
件数（件） 金額（円） 備考

合計 1,517 1,438,509,225

競争契約 494 922,790,077

独占契約 0 0

緊急契約 0 0

少額契約 858 130,291,659

特定契約 165 385,427,489

30年度契約結果（全案件）
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〔契約金額50,000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 オール商会

2 委託 動物飼育管理業務委託 アニマルケア

3 その他物品 共焦点レーザー走査型顕微鏡外2点の賃借 日通商事

4 委託 建物清掃業務委託 ニュービルメン協同組合

5 その他物品 シングルセル解析装置外1点の賃借 日通商事

6 その他物品 蛍光顕微鏡の購入について エキシジェン

7 その他物品 質量分析装置保守点検委託 池田理化

8 その他物品 顕微鏡画像解析用PCシステムの購入 池田理化

9 委託 共焦点レーザー顕微鏡保守点検委託 池田理化

10 その他物品 凍結切片装置外1点の購入 東京サイエンス

11 その他物品 液体窒素外４点の購入 千代田

12 その他物品 印刷機の購入 カラサワ

13 委託 高圧蒸気滅菌装置外3点保守点検委託 池田理化

14 その他物品 ノンフロン超低温フリーザー外２点の購入 池田理化

15 その他物品 マウス用給水瓶本体外１点の購入 カーク東京営業所

16 委託 シート照明顕微鏡システム保守点検委託 池田理化

17 その他物品 動物用生体情報モニタ外1点の購入 東明サイエンス

18 その他物品 試薬の購入 東明サイエンス

19 その他物品 超遠心機の購入 林理化学

20 委託 緑地保守管理業務委託 野沢園

21 委託 一般廃棄物処理委託（単価契約） 高嶺清掃

22 委託 排水処理設備保守点検業務委託（単価契約） 日本施設

23 その他物品 振動刃ミクロトームの購入 池田理化

24 その他物品 リアルタイムPCR解析装置の購入 東明サイエンス

25 その他物品 微量高速冷却遠心機外3点の購入 東明サイエンス

26 委託 自動細胞解析装置保守点検委託 和科盛商会

27 その他物品 高機能高速冷却遠心機の購入 池田理化

28 委託 N棟ボイラー缶体交換修繕 三浦工業

29 委託 安全キャビネット保守点検委託 池田理化

30 その他物品 純水製造装置の購入 池田理化

31 委託 感染性廃棄物収集運搬委託（単価契約） 日本メディカル・ウェイス・トマネジメント

32 委託 RNA合成委託 東明サイエンス

33 その他物品 複合機の購入 コーディネート

34 その他物品 破砕機の購入 東明サイエンス

35 その他物品 超低温槽の購入 東明サイエンス

36 その他物品 純水製造装置の購入 和科盛商会

37 委託 ペプチド合成委託 ナカライテスク

38 その他物品 純水製造装置の購入 池田理化

39 その他物品 パソコンの購入 コーディネート

40 委託 質量分析計システム保守点検委託 中部科学機器

41 その他物品 超低温槽の購入 東明サイエンス

42 その他物品 純水製造装置の購入 東明サイエンス

43 その他物品 ポスター印刷用大型プリンター一式の購入 井上事務機事務用品株式会社

44 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

45 委託 画像解析装置の修理 和科盛商会

46 その他物品 マイクロプレート分光光時計 高信化学

47 委託 ヒト脳脊髄液メタボローム解析委託 アズバイオ

48 委託 純水製造装置保守点検委託 池田理化

30年度契約結果（競争契約）
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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

49 その他物品 ネットワークハードディスク（NAS)一式の購入 和泉ビジネス・マシン株式会社

50 その他物品 超低温フリーザーの購入 東明サイエンス

51 その他物品 超微量紫外可視分光光度計の購入 カーク

52 その他物品 マイクロ冷却遠心機外１点の購入 アズサイエンス㈱東京営業所

53 委託 交換便業務委託（単価契約） ㈱ニチエー

54 その他物品 超低温フリーザの購入 チヨダサイエンス

55 その他物品 超低温フリーザーの購入 チヨダサイエンス

56 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

57 その他物品 冷却水用複合処理剤の購入 アクアス

58 その他物品 ソフトウェアライセンスの購入 コーディネート

59 その他物品 微量分光光度計の購入 和科盛商会

60 その他物品 超低温フリーザーの購入 バイオテック・ラボ

61 その他物品 全個体レーザーの購入 シグマ光機

62 委託 産業廃棄物処理委託（単価契約） 高嶺清掃

63 その他物品 サーマルサイクラー外２点の購入 カーク東京営業所

64 その他物品 パソコン外6点の購入 コーディネート

65 その他物品 和雑誌（実験医学外57点）の購読（概算契約） 文光堂書店

66 その他物品 マイクロアレイ解析ソフトの購入 高長

67 委託 遺伝子解析システム較正委託 和科盛商会

68 その他物品 超純水製造装置外3点の購入 池田理化

69 その他物品 CI用消耗品の購入 池田理化

70 委託 病理標本作製業務委託 東明サイエンス

71 その他物品 パソコン外5点の購入 奥田商会

72 その他物品 パソコンの購入 高信化学

73 その他物品 パソコン外４点の購入購入 井上事務機

74 その他物品 モーションキャプチャー外1点の購入 バイオリサーチセンター

75 その他物品 清缶剤外１点の購入 三浦工業

76 その他物品 麻酔器外１点の購入 バイオリサーチセンター

77 その他物品 ミクロトームの購入 和科盛商会

78 その他物品 サーマルサイクラーの購入 東明サイエンス

79 その他物品 ゲル撮影装置外1点の購入 和科盛商会

80 その他物品 遠心濃縮システムの購入 島津製作所

81 その他物品 清缶剤外１点の購入 三浦工業

82 その他物品 製氷機外1点の購入 池田理化

83 その他物品 微量高速冷却遠心機一式の購入 カーク

84 委託 複写サービスに関する契約 イナダオフィスサプライ

85 委託 翻訳委託 カクタス・コミュニケーションズ

86 委託 RI管理区域除染清掃作業委託 千代田テクノル

87 委託 高圧蒸気滅菌装置保守点検委託 池田理化

88 委託 小型超遠心機修理委託 池田理化

89 その他物品 パソコン外3点の購入 中兼商会

90 委託 白衣外11点の洗濯（単価契約） フォーエース・カンパニー

91 その他物品 超低温フリーザーの購入 バイオテック・ラボ

92 その他物品 微量高速冷却遠心機の購入 東京サイエンス

93 その他物品 パソコン外5点の購入 コーディネート

94 委託 RI管理区域作業環境測定委託 千代田テクノル

95 その他物品 BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kitの購入 高長

96 委託 冷水循環ポンプ修繕 第一工業

97 その他物品 試薬の購入 東明サイエンス

98 委託 冷却水ポンプ修繕 第一工業
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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

99 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

100 委託 標的型攻撃メール対策訓練委託 大崎コンピューターエンジニアリング

101 その他物品 発光検出器の購入 池田理化

102 その他物品 パソコン外3点の購入 コーディネート

103 委託 産業廃棄物（粗大ゴミ）収集運搬・処分委託（駒込病院分室） 高嶺清掃

104 委託 都民講座会場設営委託 東京企画装飾

105 その他物品 抗体の購入 池田理化

106 その他物品 ３DCGコンテンツ制作・映像編集用パソコン等の購入 コーディネート

107 その他物品 両袖机外3点の購入 イナダオフィスサプライ

108 委託  N棟RI室及びSPF飼育室空調機ベアリング・プーリー交換修繕 第一工業

109 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

110 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

111 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

112 その他物品 充電器外１９５点の購入 イナダオフィスサプライ

113 その他物品 モニター外４点の購入 コーディネート

114 その他物品 AqueaousMounting外13点の購入 高長

115 その他物品 ユニバーサル遠心機１式の購入 バイオテック・ラボ

116 その他物品 Anti-Bassoon抗体外６点の購入 アズサイエンス

117 委託 自動細胞解析装置の修理 和科盛商会

118 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

119 その他物品 試薬の購入 バイオテック・ラボ

120 委託 液体クロマトグラフィー保守点検委託 バイオテック・ラボ

121 委託 感染性廃棄物処分委託（単価契約） ナリコー

122 委託 「認知症ｹｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ推進事業」ﾃｷｽﾄならびにﾏﾆｭｱﾙの印刷 アイワエンタープライズ

