その他物品 デジタルオシロスコープの購入 東明サイエンス

887 その他物品 ソフトウェア外１１点の購入 コーディネート

888 その他物品 ヘッドキャップの購入 フクダニューロテック

889 委託 オートクレーブ修理 池田理化

890 その他物品 コピー用紙外2点の購入 コーディネート

891 その他物品 ブックテープ外１６点の購入 奥田商会

892 その他物品 試薬の購入 チヨダサイエンス

893 その他物品 トナーカートリッジ外４点の購入 東京ディエスジャパン

894 その他物品 アセトアルデヒド外10点の購入 ナカライテスク

895 その他物品 書籍7点の購入 文光堂書店
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896 その他物品 LICトレーナーセット外1点の購入 星医療酸器

897 その他物品 スキャナー外９点の購入 吉武商会

898 その他物品 サツマイモ外10点の購入 八百大商店

899 その他物品 マウスの購入 日本クレア

900 その他物品 放射線物質の購入 日本アイソトープ協会

901 工事
N棟及びS棟内線電話機設定変更及び増設

工事
沖ウィンテック

902 その他物品 画面拡大ソフトの購入 ラビット

903 その他物品 Bond　Flut　Plexa　PCX外12点の購入 池田理化

904 その他物品 トリプシン外１点の購入 チヨダサイエンス

905 その他物品 試薬の購入 アズサイエンス

906 委託 翻訳委託 太田美智子

907 その他物品 モルモット用すのこの購入 トキワ科学器械

908 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

909 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

910 その他物品 試薬の購入 九動

911 委託 GMｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ修理及び点検校正委託 千代田テクノル

912 その他物品 トナーカートリッジ外46点の購入 イナダオフィスサプライ

913 委託 英文校正委託 SDバイオシステム

914 その他物品 エタノール外9点の購入 ナカライテスク

915 その他物品 生理食塩水外3点の購入 岩井化学薬品

916 その他物品 SDHCカード外5点の購入 コーディネート

917 その他物品 パソコンの購入 中兼商会

918 その他物品 軟水器の購入 アズサイエンス

919 その他物品 書庫外1点の購入 コーディネート

920 その他物品 PWRK抗体外2点の購入 高長

921 その他物品 siRNAの購入 岩井化学薬品

922 その他物品 CELLBANKER　1外4点の購入 利根化学

923 委託 都医学研都民講座広報用ポスターの印刷 三鈴印刷
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924 その他物品 プラスチックバイアル外１点の購入 ハイテック

925 その他物品 バリュー抗体外1点の購入 池田理化

926 その他物品 給水瓶の購入 日本クレア

927 その他物品 セルストレーナー外5点の購入 高信化学

928 委託 オートクレーブ修理委託 池田理化

929 その他物品 ＵＳＢインターフェースセットの購入 室町機械

930 委託 顕微鏡の修理 池田理化

931 その他物品 前核期受精卵の購入 アーク・リソース

932 委託
難病の保健師研修テキスト（基礎編）の

印刷
ヨシダ印刷

933 委託
平成30年度事業計画書当所予算明細書の

印刷
アイガー

934 その他物品 マウスの購入 オリエンタル酵母工業
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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 委託 電子計算機による給与計算処理委託 ＰＵＣ