123 その他物品 ラテックスグローブ外9点の購入 カーク

124 その他物品 プッシュプル型換気装置の購入 東明サイエンス

125 その他物品 アジ化ナトリウム外16点の購入 利根化学

126 その他物品 紙ワイパー外２４点の購入 カーク

127 その他物品 セーフロックチューブ外３５点の購入 東明サイエンス

128 その他物品 特型レジンキャップの購入 日本クレア

129 その他物品 スーパーセップエース外１４点の購入 利根化学

130 その他物品 糸付縫合針外3点の購入 東明サイエンス

131 その他物品 DMSO外１０点の購入 アズサイエンス

132 その他物品 ポータブルハードディスク外14点の購入 コーディネート

133 その他物品 試薬の購入 利根化学

134 その他物品 試薬の購入 利根化学

135 委託 セルソーター保守点検委託 和科盛商会

136 委託 次世代シークエンスデータの購入 岩井化学薬品

137 その他物品 POP-7 Polymer for 3130/3130xl外6点の購入 高長

138 その他物品 試薬の購入 利根化学

139 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

140 その他物品 マウス用給水瓶本体の購入 トキワ科学器械

141 その他物品 Hydrochloric acid外31点の購入 岩井化学薬品

142 委託 廃液廃棄薬品収集運搬・処分委託 アサヒプリテック

143 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

144 その他物品 ｶﾆｭｰﾚｼｰﾍﾞﾙ外33点の購入 和科盛商会

145 その他物品 セロロジカルピペット外３３点の購入 バイオテック・ラボ

146 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

147 委託 セルソーター定期点検委託 東京サイエンス

148 その他物品 ピンセット外１７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

149 その他物品 FGF-Basic外１０点の購入 高長

150 委託 「薬品管理システム」のサーバーサービス及びシステム保守委託 東明サイエンス

151 その他物品 テープのり外１５３点の購入 イナダオフィスサプライ

152 その他物品 ウイルス対策ソフトの更新 コーディネート

153 その他物品 ベトルファール外１４点の購入 岩井化学薬品

154 その他物品 トラップカラム外20点の購入 バイオテック・ラボ

155 その他物品 学術雑誌評価分析ツール（Incites Journal and Highly Cited Data）の利用 ユサコ

156 その他物品 Vectashield Mounting外21点の購入 東明サイエンス

157 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

158 その他物品 PAKT Rabbit外１２点の購入 岩井化学薬品

159 その他物品 試薬の購入 高長

160 その他物品 ケアフィーズ外16点の購入 東明サイエンス

161 その他物品 角形透明ディッシュ外１８点の購入 バイオテック・ラボ

162 その他物品 サインペン外56点の購入 イナダオフィスサプライ

163 その他物品 SSD外8点の購入 コーディネート

164 その他物品 デジタルカメラ外２点の購入 中兼商会

165 その他物品 ラテックスグローブ外２７点の購入 和科盛商会

166 その他物品 試薬の購入 利根化学

167 その他物品 ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ外22点の購入 池田理化

168 その他物品 生体信号用誘導パネルの購入 アズサイエンス

169 その他物品 ｺｰﾝﾐｰﾙ外21点の購入 岩井化学薬品

170 委託 低木植替え作業委託 野沢園

171 その他物品 毛細管外7点の購入 和科盛

172 その他物品 超純水製造装置用消耗品の購入 池田理化

173 その他物品 ＡＥＤ(自動体外式除細動器)の賃借 東京センチュリー

174 工事 玄関ポーチ上部タイルほか補修工事 松尾工務店

175 工事  S棟1階研究室106切出し室流し台交換工事 第一工業

176 その他物品 2-Mercaptoechanol外１６点の購入 池田理化

177 委託 平成30年度都医学研NEWSの印刷（単価契約） アイワエンタープライズ

178 その他物品 冷却水用複合処理剤の購入 アクアス

179 その他物品 試薬の購入 高長

180 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

181 委託 実験台移設外3件の委託及び中軽量棚外2件の購入 東明サイエンス

182 その他物品 ボールペン外159点の購入 イナダオフィスサプライ

183 その他物品 泳動プレート外２６点の購入 東明サイエンス

184 その他物品 スプレーボトル外２４点の購入 和科盛商会

185 その他物品 ソフトウェアの購入 東明サイエンス

186 委託 7500Fast Pure Dyeキャリブレーション修理 高信化学

187 その他物品 Neurobasala-A Medium外２０点の購入 利根化学

188 その他物品 Anti-TDP-43phospho Ser409/410外１７点の購入 カーク

189 その他物品 試薬の購入 アズサイエンス

190 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

191 その他物品 試薬の購入 利根化学

192 その他物品 テープカートリッジ外118点の購入 イナダオフィスサプライ

193 その他物品 エスラックス静注外16点の購入 利根化学

194 その他物品 電子黒板の購入 コーディネート

195 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

196 その他物品 試薬の購入 利根化学

197 その他物品 Click-iT Protein reaction外17点の購入 岩井化学

198 その他物品 FuGENE Transfection外5点の購入 アズサイエンス
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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

199 その他物品 USBﾒﾓﾘ外1点の購入 コーディネート

200 その他物品 回収容器蓋外29点の購入 東明サイエンス

201 その他物品 DVD-R外8点の購入 奥田商会

202 その他物品 試薬の購入 理科研

203 委託 英文パンフレットの印刷 アイワエンタープライズ

204 その他物品 N-Lナトリウム塩外３２点の購入 東明サイエンス

205 その他物品 液体窒素凍結保存容器外2点の購入 カーク

206 その他物品 SeqAmp DNA Polymerase外３点の購入 池田理化

207 委託 複写サービスに関する契約(分子医療） コーディネート

208 その他物品 Low Input Quick Labeling Kit外５点の購入 アズサイエンス

209 その他物品 培養プレート外３３点の購入 アズサイエンス

210 その他物品 試薬の購入 利根化学

211 その他物品 合成ペプチド（rat,mouse)外16点の購入 岩井化学

212 その他物品 Rnease inhibitor外18点の購入 バイオテック・ラボ

213 その他物品 小形超遠心機の購入 林理化学

214 その他物品 DMEM外19点の購入 岩井化学

215 その他物品 Microcentrifuge Tube外10点の購入 カーク

216 その他物品 試薬の購入 利根化学

217 委託 冷凍冷蔵機器点検業務委託 オール商会

218 その他物品 EL600用蛍光ランプ外３点の購入 東明サイエンス

219 その他物品 コピー用紙外７６点の購入 イナダオフィスサプライ

220 その他物品 デジタルサイネージの購入 奥田商会

221 その他物品 ﾌｨﾙﾀｰﾁｯﾌﾟ外20点の購入 東明サイエンス

222 その他物品 Active Rhed抗体外11点の購入 岩井化学薬品

223 その他物品 ハンドソープ外70点の購入 イナダオフィスサプライ

224 委託 シーケンサー3500XLの修理 高信化学

225 その他物品 フリーザーラック外２０点の購入 和科盛

226 その他物品 ALD Methyl Sulfoxide外8点の購入 利根化学

227 その他物品 Purified Mouse anti-Rat, Hu Ataxin-2外18点の購入 利根化学

228 その他物品 FBS（牛胎児血清）の購入 バイオテック・ラボ

229 委託 小脳プラットフォームデータシステムの自動ホームページ作成機能構築委託 東明サイエンス

230 その他物品 真空ポンプ外１点の購入 池田理化

231 その他物品 スクロース外15点の購入 利根化学

232 その他物品 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ外29点の購入 バイオテック・ラボ

233 その他物品 オートクレーバブルバッグ外27点の購入 池田理化

234 その他物品 ｶﾗｰﾃｰﾌﾟ外16点の購入 バイオテック・ラボ

235 委託 オゾンくん装置修理点検委託 三協ラボサービス

236 その他物品 試薬の購入 利根化学

237 その他物品 スプレーボトル外17点の購入 東明サイエンス

238 その他物品 試薬の購入 利根化学

239 その他物品 ポータブルＨＤＤ外１４点の購入 奥田商会

240 その他物品 試薬の購入 利根化学利根化学

241 その他物品 FACS Flow外8点の購入 和科盛商会

242 その他物品 試薬の購入 高長

243 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

244 その他物品 試薬の購入 東和科学

245 その他物品 超音波発生機外２点の購入 東明サイエンス

246 その他物品 フィルター付きチップ外４点の購入 エキシジェン

247 その他物品 薬用冷蔵ショーケースの購入 池田理化

248 その他物品 ポリ-D-リシン/ラミニンプレート外２０点の購入 池田理化
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249 その他物品 制限酵素外13点の購入 利根化学

250 その他物品 マイクロシリンジ外10点の購入 和科盛商会

251 その他物品 培養皿外１５点の購入 チヨダサイエンス

252 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

253 その他物品 微量電子天秤の購入 池田理化

254 その他物品 パラフィン伸展器外1点の購入 カーク

255 その他物品 ラベルプリンタ外21点の購入 バイオテック・ラボ

256 その他物品 Bis-Tris Protein Gels外4点の購入 利根化学

257 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

258 委託 網羅的mRNA発現解析委託 東京サイエンス

259 その他物品 マイクロアレイキットの購入 高長

260 その他物品 パソコンの購入 井上事務機

261 その他物品 乾燥酵母エビオス外14点の購入 岩井化学薬品

262 その他物品 スクロース外15点の購入 高長

263 委託 RI測定機器点検委託 池田理化

264 その他物品 試薬の購入 利根化学

265 その他物品 ピューラックス外7点の購入 東明サイエンス

266 その他物品 ポリ袋外18点の購入 池田理化

267 その他物品 PCRプレート外２７点の購入 和科盛商会

268 その他物品 水銀ランプ外４点の購入 バイオテック・ラボ

269 その他物品 インジケーターテープ外13点の購入 バイオテック・ラボ

270 その他物品 ドライアイス外２１点の購入 高長

271 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

272 その他物品 小型超低温槽の購入 池田理化

273 その他物品 対物ﾚﾝｽﾞの購入 池田理化

274 その他物品 ﾊﾞｯﾃﾘｰ外11点の購入 東明サイエンス

275 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

276 その他物品 ﾃﾞｨｽﾎﾋﾟﾍﾟｯﾄ外8点の購入 東和科学

277 その他物品 トナーカートリッジ外１２点の購入 コーディネート

278 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

279 その他物品 試薬の購入 アズサイエンス

280 その他物品 Tamoxifen外12点の購入 利根化学

281 その他物品 Dil（D-282)外13点の購入 利根化学

282 委託 病理標本作製業務委託 東明サイエンス

283 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

284 その他物品 モノアミン分析カラム外１８点の購入 和科盛商会

285 その他物品 ドアチャイム外２５点の購入 奥田商会

286 その他物品 ハードディスク外５点の購入 奥田商会

287 その他物品 試薬の購入 利根化学

288 その他物品 Formamide外16点の購入 高長

289 その他物品 試薬の購入 利根化学

290 その他物品 HDJ2 MonoclonalAntibody外13点の購入 バイオテック・ラボ

291 その他物品 手動式ﾋﾟﾍﾟｯﾀｰ外18点の購入 和科盛商会

292 その他物品 OAｸﾘｰﾅｰ外130点の購入 イナダオフィス

293 その他物品 タブレット外7点の購入 コーディネート

294 その他物品 HEPAフィルター外1点の購入 進和テック

295 その他物品 ニトリルグローブ外２４点の購入 バイオテック・ラボ

296 その他物品 注射針外7点の購入 アズサイエンス

297 その他物品 B-27Serum-Free Supplement外２５点の購入 池田理化

298 その他物品 ｳﾙﾄﾗｵﾘｺﾞ他16点の購入 岩井化学
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299 その他物品 吸着ホワイトボードシート外９５点の購入 イナダオフィスサプライ

300 その他物品 クリップ式スタンド外23点の購入 東明サイエンス

301 その他物品 ラテックスグローブ外１６点の購入 和科盛商会

302 その他物品 Anti-CD1c antibody外２１点の購入 岩井化学薬品

303 その他物品 SuperSignal West Dura Extended外８点の購入 バイオテック・ラボ

304 その他物品 ウルトラオリゴ外１０点の購入 岩井化学薬品

305 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

306 その他物品 ソフトウェア3点の購入 コーディネート

307 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

308 その他物品 定性ろ紙外１６点の購入 カーク

309 その他物品 試薬の購入 高長

310 その他物品 試薬の購入 高長

311 その他物品 替刃外１３点の購入 アズサイエンス

312 その他物品 ﾆﾄﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ外29点の購入 東明サイエンス

313 その他物品 フィラメント外21点の購入 池田理化

314 その他物品 CDモノクローナル抗体外１１点の購入 岩井化学薬品

315 その他物品 滅菌サンダル外２点の購入 カーク

316 その他物品 試薬の購入 利根化学

317 その他物品 NucloSpin Plasmid Quickpure外７点の購入 岩井化学薬品

318 その他物品 試薬の購入 高長

319 その他物品 死細胞除去キット外9点の購入 高長

320 その他物品 ピペットチップ外２６点の購入 東明サイエンス

321 その他物品 ヒーター外9点の購入 アズサイエンス

322 その他物品 FACS Flow外２２点の購入 和科盛商会

323 その他物品 パソコン外1点の購入 コーディネート

324 その他物品 試薬の購入 アズサイエンス

325 その他物品 Rheb(E1G1R)rabbit外13点の購入 岩井化学

326 その他物品 Anti-Leptin antiboy外１５点の購入 利根化学

327 その他物品 タブレット端末外1点の購入 井上事務機事務用品

328 その他物品 給紙ローラセット外8点の購入 コーディネート

329 その他物品 ﾓｰﾆﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ外11点の購入 東明サイエンス

330 その他物品 パソコン外１点の購入 コーディネート

331 その他物品 試薬の購入 利根化学

332 その他物品 シリンジフィルター外16点の購入 和科盛商会

333 その他物品 簡易滅菌用パウチ外14点の購入 東明サイエンス

334 その他物品 温度計外7点の購入 バイオテック・ラボ

335 その他物品 A10 UVﾗﾝﾌﾟ外４点の購入 和科盛商会

336 その他物品 イソフルラン吸入麻酔液ファイザー外13点の購入 利根化学

337 その他物品 ドライアイス外7点の購入 高長

338 その他物品 パソコン外1点の購入 中兼商会

339 その他物品 実体顕微鏡外1点の購入 東明サイエンス

340 その他物品 変換アダプター外１６点の購入 コーディネート

341 その他物品 メンバン外16点の購入 バイオテック・ラボ

342 その他物品 コートスライドグラス外１６点の購入 東和科学

343 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

344 その他物品 試薬の購入 利根化学

345 その他物品 ドライアイス外15点の購入 岩井化学薬品

346 その他物品 Anti-CDC7外１４点の購入 高長

347 その他物品 F(ab')-Goat Anri-Rabbit外8点の購入 高長

348 その他物品 キャンパスノート外１２０点の購入 イナダオフィスサプライ
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349 その他物品 スクリューキャップ外12点の購入 和科盛商会

350 その他物品 三角フラスコ外１５点の購入 東明サイエンス

351 その他物品 ドミトール外１４点の購入 利根化学

352 その他物品 試薬の購入 利根化学

353 その他物品 ソフトウェア外1点の購入 コムコ

354 その他物品 ﾌｨﾙﾀｰﾁｯﾌﾟ外23点の購入 和科盛商会

355 その他物品 試薬の購入 利根化学

356 その他物品 CCDｶﾒﾗ外12点の購入 室町機械

357 その他物品 微量核酸定量プレート外１点の購入 池田理化

358 その他物品 Alexa Fluor 568 Oritein labeling Kit外11点の購入 岩井化学薬品

359 その他物品 オートクレーブバッグ外16点の購入 和科盛商会

360 その他物品 シリンジフィルター外9点の購入 和科盛商会

361 その他物品 試薬の購入 利根化学

362 その他物品 ソフトウェアの購入 エキシジェン

363 その他物品 ピペットマン外11点の購入 アズサイエンス

364 その他物品 マイクロプレート外19点の購入 チヨダサイエンス

365 その他物品 2-プロパノール外16点の購入 利根化学

366 その他物品 倒立顕微鏡の購入 エキシジェン

367 その他物品 Cry J2外9点の購入 岩井化学薬品

368 その他物品 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ外10点の購入 東京ディエスジャパン

369 その他物品 試薬の購入 利根化学

370 委託 卓上遠心機修理委託 池田理化

371 その他物品 ローターラック外１点の購入 和科盛

372 その他物品 Pierce Protein-Free T20 Blocking Buffer 外７点の購入 アズサイエンス

373 その他物品 Titaniumu DNA Amplification Kit外２点の購入 アズバイオ

374 その他物品 ソフトウェアの購入 井上事務機事務用品

375 その他物品 オートポンプ外14点の購入 東明サイエンス

376 その他物品 mTeSR1の購入 ナカライテスク

377 その他物品 ２-メルカプトエタノール外７点の購入 岩井化学薬品

378 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

379 その他物品 アルカリ乾電池外４８点の購入 イナダオフィスサプライ

380 その他物品 ベルトユニット外7点の購入 コーディネート

381 その他物品 外付けハードディスク外９点の購入 コーディネート

382 その他物品 フィルターチップ外１６点の購入 チヨダサイエンス

383 その他物品 ﾐﾆクリプトン電球外25点の購入 和科盛商会

384 その他物品 スーパーセップエース外8点の購入 カーク

385 その他物品 ディスポピペット外7点の購入 理科研

386 その他物品 培養有柄針外6点の購入 アズサイエンス

387 その他物品 生理食塩液外10点の購入 岩井化学薬品

388 その他物品 ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾘｰｻﾞｰの購入 和科盛商会

389 委託 大動物施設オゾン燻蒸消毒委託 三協ラボサービス

390 その他物品 顕微鏡デジタルカメラの購入 東明サイエンス

391 その他物品 ソフトウェアの購入 中部化学機器

392 その他物品 超純水製造装置 MILLIPAK EXPRESS 40(1/PK）Filter外12点の購入 池田理化

393 その他物品 パソコン外1点の購入 コーディネート

394 その他物品 Latex Exam Gloves外１３点の購入 利根化学

395 その他物品 ミニ恒温槽外１点の購入 岩井化学薬品

396 その他物品 ポリマー試薬外12点の購入 東明サイエンス

397 その他物品 RNA試薬キット外１２点の購入 岩井化学薬品

398 その他物品 冷凍保存ボックス外８点の購入 和科盛商会
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399 その他物品 環境推進ﾄﾅｰ外24点の購入 東京ディエスジャパン