2 その他物品
クリーンベンチ外13点の賃借（再リー

ス）
三菱UFJリース

3 委託 弁護士の顧問委嘱
レックスウェル法律事務所 弁護士平

井昭光

4 委託 弁理士の顧問委嘱
阿部・井窪・片山法律事務所 弁理士

大森規雄

5 委託 知的財産活用コンサルティング業務委託 弁理士　屋代順治郎

6 委託 一般・特殊健康診断委託（単価契約） 同友会

7 委託
平成29年度　複写サービスに関する契約

(単価契約）
富士ゼロックス

8 その他物品 平成29年度　RI滅菌飼料外1点の購入 日本クレア

9 委託 法律顧問委嘱

荒巻・後藤法律事務所 弁護士荒巻慶

士

あさひ法律事務所　弁護士畑井研吾

10 委託 エレベーター保守委託 中央エレベーター工業

11 その他物品
自動細胞解析分離システムの賃借（再リー

ス）

三井住友トラスト・パナソニック

ファイナンス

12 その他物品
マルチテクノロジーマイクロプレートリーダー

外17点の賃借（再リース）
SMFLキャピタル

13 委託 図書システム保守委託 京セラコミュニケーションシステム

14 その他物品
血小板凝集能測定装置外1点の賃借（再

リース）
オリックス

15 その他物品 ローター外3点の賃借（再リース） 三井住友ファイナンス＆リース

16 その他物品
顕微鏡レンズシステム外4点の賃借（再

リース）
芙蓉総合リース

17 その他物品
行動科学研究装置外1点の賃借（再リー

ス）
東京センチュリー

18 その他物品 質量分析装置外4点の賃借（再リース） JA三井リース

19 その他物品 新聞（朝日新聞外３点）の購読 ASA千歳船橋

20 委託 電子顕微鏡(JEM-1400)保守点検委託 日本電子株式会社

21 委託 電子顕微鏡(H-7650)保守点検委託 日立ハイテクフィールディング

22 その他物品 光学断層顕微鏡外8点の賃借（再リース） 日通商事

23 その他物品
走査電子顕微鏡外50点の賃借（再リー

ス）
日立キャピタル

24 委託 人材派遣契約（依存性薬物2） テンプスタッフ

25 委託 エネルギー管理委託 エヌ・ティ・ティジーピー・エコ

26 委託 人材派遣契約(ウイルス感染) ＷＤＢ

27 委託 人材派遣契約(秘書業務　所長室) アドバンテック

29年度契約結果（特定契約）
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28 委託
人材派遣契約（がん総合的高次研究　検

査）
WDB

29 委託 プレス資料等の配信及びウェブ掲載委託 共同通信ＰＲワイヤー

30 委託
不正行為等に係る相談・告発の受付窓口業

務の委託（単価契約）
あさひ法律事務所　畑井研吾

31 委託 床敷（パルソフト）の購入 オリエンタル酵母工業

32 委託 放射線被曝線量測定業務委託（単価契約） 千代田テクノル

33 その他物品 自動車の賃借（再リース） オリックス自動車株式会社

34 委託 人材派遣契約（依存性薬物1） アドバンテック

35 その他物品 ウェブアクセス権の使用許諾契約
クラリベイト・アナリティクス・

ジャパン

36 委託
科学研究費補助金等管理ｼｽﾃﾑ｢科研費ﾌﾟﾛ」

の保守委託
エデュース

37 委託 税務顧問委嘱契約 出塚会計事務所

38 委託 発明特許関連調査業務委託
ADACHI-ORESKI CONSULTING

JOINT VENTURE

39 委託 ペプチド抗体作製委託 コスモ・バイオ

40 委託
個人番号（マイナンバー）の収集、保管、記載

帳票の印刷及び発送業務について
ワイイシーソリューションズ

41 委託 人材派遣契約(ウイルス感染2　小池) アドバンテック

42 その他物品
科学研究費補助金等管理システム｢科研費

プロ」のデータセンタ利用
エデュース

43 委託 人材派遣契約(がん総合的高次研究　芝崎) アドバンテック

44 委託 人材派遣契約(感染制御小原　インフル3) アドバンテック

45 委託 人材派遣契約(心の健康 西田 研究補助1) アヴァンティスタッフ

46 委託 人材派遣契約(感染制御小原　インフル1) テンプスタッフ

47 委託 人材派遣契約(多屋　飼育管理) 三協ラボサービス

48 委託 人材派遣契約(感染制御小原　インフル2) アヴァンティスタッフ

49 委託 人材派遣契約(心の健康 西田 研究補助2) アヴァンティスタッフ

50 委託 人事派遣契約(長谷川　研究) アドバンテック

51 その他物品
BaseSpase Correlationn Engineライセン

ス契約
セレスバイオサイエンス

52 委託
人材派遣契約（がん総合的高次研究2　芝

崎）
ＷＤＢ

53 委託 人材派遣契約(新井　統合失調症) アドバンテック

54 その他物品 Partek Genomics Suiteライセンス契約 モルシス

55 委託
東京都医学総合研究所公式ホームページ

サーバー保守管理委託
ジグソー

56 委託 DNA分離検査委託 LSIメディエンス

57 委託
脳病理データベースプログラム及びマーモセッ

ト脳デジタルアトラスプログラム保守管理
オープンソース・ワークショップ

58 委託 統計専門相談業務委託（単価契約） スタットコム
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59 委託 薬事専門業務相談（単価契約） CDT