400 その他物品 PHOSPHO-MAPK Kit外9点の購入 岩井化学薬品

401 その他物品 MultiFectam外14点の購入 東明サイエンス

402 その他物品 油性ペン外96点の購入 イナダオフィスサプライ

403 その他物品 試薬の購入 高長

404 その他物品 ﾌｨﾙﾀｰﾁｯﾌﾟ外20点の購入 和科盛商会

405 委託 マウス輸送委託 葛生運送

406 その他物品 ウルトラオリゴ外7点の購入 岩井化学薬品（オリゴ）

407 その他物品 ハロゲンランプ外21点の購入 池田理化

408 委託 PCR装置修理委託 池田理化

409 その他物品 ドルミカム外21点の購入 岩井化学

410 その他物品 PCRチューブ外13点の購入 池田理化

411 その他物品 Passive Lysis 5X Buffer外7点の購入 アズサイエンス

412 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

413 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

414 その他物品 Recmbinant外６点の購入 アズサイエンス

415 その他物品 試薬の購入 高長

416 その他物品 クロロホルム外６点の購入 アズサイエンス

417 その他物品 試薬の購入 利根化学

418 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

419 その他物品 ｺﾝﾌｫｰﾄｻｰﾋﾞｽﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ外28点の購入 東明サイエンス

420 その他物品 パソコン外1点の購入 コーディネート

421 委託 実験研究排水分析委託 東京環境測定センター

422 その他物品 チップ外15点の購入 東明サイエンス

423 その他物品 整理食塩液外11点の購入 バイオテック・ラボ

424 その他物品 NASキット外２０点の購入 奥田商会

425 その他物品 パソコン外1点の購入 コーディネート

426 その他物品 ﾏｲｸﾛﾁｭｰﾌﾞ外16点の購入 東明サイエンス

427 その他物品 液体窒素凍結保存容器の購入 カーク

428 その他物品 コンテナ―外14点の購入 東明サイエンス

429 その他物品 ウルトラオリゴ外８点の購入 岩井化学薬品

430 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

431 その他物品 生理食塩水外14点の購入 東明サイエンス

432 委託 次世代シーケンス解析委託 バイオテック・ラボ

433 その他物品 培養皿外１０点の購入 バイオテック・ラボ

434 委託 超純水装置修理委託 チヨダサイエンス

435 その他物品 定着液外12点の購入 和科盛

436 委託 平成30年版東京都医学総合研究所年報の印刷 アイガー

437 その他物品 つなぎ服外１０点の購入 東明サイエンス

438 その他物品 種火付けバーナー外８点の購入 東明サイエンス

439 その他物品 パソコン外1点の購入 和泉ビジネス・マシン

440 その他物品 パソコンの購入 中兼商会

441 その他物品 培養プレート外６点の購入 池田理化

442 その他物品 書籍外78点の購入 文光堂書店

443 その他物品 ｹｰｽﾌｧｲﾙ他116点の購入 イナダオフィス

444 委託 サーベイメータ点検校正委託 千代田テクノル

445 その他物品 ｵﾚｷｼﾝﾝAペプチド外５点の購入 アズバイオ

446 その他物品 USBケーブル外８点の購入 奥田商会

447 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

448 委託 FACSAriaⅢrセルソーター修理委託 東京サイエンス
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449 その他物品 消毒用エタノール外８点の購入 岩井化学

450 その他物品 酒石酸カリウム外13点の購入 バイオテック・ラボ

451 その他物品 給水瓶の購入 イシハラ

452 その他物品 IBﾌﾘｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ外17点の購入 和科盛商会

453 その他物品 DMEM外17点の購入 利根化学

454 その他物品 PCR8連T&Dｷｬｯﾌﾟ外17点の購入 池田理化

455 その他物品 養生テープ外39点の購入 イナダオフィスサプライ

456 その他物品 Tissue Culture Water外１１点の購入 高長

457 その他物品 Men-PER外13点の購入 バイオテック・ラボ

458 委託 スプレー缶収集運搬処理委託（単価契約） アサヒプリテック

459 その他物品 試薬の購入 岩井化学

460 その他物品 試薬の購入 利根化学

461 その他物品 サージカルマスク外17点の購入 バイオテック・ラボ

462 その他物品 医務服外１１点の購入 星和

463 委託 マイクロマニピュレーター点検委託 アズサイエンス

464 その他物品 インクジェット用紙外１８点の購入 小川商店

465 その他物品 レタートレー外５７点の購入 イナダオフィスサプライ

466 その他物品 Monoclonal Anti-GlyoxaseⅠ抗体外１２点の購入 岩井化学薬品

467 その他物品 試薬の購入 高長

468 その他物品 アクリル板外９点の購入 カーク

469 その他物品 William'sEMedium外7点の購入 東和科学

470 その他物品 動物専用セロトロピン外２５点の購入 高長

471 その他物品 TrueLine Pipettes外5点の購入 池田理化

472 その他物品 ピンセットの購入 アズサイエンス

473 その他物品 ディスポ腕カバー外５点の購入 エキシジェン

474 その他物品 滅菌バッグ外１２点の購入 カーク

475 その他物品 B-27 Supplement外５点の購入 東和科学

476 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

477 その他物品 スライドガラスアダプタ外5点の購入 高長

478 その他物品 書籍75点の購入 文光堂書店

479 その他物品 養生テープ外49点の購入 イナダオフィス

480 その他物品 ピペットチップ外１１点の購入 東明サイエンス

481 その他物品 ﾏｲｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ外9点の購入 アズサイエンス

482 その他物品 LB寒天培地外7点の購入 アズサイエンス

483 その他物品 Milli-SAT外9点の購入 和科盛商会

484 その他物品 TC175Cellculture bottle外7点の購入ｑ アズサイエンス

485 その他物品 解剖用ﾊｻﾐ外2点の購入 チヨダサイエンス

486 その他物品 丸椅子外42点の購入 イナダオフィス

487 その他物品 ファイルボックス外90点の購入 イナダオフィスサプライ

488 その他物品 透明ブックテープ外１００点の購入 イナダオフィスサプライ

489 その他物品 1.6-ﾍｷｻﾝｼﾞｵｰﾙほか18点の購入 和科盛商会

490 委託 画像解析装置修理委託 池田理化

491 その他物品 Prime Star GXL DNA Polymerase外１２点の購入 東明サイエンス

492 その他物品 POCH-PACK外１５点の購入 池田理化

493 その他物品 セーフロックチューブ外11点の購入 東明サイエンス

494 その他物品 液晶テレビ外４点の購入 井上事務機事務用品
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〔契約金額50,000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

30年度契約結果（独占契約）
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〔契約金額50,000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

30年度契約結果（緊急契約）

1



〔契約金額50,000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 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 委託 複合機集計システム保守委託 富士ゼロックス

10 その他物品 産経新聞の購読 産経新聞世田谷店

11 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

12 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 オープンショップ・ワークショップ

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

14 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

15 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

16 委託 白衣外1点の洗濯（単価契約） ワタキューセイモア

17 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

18 委託 人事システムの保守委託 コーディネート

19 委託 複写サービスに関する契約（ゲノム動態） キャノンマーケティングジャパン

20 委託 普及広報係角2サイズ封筒の印刷 ヨシダ印刷

21 委託 2018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 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

23 その他物品 「DNAモデルストラップ作り」の購入 吉武商会

24 その他物品 名前入りシャープペンシルの購入 東亞

25 その他物品 スライドグラス外7点の購入 アズサイエンス

26 その他物品 マウスの購入 日本クレア

27 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

28 その他物品 パソコンの購入 コーディネート

29 その他物品 EXインクの購入 理想科学工業

30 その他物品 エタノール外7点の購入 ナカライテスク

31 委託 濃縮遠心機2台の修理 高信化学

32 委託 超純水装置修理 東京サイエンス

33 その他物品 マウス用飼料の購入 EPS益新

34 委託 安全キャビネット保守点検委託 池田理化

35 その他物品 外付けHDD外7点の購入 コーディネート

36 その他物品 アフィジコリン外12点の購入 理科研

37 その他物品 プラスチックバイアルの購入 ハイテック

38 その他物品 有精卵の購入の購入 日生研

39 その他物品 ヘッドホルダーの購入 高谷精密工業

40 その他物品 ティッシュペーパー外81点の購入 イナダオフィスサプライ

41 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

42 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

43 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

44 その他物品 遠沈管外6点の購入 和科盛商会

45 その他物品 イソフラン吸入麻酔液外8点の購入 高長

46 工事 理事長執務室及び副所長室ロールスクリーン取付工事 松尾工務店

47 その他物品 ゴム栓外2点の購入 日本クレア

48 その他物品 洋書2点の購入 丸善雄松堂

30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

49 委託 レーザー血流計の修理 ユニークメディカル

50 その他物品 CARD HyperOva外3点の購入 九動

51 その他物品 塩酸外11点の購入 ナカライテスク

52 その他物品 ピューラックス１０外７点の購入 高長

53 その他物品 トナーカートリッジ外13点の購入 東京ディエスジャパン

54 その他物品 書籍10点の購入 文光堂書店

55 その他物品 オープン棚の購入 イナダオフィスサプライ

56 委託 ウサギ抗血清作製委託 バイオテック・ラボ

57 その他物品 机上ラック机上台外7点の購入 吉武商会

58 その他物品 変換アダプター外7点の購入 奥田商会

59 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

60 その他物品 夏のセミナー用薬品の購入 岩井化学薬品

61 委託 平成30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 アイワエンタープライズ

62 その他物品 フィルターろ過システム外１１点の購入 池田理化

63 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

64 その他物品 シリンジ外7点の購入 カーク

65 委託 血液・DNA解析委託 エスアールエル

66 その他物品 シリンジ外11点の購入 東和科学

67 その他物品 動物用飼料外3点の購入 小川商店

68 その他物品 酢酸外7点の購入 利根化学

69 委託 凍結サンプル輸送委託 ワールド・クウリアー

70 その他物品 HPLCカラムの購入 和科盛商会

71 委託 挨拶状の印刷 ヨシダ印刷

72 その他物品 オリゴの購入 東明サイエンス

73 委託 オートクレーブの修理 池田理化

74 委託 東京都職員財形貯蓄授受データの媒体変更に伴う給与システムの回収委託 PUC

75 委託 東京都職員財形貯蓄授受データの媒体変更に伴う給与システムの回収委託 みずほ銀行

76 委託 ｹﾞﾙ撮影装置　GelDocEZの修理 東京サイエンス

77 その他物品 クリアシート外６点の購入 エキシジェン

78 その他物品 合成DNAの購入 岩井化学

79 その他物品 ハードディスク外1点の購入 奥田商会

80 委託 Envision修理委託 和科盛商会

81 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

82 その他物品 パソコンの購入 コーディネート

83 その他物品 クライオスリーブ外19点の購入 東明サイエンス

84 委託 生化学自動分析装置JCA－BM6010解体・滅菌消毒 日本電子

85 委託 超純水製造装置Milli-Q Integral10の修理 池田理化

86 その他物品 真空ポンプの購入 高信化学

87 その他物品 染色バット台外6点の購入 チヨダサイエンス

88 その他物品 糸付縫合針外１４点の購入 池田理化

89 その他物品 書籍6点の購入 綜合教育センター

90 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

91 その他物品 フラットファイル外の購入 イナダオフィスサプライ

92 その他物品 ExTaq外12点の購入 カーク

93 その他物品 Immobilon-P外3点の購入 チヨダサイエンス

94 その他物品 カラーレーザー複合機外11点の購入 コーディネート

95 その他物品 Plasmid DNA外9点の購入 千代田サイエンス

96 委託 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願等に係る事務委任契約 特許業務法人三枝国際特許事務所

97 その他物品 パソコン外１点の購入 中兼商会

98 その他物品 細胞培養器外1点の購入 林理化学
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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

99 その他物品 動物用飼料の購入 日本エスエルシー

100 その他物品 ガスガードシステムの購入 エキシジェン

101 その他物品 プレパラートボード外5点の購入 アズサイエンス

102 その他物品 ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙの購入 曙金網産業

103 その他物品 PCR Master Ｍｉｘ他7点の購入 東和化学

104 委託 認知症の人の地域生活を支援するケアプログラム」人材養成研修事務局の設置運営委託 能率協会総合研究所

105 その他物品 リングファイル外12点の購入 イナダオフィスサプライ

106 その他物品 翼状針外3点の購入 アズサイエンス

107 委託 バーチャルスライドの修理 池田理化

108 その他物品 サツマイモ外8点の購入 八百大商店

109 委託 ＧＭサーベイメータ点検校正委託 千代田テクノル

110 委託 人工遺伝子の作製委託 東明サイエンス

111 その他物品 合成DNAの購入 北海道システムサイエンス

112 その他物品 ソフトウェア外５点の購入 コーディネート

113 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

114 その他物品 合成DNAの購入 岩井化学

115 その他物品 ビデオカメラ外2点の購入 奥田商会

116 その他物品 TC Gasket外１４点の購入 東明サイエンス

117 その他物品 マウス・ラットの購入 日本クレア

118 委託 蛍顕微鏡修理 池田理化

119 その他物品 リング式ファイル外５１点の購入 イナダオフィスサプライ

120 その他物品 ソフトウェア外3点の購入 コーディネート

121 その他物品 Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody外8点の購入 アズサイエンス

122 その他物品 PCｿﾌﾄ外4点の購入 コーディネート

123 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

124 その他物品 スツール外6点の購入 吉武商会

125 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

126 その他物品 EXインクの購入 理想科学工業

127 その他物品 ＶＧＡ変換アダプタ外56点の購入 イナダオフィスサプライ

128 その他物品 トリトンX-100外9点の購入 ナカライテスク

129 委託 機密文書収集運搬処理委託（単価契約） 高嶺清掃

130 その他物品 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾋﾟﾍﾟｯﾄ外6点の購入 池田理化

131 その他物品 ソフトウェアライセンスの購入 モリサワ

132 その他物品 トナーの購入 東京ディエスジャパン

133 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

134 その他物品 ペーパーウエス外3点の購入 カーク

135 委託 ハラスメント防止研修実施委託 リサーチサポート

136 その他物品 ポリ袋外17点の購入 小川商店

137 その他物品 ドラム外８点の購入 東京ディエスジャパン

138 その他物品 Mc'Coy's外１４点の購入 高長

139 その他物品 マウス・ラットの購入 オリエンタル酵母工業

140 その他物品 リザーバー外11点の購入 チヨダサイエンス

141 その他物品 フタ外3点の購入 高谷精密工業

142 その他物品 デジタル一眼レフカメラの購入 中兼商会

143 その他物品 有精卵の購入 日生研

144 その他物品 夏のセミナー用薬品の購入 岩井化学薬品

145 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

146 その他物品 コンラージ棒外10点の購入 アズサイエンス

147 その他物品 内部循環式恒温水槽外2点の購入 理科研

148 その他物品 マルチフィルターチップ外13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

149 その他物品 レーザープリンター外1点の購入 奥田商会

150 その他物品 スライドグラス外６点の購入 カーク

151 その他物品 高弾性ビニルシリコーン印象材外13点の購入 東明サイエンス

152 その他物品 サーマルサイクラーの購入 エキシジェン

153 その他物品 D-(+)グルコース外18点の購入 ナカライテスク

154 その他物品 DMEM外12点の購入 和科盛商会

155 その他物品 ドライアイス外４点の購入 高長

156 その他物品 キャップ付きチューブ外16点の購入 和科盛

157 その他物品 刺激用同心円電極の購入 ユニークメディカル

158 その他物品 RI滅菌飼料外1点の購入 日本クレア

159 その他物品 メタノール外１４点の購入 池田理化

160 委託 遺伝子検査委託 湧永製薬

161 その他物品 チューブ外3点の購入 チヨダサイエンス

162 その他物品 リポフェクタミン外８点の購入 理科研

163 その他物品 Autofil Complete System 外4点の購入 東和科学

164 その他物品 RI滅菌飼料の購入 日本クレア

165 その他物品 セルバンカー外６点の購入 東和化学

166 その他物品 カピステン筋注外１２点の購入 岩井化学薬品

167 その他物品 パイプ式ファイル外６６点の購入 イナダオフィスサプライ

168 その他物品 ぺピット外6点の購入 エキシジェン

169 その他物品 CARD FERTIUPﾏｳｽ精子凍結保存液外2点の購入 九動

170 委託 超低温フリーザー修理委託 和科盛

171 委託 密閉式自動固定包埋装置点検作業委託 東京サイエンス

172 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

173 その他物品 プラスチックバイアルの購入 ハイテック

174 その他物品 サージカルマスクの購入 スズケン

175 その他物品 放射線物質の購入 日本アイソトープ協会

176 その他物品 IJ用紙マット１７０の購入 理想科学工業

177 その他物品 ケーパイン医療ガーゼタイプ外7点の購入 東和科学

178 その他物品 システムラック外4点の購入 アズサイエンス

179 委託 平成30年度都医学研夏のセミナー「難病の地域ケアコース」テキストの印刷 アイワエンタープライズ

180 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

181 委託 次亜水生成装置修繕 エイチエスピー

182 その他物品 コニカルチューブ外5点の購入 チヨダサイエンス

183 その他物品 ネジ口メディウム瓶外3点の購入 理科研

184 その他物品 ドドミトール外４点の購入 高長

185 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

186 その他物品 S/Mスーパーボンド　キャタリストV外5点の購入 高長

187 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

188 その他物品 ソフトウェア外8点の購入 コーディネート

189 委託 ミクロトームの修理 大和光機工業

190 その他物品 リングファイル外４５点の購入 イナダオフィスサプライ

191 その他物品 サツマイモ外7点の購入 八百大商店

192 その他物品 マウス・ラットの購入 日本エスエルシー

193 委託 超純水製造装置修理委託 チヨダサイエンス

194 その他物品 生理食塩水外4点の購入 東和科学

195 その他物品 純窒素ガス外４点の購入 千代田

196 その他物品 ケーブル外9点の購入 バイオリサーチセンター

197 その他物品 マウス・ラットの購入 オリエンタル酵母工業

198 その他物品 ラテックスグローブ外2点の購入 スズケン
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199 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