60 委託
認知症の人の地域生活を支援するケアプロ

グラム改定作業に関する委託
みずほ総研

61 その他物品 マウスの購入 日本エスエルシー

62 その他物品 マウス・ラットの購入 日本クレア

63 その他物品 EXインク外4点の購入 理想科学工業

64 委託
ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄ型遺伝子増幅装置実証版の制作業

務委託

東京バイオマーカー・イノベーショ

ン

65 委託 ツパイ検査飼育及び輸送委託 ハムリー

66 その他物品 マウス・ラットの購入 日本クレア

67 その他物品 ラット・マウスの購入 日本エスエルシー

68 委託
走査電子顕微鏡S-4500排気系点検整備委

託
日立ハイテクフィールディング

69 委託 動物の病原微生物感染症の検査委託 実験動物中央研究所

70 委託 猿用手首運動力測定装置修理委託 豊洋電子精機

71 その他物品
PCT出願に基づく各国移行に係る事務委任

契約

細田国際特許事務所　弁理士　細田

芳徳

72 その他物品 信号出力モジュールの購入 ミユキ技研

73 委託 N棟2階電気室内無停電電源装置修繕 株式会社ホマレ電池

74 委託 N棟P3系統排風機保守点検委託 イナリサーチ

75 その他物品 マウス外14点の購入 オリエンタル酵母工業

76 委託 血液・DNA解析委託 エスアールエル

77 委託 平成29年度外部監査委託 清泉監査法人

78 委託
ＬＣ/ＭＣ/ＭＣ/によるﾋﾄ血清アシルカルニチ

ン類2種の濃度測定業務委託
積水メディカル

79 委託 BPSD評価ツールアプリ開発業務委託 ヴァニラスタジオ

80 その他物品 EndNoteサイトライセンスの購入 ユサコ

81 委託
排水処理設備感染系サンプリングポンプ交

換修繕
日本施設

82 委託 Plate ChameleonⅡの修理 桑和貿易

83 その他物品 マウスの購入 日本クレア

84 その他物品 マウス・ラットの購入 日本エスエルシー

85 委託
前臨床試験用ＧＭＰ製剤及び品質試験の委

託
スリーエス・ジャパン

86 その他物品 液体クロマトグラフィーの賃借 芙蓉総合リース

87 その他物品
超解像顕微鏡データ解析用ワークステー

ションの賃借
日立キャピタル

88 その他物品 EXインク外4点の購入 理想科学工業

89 その他物品
プリペイド・トランザクション(PPV)の購

入
エルゼビア・ビー・ブイ
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90 委託 人材派遣契約(心の健康 西田 研究補助3) アヴァンティスタッフ

91 委託 ニホンザル血液中ウイルス抗体検査委託 予防衛生協会

92 委託
第17回都医学研国際シンポジウム開催に

伴う同時通訳業務委託
フェニックス・ホールディングス

93 その他物品 マウス・ラットの購入 日本クレア

94 委託
webによる利益相反マネジメントシステム

導入検討委託
小澤信幸

95 委託 パッケージ形空気調和機点検委託 ダイキン工業

96 その他物品
アコースティックソルビライザーの賃借

（再リース）
興銀リース

97 その他物品 質量分析装置外3点の賃借（再リース） 芙蓉総合リース

98 委託 遺伝子組換え拡散防止装置保守点検委託 日本医化器械

99 委託 給水システム中水給水ポンプ修繕 川本工業

100 その他物品 マウスの購入 日本クレア

101 委託
認知症の人の地域生活を支援するケアプログラ

ム日本語版オンラインシステムの開発委託
インフォテック

102 その他物品 マウスの購入 日本エスエルシー

103 委託 国内出願に係る事務委任契約
阿部・井窪・片山法律事務所　弁理

士片山英二

104 その他物品 ﾄﾗﾝｽｼﾞｪﾆｯｸﾏｳｽの購入 オリエンタル酵母工業

105 委託 排気オゾン脱臭設備保守点検委託 三協エアテック

106 委託 カニクイザルの飼育外の委託 ハムリー

107 その他物品 マウスの購入 日本エスエルシー

108 委託
肝炎ウイルス感染キメラマウスへの阻害剤

投与委託
フェニックスバイオ

109 委託 平成２９年度ＶＤＴ作業従事者検診委託 こころとからだの元氣プラザ

110 委託 平成２９年度消化器検診健診委託 東京都がん検診センター

111 委託
平成２９年度婦人科健診（乳がん検診及び

子宮がん検診）委託
こころとからだの元氣プラザ

112 委託 マーモセット検疫検査委託 予防衛生協会

113 委託 排水処理設備修繕 日本施設

114 その他物品 災害備蓄品の購入 葛飾福祉工場

115 委託 動物の病原微生物感染症の検査委託 実験動物中央研究所

116 委託 放射線管理総合システム保守点検委託 千代田ﾃｸﾉﾙ

117 その他物品 輸入動物の購入 オリエンタル酵母工業

118 その他物品 認証アプライアンスサーバの購入 ネットスプリング

119 その他物品
マイクロアイソレーター用給排気装置の購

入
夏目製作所

120 その他物品 輸入動物の購入 オリエンタル酵母工業
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121 その他物品 ラット・マウスの購入 日本エスエルシー

122 その他物品 マウスの購入 日本クレア

123 委託 電話交換機基盤修繕 沖ウィンテック

124 委託
認知所の人の地域生活を支援するケアプログラ

ム」ＰＲ用映像制作業務の委託について
ハタジルシ

125 その他物品
AED(自動体外式除細動器)の賃借(再リー

ス)
セコム

126 その他物品
洋雑誌の購入及び電子ジャーナルの閲覧利

用
エルゼビア

127 その他物品
洋雑誌の購入及び電子ジャーナルの閲覧利

用
紀伊國屋書店

128 その他物品
洋雑誌の購入及び電子ジャーナルの閲覧利

用
ユサコ

129 その他物品
洋雑誌の購入及び電子ジャーナルの閲覧利

用
丸善雄松堂

130 その他物品
洋雑誌の購入及び電子ジャーナルの閲覧利

用
南江堂

131 委託 人材派遣(統合失調症３　新井） WDB

132 委託 入退室管理システムサーバ交換修繕 裕幸計装

133 委託 遺伝子検査委託 湧永製薬

134 その他物品 ラット・マウスの購入 日本エスエルシー

135 その他物品 マウス外4点の購入 オリエンタル酵母工業

136 委託 ツパイゲノムブラウザ機能追加委託 ビッツ

137 委託 S棟5階エアコン室外機圧縮機修繕 ダイキン工業

138 その他物品 定量解析用ソフトの購入 モルシス

139 委託 全脂質中脂肪酸分画委託 エスアールエル

140 委託 低温室保守点検委託 日本医化器械製作所

141 委託 恒温恒湿室及び恒温室保守点検委託 日本医化器械製作所

142 委託 非常用発電設備総合保守点検委託 多紀システック

143 委託 ＤＮＡ分離検査委託 ＬＳＩメディエンス

144 委託 記事広告掲載業務委託 ネイチャー・ジャパン

145 その他物品 マウス・ラットの購入 日本エスエルシー

146 委託 RI廃棄物廃棄業務委託 日本アイソトープ協会

147 その他物品 マウス・ラットの購入 日本クレア

148 委託 夜間工事対応業務委託 オール商会

149 その他物品 ソフトウェアライセンスの購入 クレッセント

150 その他物品 ソフトウェア（アップグレード）の購入 クレッセント

151 その他物品
純水製造装置用A10 UVランプ外11点の購

入
池田理化
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152 委託 複合機集計システム構築業務委託 富士ゼロックス

153 委託
平成29年度標的型攻撃メール対策訓練

フォロー研修実施委託
大崎コンピュータエンヂニアリング

154 委託 利益相反WEB申告システム作製委託 ビッグバン

155 委託 図書室電動式移動棚保守委託 文祥堂

156 委託 低温室の修理 日本医化

157 その他物品 ダイヤモンドナイフの購入 東屋医科器械

158 その他物品 マウス・ラットの購入 日本クレア

159 その他物品 解析ソフト使用許諾契約 SAS Institute Japan

160 その他物品 解析ソフトJMP使用許諾契約 SAS Institute Japan

161 その他物品 ソフトウェアライセンスの購入 クレッセント

162 その他物品 共焦点顕微鏡用レーザーの購入 池田理化

163 その他物品 ソフトウェアライセンス外4点の購入 コーディネート

164 その他物品 PCT出願に係る事務委任契約 久遠特許事務所弁理士奥山尚一

165 委託 N棟4階SPF洗浄室リボイラ配管修繕 三浦工業

166 委託 N棟4階SPF洗浄室オートクレーブドア修繕 三浦工業

167 その他物品 ｳｻｷﾞ外10点の購入 日本エスエルシー

168 委託 監査支援業務委託 シミック

169 委託 台湾出願に係る事務委任契約 久遠特許事務所弁理士奥山尚一
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