200 委託 超遠心機修理委託 和科盛商会

201 その他物品 ディスポループ外12点の購入 カーク

202 その他物品 パソコンの購入 中兼商会

203 委託 平成30年度在宅難病患者訪問看護師養成研修ﾃｷｽﾄの印刷(6月13日分) アイガー

204 その他物品 RPMI外5点の購入 理科研

205 その他物品 トナーカートリッジ外４点の購入 コーディネート

206 委託 マーモセット腸内細菌叢解析委託 ナカライテスク

207 その他物品 有精卵の購入 日生研

208 その他物品 注射用蒸留水外9点の購入 バイオテック・ラボ

209 その他物品 ポータブルSSD外5点の購入 奥田商会

210 その他物品 マウス・ラットの購入 日本クレア

211 その他物品 ピンセット外2点の購入 エキシジェン

212 その他物品 カバーグラス外3点の購入 和科盛

213 その他物品 ファイルボックス外２２点の購入 小川商店

214 委託 血液・DNA解析委託 エスアールエル

215 委託 社会保険料被保険者報酬月額基礎届様式の変更に伴う給与システムの改修委託 PUC

216 委託 平成30年度都医学研夏のセミナー「難病の地域ケアコース」テキストCの印刷 ヨシダ印刷

217 委託 マーモセット輸送委託 三協ラボ

218 その他物品 小型衣類乾燥機外4点の購入 奥田商会

219 その他物品 夏のセミナー用薬品の購入 岩井化学薬品

220 その他物品 広口びん外17点の購入 池田理化

221 その他物品 詰替ﾁｯﾌﾟ外13点の購入 和科盛

222 その他物品 名刺ホルダー外75点の購入 イナダオフィスサプライ

223 その他物品 ５％ヒビテン液外5点の購入 カーク

224 委託 小型超遠心機　CS100GXL修理 岩井化学薬品

225 その他物品 クレゾール液外5点の購入 池田理化

226 その他物品 ph電極外16点の購入 東明サイエンス

227 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

228 その他物品 HDMI-DVI変換ケーブル外9点の購入 コーディネート

229 その他物品 ｺﾋﾟｰ用紙外42点の購入 イナダオフィスサプライ

230 その他物品 ウシ血清アルブミン15点の購入 ナカライテスク

231 その他物品 シリンジフィルター外１１点の購入 アズサイエンス

232 委託 ばい煙測定委託 環境技研

233 委託 平成30年度在宅難病患者訪問看護師養成研修ﾃｷｽﾄの印刷(6月21日分) アイガー

234 その他物品 POP-7 ﾎﾟﾘﾏｰ外4点の購入 アズサイエンス

235 その他物品 シリンジ外3点の購入 東和科学

236 その他物品 トナーカートリッジ外2点の購入 東京ディエスジャパン

237 その他物品 ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ用ｷｬﾋﾟﾗﾘｰ外6点の購入 池田理化

238 その他物品 試薬の購入 高長

239 その他物品 染色バスケット外8点の購入 池田理化

240 委託 DEMBASE「自治体管理者および事業所管理者のマニュアルのDL対応」業務の委託 インフォテック

241 その他物品 サランラップ外5点の購入 アズサイエンス

242 その他物品 B-27添加物外6点の購入 ナカライテスク

243 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

244 委託 BioPlex200修理 池田理化

245 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）

246 その他物品 ピペット外4点の購入 和科盛商会

247 委託 S棟4階研究室406内 恒温恒湿室の保守点検委託 奥野技術研究所

248 その他物品 PCR4チューブ外7点の購入 チヨダサイエンス
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249 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）

250 その他物品 メディウム瓶外9点の購入 アズサイエンス

251 その他物品 パソコンの購入 奥田商会

252 その他物品 イメージドラム外８点の購入 東京ディエスジャパン

253 その他物品 スライドチャンバー外7点の購入 バイオテック・ラボ

254 その他物品 ﾊﾞｲｱﾙ瓶外1点の購入 ハイテック

255 その他物品 有精卵の購入 日生研

256 その他物品 ABC294640外3点の購入 チヨダサイエンス

257 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

258 その他物品 ティシュー外4点の購入 カーク

259 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

260 委託 産業廃棄物（廃乾電池外１点）の収集運搬・処分委託（単価契約） JFE環境

261 その他物品 Nutri-FlyBFMakes外3点の購入 チヨダサイエンス

262 委託 RI廃棄物廃棄業務委託 日本アイソトープ協会

263 その他物品 滅菌ピペット外4点の購入 東和科学

264 その他物品 フィルターチップ外４点の購入 理科研

265 その他物品 マイクロクリーン・エコマットの購入 丸三製薬バイオテック

266 委託 マーモセット輸送委託 葛生運送

267 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

268 委託 ＥＶ　ＳＳＬサーバー証明書の購入 デジサート・ジャパン合同会社

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 CARD HyperOvaの購入 九動

271 その他物品 圧力調整器外１点の購入 千代田

272 その他物品 ディスポピペット外１点の購入 アズサイエンス

273 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

274 委託 ﾆﾎﾝｻﾞﾙ血液・細菌・寄生虫検査委託 予防衛生協会

275 その他物品 RI滅菌飼料外３点の購入 日本クレア

276 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

277 委託 廃液廃棄薬品収集運搬・処分委託(駒込病院分室) アサヒプリテック

278 その他物品 追悼シンポジウム抄録の印刷 三鈴印刷

279 その他物品 体温コントロールシステムの購入 ﾌﾞﾚｲﾝｻｲｴﾝｽ･ｲﾃﾞｱ

280 その他物品 ﾌｨﾄﾌﾗｸﾞ栓外2点の購入 チヨダサイエンス

281 その他物品 Ｘ線用フィルム外10点の購入 エキシジェン

282 その他物品 書籍11点の購入 文光堂書店

283 その他物品 コピー用紙外３４点の購入 イナダオフィスサプライ

284 委託 火災報知設備感知器交換修繕 サンコー技研

285 その他物品 スタンドLED照明の購入 室町機械

286 委託 英文校正委託 フォルテ

287 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

288 その他物品 カメラ用レンズの購入 中兼商会

289 その他物品 サツマイモ外１０点の購入 八百大商店

290 委託 直線型ケージワッシャー電動弁交換修繕 夏目製作書

291 その他物品 洗浄試薬他４点の購入 高長

292 その他物品 HRPES外10点の購入 ナカライテスク

293 その他物品 試薬の購入 岩井化学

294 その他物品 Agilent RNA 6000 Nano Kit外２点の購入 バイオテック・ラボ

295 その他物品 BCIP-NBT溶液キット外１１点の購入 ナカライテスク

296 その他物品 ズーム式実態顕微鏡外5点の購入 カーク

297 その他物品 ニトリルグローブ外１１点の購入 池田理化

298 その他物品 実験動物用飼料の購入 EPS益新
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299 委託 血液・DNA解析委託 エスアールエル

300 委託 309室照明配線変更 新日本制御

301 その他物品 スキムミルク外４点の購入 バイオテック・ラボ

302 その他物品 内蔵SSD MX500外7点の購入 コーディネート

303 その他物品 CARD FERTIUP前培養培地外１点の購入 九動

304 その他物品 ビニールテープ外９３点の購入 イナダオフィスサプライ

305 その他物品 紙ワイパー外１０点の購入 東明サイエンス

306 その他物品 スライドグラス外5点の購入 理科研

307 その他物品 バッテリー外4点の購入 コーディネート

308 その他物品 コニカルチューブ外10点の購入 和科盛商会

309 その他物品 ピペットチップ外１１点の購入 カーク

310 その他物品 ｽﾁｯｸのり外56点の購入 イナダオフィスサプライ

311 その他物品 ＰＣソフトの購入 コーディネート

312 委託 顕微鏡LMD7000移設作業委託 池田理化

313 工事 外構フェンス基礎及び壁補修工事 松尾工務店

314 その他物品 ワゴスチグミン注外１２点の購入 アズサイエンス

315 その他物品 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾊﾞｲｱﾙ外2点の購入 ハイテック

316 その他物品 マルチウェルプレート外6点の購入 東和科学

317 その他物品 DNAラダーマーカー外８点の購入 チヨダサイエンス

318 その他物品 RedDot2 200外10点の購入 和科盛商会

319 その他物品 紙ﾜｲﾊﾟｰ外4点の購入 アズサイエンス

320 その他物品 樹脂モールド外４点の購入 カーク

321 委託 冷却塔給水メーターの交換修繕 第一工業

322 その他物品 ピペットチップ外１０点の購入 アズサイエンス

323 その他物品 アルミバット外６点の購入 東和科学

324 その他物品 D-（+）-ｸﾞﾙｺｰｽ外11点の購入 ナカライテスク

325 その他物品 遺伝情報処理用ソフトウェア外4点の購入 池田理化

326 その他物品 ノートPCの購入 中兼商会

327 その他物品 補強用バー外20点の購入 小川商店

328 その他物品 FlugforNarroGlassVials外4点の購入 チヨダサイエンス

329 その他物品 ストップウォッチ外7点の購入 吉武商会

330 その他物品 HDD外３点の購入 コーディネート

331 その他物品 有精卵の購入 日生研

332 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

333 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）

334 その他物品 デシケーター外6点の購入 カーク

335 委託 Ｓ棟1階研究室110床面剥離洗浄ワックス塗布等清掃 オール商会

336 その他物品 ソムノペンチル外２点の購入 チヨダサイエンス

337 その他物品 パソコンの購入 イナダオフィスサプライ

338 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

339 委託 商標調査委託 野本・桐山国際特許事務所　弁理士　桐山大

340 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

341 その他物品 椅子の購入 奥田商会

342 その他物品 AmplifierBoard外1点の購入 バイオリサーチセンター

343 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

344 その他物品 有精卵の購入 日生研

345 委託 質量分析計ｼｽﾃﾑの修理 中部科学機器

346 委託 超純水製造装置修理委託 チヨダサイエンス

347 委託 英文校正委託 カクタス・コミュニケーションズ

348 その他物品 複合機の購入 奥田商会
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349 その他物品 インクタンク外８点の購入 東京ディエスジャパン

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

351 その他物品 ラップフィルム外３２点の購入 イナダオフィスサプライ

352 その他物品 ディスポループ外5点の購入 カーク

353 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

354 その他物品 変換ケーブル外7点の購入 奥田商会

355 その他物品 マウス・ラットの購入 オリエンタル酵母工業

356 その他物品 無停電電源装置外2点の購入 奥田商会

357 委託 商標登録出願に係る事務委任契約 野本・桐山国際特許事務所　弁理士　桐山大

358 その他物品 パソコンの購入 中兼商会

359 その他物品 B-27添加物の購入 ナカライテスク

360 その他物品 サツマイモ外８点の購入 八百大商店

361 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）

362 その他物品 マカクヘッドホルダーの購入 小原医科産業

363 その他物品 給水ホース部Oリング外⒖点の購入 池田理化

364 その他物品 洗浄試薬外８点の購入 高長

365 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）

366 その他物品 ピペット外13点の購入 和科盛商会

367 その他物品 Acrobat Pro 2017外7点の購入 コーディネート

368 その他物品 組織培養用ディッシュ外3点の購入 アズサイエンス

369 その他物品 注射針外7点の購入 高長

370 その他物品 交換用HDDの購入 奥田商会

371 その他物品 ディスポグローブ外６点の購入 池田理化

372 その他物品 トナー回収ボトル外１３点の購入 コーディネート

373 委託 平成30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

374 その他物品 ﾆｯｹﾙ水素充電池外9点の購入 小川商店

375 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

376 その他物品 Dulbecco'ｓ Modified Eagie'ｓ外3点の購入 東明サイエンス

377 その他物品 Webカメラの購入 井上事務機事務用品

378 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

379 委託 ニホンザル血液・細菌・寄生虫検査委託 予防衛生協会

380 その他物品 Anti-IG(H+L), Rabbit, Goat-Poly, Biotin外１０点の購入 岩井化学薬品

381 その他物品 OAｸﾘｰﾅｰ外61点の購入 イナダオフィス

382 その他物品 ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ外18点の購入 和科盛商会

383 その他物品 業務用シュレッダー外1点の購入 吉武商会

384 その他物品 RI滅菌飼料の購入 日本クレア

385 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

386 その他物品 パラフィン外8点の購入 和科盛

387 その他物品 ﾊﾞｲｵｺｰﾄﾎﾟﾘ-D-ﾘｼﾝﾃﾞｨｯｼｭ外１１点の購入 バイオテック・ラボ

388 その他物品 ピペットチップ外１０点の購入 チヨダサイエンス

389 その他物品 Syringe-driven Filter Unit外３点の購入 東和科学

390 その他物品 スパーテル外16点の購入 バイオリサーチセンター

391 その他物品 OKI TNR-C3LK2 ﾄﾅｰ外7点の購入 東京ディエスジャパン

392 その他物品 電子天秤の購入 カーク

393 その他物品 ﾊｲﾌﾞﾘ・ﾊﾞｯｸ外10点の購入 池田理化

394 その他物品 ﾃﾞｨｼｭ外7点の購入 バイオテック・ラボ

395 その他物品 ディスポピペット外６点の購入 東明サイエンス

396 その他物品 ペーパーウエス外7点の購入 カーク

397 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

398 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク
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399 その他物品 5%ヒビテン液外6点の購入 カーク

400 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

401 委託 実験機器移設作業委託 和科盛商会

402 その他物品 酒石酸ｶﾘｳﾑ外7点の購入 カーク

403 その他物品 パラフィン外１点の購入 理科研

404 その他物品 サイフォンポンプ外４点の購入 バイオテック・ラボ

405 その他物品 ﾐｸﾛﾏｯﾄ強粘着ﾀｲﾌﾟ外4点の購入 アズサイエンス

406 その他物品 H型スタンド外6点の購入 チヨダサイエンス

407 その他物品 再生トナー外９点の購入 東京ディエスジャパン

408 委託 マニピュレーター修理委託 成茂科学機械

409 その他物品 超低接着表面ディッシュ外３点の購入 池田理化

410 その他物品 洗瓶外9点の購入 アズサイエンス

411 その他物品 BamH I外3点の購入 チヨダサイエンス

412 その他物品 ラテックスグローブ外２点の購入 スズケン

413 その他物品 スクエアディッシュ外3点の購入 東和科学

414 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

415 その他物品 ソムノペンチル外5点の購入 高長

416 その他物品 試薬の購入 理科研

417 委託 超解像顕微鏡データ解析用ワークステーション保守委託 東明サイエンス

418 その他物品 ホルムアルデヒド液外8点の購入 ナカライテスク

419 その他物品 注射針外６点の購入 チヨダサイエンス

420 委託 東京都医学総合研究所規程集の印刷 ヨシダ印刷

421 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

422 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

423 その他物品 RESEARCH DIET外2点の購入 EPS益新

424 その他物品 パソコン外1点の購入 コーディネート

425 工事 S棟1階解析室電源工事 新日本制御

426 その他物品 書籍21点の購入 文光堂書店

427 その他物品 ﾌｨｯﾄﾌﾗｸﾞ栓 小外3点の購入 チヨダサイエンス

428 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

429 その他物品 ﾄﾞﾗﾑｶｰﾄﾘｯｼﾞ外12点の購入 東京ディエスジャパン

430 その他物品 Dulbecco'ｓ Modified Eagie'ｓ Medium-high外1点の購入 東明サイエンス

431 その他物品 限外濾過フィルター外1点の購入 トキワ科学器械

432 その他物品 ニトリル手袋外６点の購入 チヨダサイエンス

433 その他物品 サツマイモ他7点の購入 八百大商店

434 その他物品 シュレッダーの購入 コーディネート

435 その他物品 実験用分電盤内避雷器の購入 サンテック

436 その他物品 ポリ袋外9点の購入 カーク

437 その他物品 SYBR Premix Ex Taq II（Tli RnaseH Plus）外6点の購入 池田理化

438 その他物品 マウスの購入 日本クレア

439 その他物品 試薬の購入 高信化学

440 その他物品 導入麻酔ボックス外２点の購入 夏目製作所

441 工事 S棟1階解析室排気ダクト工事 第一工業

442 その他物品 ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ替芯外88点の購入 イナダオフィス

443 委託 顕微鏡用カメラ交換修理委託 池田理化

444 その他物品 フューザーユニット他9点の購入 コーディネート

445 その他物品 ｽﾋﾟｯﾂ型ﾃｽﾄﾁｭｰﾌﾞ外12点の購入 和科盛商会

446 その他物品 男女兼用スニーカー外６点の購入 東興産業

447 その他物品 クリア―ホルダー外60点の購入 イナダオフィス

448 その他物品 ガイドカニューレ外８点の購入 東明サイエンス
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449 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

450 その他物品 平型プラグ外８点の購入 吉武商会

451 その他物品 パソコンの購入 コーディネート

452 その他物品 セル洗浄液外４点の購入 アズサイエンス

453 その他物品 ろ過瓶外13点の購入 和科盛

454 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

455 その他物品 消毒用アルコール外４点の購入 高長

456 その他物品 試薬の購入 利根化学

457 その他物品 eliteGolgi Kit外4点の購入 アズサイエンス

458 その他物品 塩化亜鉛外3点の購入 アズサイエンス

459 委託 緑化装置バッテリー交換修繕 東邦レオ

460 その他物品 細胞培養表面処理済ディッシュ外７点の購入 和科盛商会

461 その他物品 ＤＰＢＳ外６点の購入 高長

462 その他物品 特級メタノール外6点の購入 バイオテック・ラボ

463 委託 「世界脳週間」ポスターの印刷 アイワエンタープライズ

464 その他物品 炭酸ナトリウム外８点の購入 ナカライテスク

465 その他物品 ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝ2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ外1点の購入 コーディネート

466 委託 第８回都医学研シンポジウム抄録の印刷 アイガー

467 その他物品 滅菌缶外8点の購入 東和科学

468 その他物品 バックパネルの購入 デザイン計画

469 その他物品 サーマルプリンター用紙外5点の購入 奥田商会

470 その他物品 LANケーブル外3点の購入 コーディネート

471 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） JFE環境

472 その他物品 ニトリルグローブ外２０点の購入 バイオテック・ラボ

473 その他物品 pH標準液ｾｯﾄ外7点の購入 チヨダサイエンス

474 その他物品 銀塩化銀処理ネジの購入 小原医科産業

475 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

476 その他物品 Neurobasalmedium外4点の購入 理科研

477 その他物品 DAPI Solution外6点の購入 カーク

478 その他物品 CutSmart Buffer外４点の購入 理科研

479 その他物品 外付けHDD他2点の購入 バイオリサーチセンター

480 委託 超低温フリーザー移設委託 池田理化

481 その他物品 文献複写サービスの利用 ユサコ

482 委託 平成30年度在宅難病患者訪問看護師養成研修ﾃｷｽﾄの印刷(10月9日分) アイガー

483 その他物品 台車の購入 東京サイエンス

484 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

485 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

486 その他物品 スチームトラップの購入 池田理化

487 委託 クライオスタット修理委託 東京サイエンス

488 その他物品 限外濾過フィルターの購入 トキワ科学器械

489 その他物品 放射性物質の購入 日本アイソトープ協会

490 その他物品 BIOPAK UF CARTRIDGE外1点の購入 チヨダサイエンス

491 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

492 その他物品 ＲＩ滅菌飼料外４点の購入 日本クレア

493 委託 S棟機械室内蒸気配管修繕 第一工業

494 委託 マウス輸送委託 ワールド・クウリアー

495 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

496 その他物品 サツマイモ外６点の購入 八百大

497 その他物品 試薬の購入 高長

498 その他物品 ラテックスグローブ外６点の購入 バイオテック・ラボ
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499 その他物品 有精卵の購入 日生研

500 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

501 その他物品 パソコン外1点の購入 奥田商会

502 その他物品 ﾎﾞﾄﾙｽﾄｯｶｰHA-1外20点の購入 東明サイエンス

503 その他物品 布ﾃｰﾌﾟ外62点の購入 イナダオフィス

504 その他物品 マウス用飼料の購入 EPS益新

505 その他物品 ステレオ用ガイド外１０点の購入 高長

506 工事 N棟4階凍結保存室電源工事 新日本制御

507 その他物品 水銀ランプ外11点の購入 池田理化

508 その他物品 PRGARD S2 CRTRIDE外1点の購入 中嶋製作所

509 委託 国内特許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

510 その他物品 小動物用入墨器外4点の購入 和科盛

511 その他物品 テープカートリッジ外33点の購入 イナダオフィス

512 委託 ニホンザル細菌検査委託 予防衛生協会

513 その他物品 ディスポピペットの購入 理科研

514 その他物品 Anti-Kinninogen 1 antibody外５点の購入 岩井化学薬品

515 その他物品 透明ブックﾃｰﾌﾟ外9点の購入 吉武商会

516 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

517 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

518 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

519 その他物品 DMEM,HighGlucose他7点の購入 チヨダサイエンス

520 その他物品 トナーカートリッジ外17点の購入 東京ディエスジャパン

521 その他物品 充電池外２１点の購入 小川商店

522 その他物品 APSｺｰﾄｽﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｽｲｴﾛｰ外17点の購入 バイオテック・ラボ

523 その他物品 ｽｷｬﾅｰ外2点の購入 コーディネート

524 その他物品 AG17外8点の購入 利根化学

525 その他物品 環境推進ﾄﾅｰ外7点の購入 東京ディエスジャパン

526 その他物品 ﾍﾞﾝｺｯﾄ外4点の購入 アズサイエンス

527 その他物品 凍結保存液・培養液の購入 アーク・リソース

528 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

529 その他物品 DroppGeneratorOil外6点の購入 高長

530 その他物品 イーサネットスイッチ外6点の購入 奥田商会

531 その他物品 試験管外１０点の購入 アズサイエンス

532 その他物品 塩化コバルト（2）外⒖点の購入 ナカライテスク

533 その他物品 FGF-basic外５点の購入 利根化学

534 委託 質量分析計4800移設作業委託 池田理化

535 その他物品 メンディングテープ外２４点の購入 イナダオフィスサプライ

536 その他物品 カバーグラス外13点の購入 東明サイエンス

537 その他物品 APSｺｰﾄｽﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｽ外５点の購入 理科研

538 その他物品 サンプルチューブ外１５点の購入 池田理化

539 その他物品 ボックスコンテナ外12点の購入 東明サイエンス

540 その他物品 ポリ-D-リシンディッシュ外５点の購入 和科盛商会

541 その他物品 核酸λ-DNA外１２点の購入 バイオテック・ラボ

542 委託 倒木撤去作業及び傾斜木復旧作業委託 野沢園

543 その他物品 Anti-Glucocorticoid外10点の購入 カーク

544 その他物品 トナー回収ボトル外６点の購入 コーディネート

545 その他物品 飼料の購入 オリエンタル酵母

546 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）

547 その他物品 炭酸ガス外7点の購入 千代田

548 委託 N棟4階機械室4間接式蒸気加湿器修繕 ウエットマスター
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549 その他物品 ピペットチップ外６点の購入 東和科学

550 その他物品 回転台外3点の購入 バイオリサーチセンター

551 その他物品 ヒートシンクの購入 シグマ光機

552 委託 第18回都医学研国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾎﾟｽﾀｰの印刷 三鈴印刷

553 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

554 その他物品 放射性物質の購入 日本アイソトープ協会

555 その他物品 パソコンの購入 イナダオフィス・サプライ

556 その他物品 マウス血液生化学検査委託 予防衛生協会

557 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

558 その他物品 ｷﾑﾀｵﾙ外7点の購入 アズサイエンス

559 その他物品 液体洗剤外49点の購入 イナダオフィス

560 その他物品 実験動物の購入 日本クレア

561 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

562 その他物品 サージカルマスクの購入 スズケン

563 その他物品 OrexinA Fluorescent EIA kit他４点の購入 利根化学

564 その他物品 消毒用エタノール外12点の購入 バイオテック・ラボ

565 委託 検体輸送委託 セルート

566 その他物品 サツマイモ外７点の購入 八百大商店

567 その他物品 全自動洗濯機外２点の購入 吉武商会

568 その他物品 内蔵ハードディスク外7点の購入 コーディネート

569 その他物品 マウスの購入 オリエンタル酵母工業

570 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

571 委託 封筒外1点の購入 ヨシダ印刷

572 その他物品 ホワイトボードシート外5点の購入 奥田商会

573 委託 国立水俣病総合研究センターサイト用サーバ利用・維持管理 オープンソース・ワークショップ

574 その他物品 ＲＩ滅菌飼料の購入 日本クレア

575 その他物品 マウス過剰排卵誘起剤外４点の購入 九動

576 その他物品 試薬の購入 高長

577 その他物品 試薬の購入 東和科学

578 その他物品 ACアダプター外４点の購入 奥田商会

579 委託 電話交換機基盤交換修繕 沖ウィンテック

580 その他物品 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾁｯﾌﾟ外11点の購入 バイオテック・ラボ

581 委託 Dinaシステム本体バルブ修理委託 ケーワイテクノロジー

582 その他物品 合成DNAの購入 北海道システムサイエンス

583 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）

584 委託 メタボローム解析委託 アズバイオ

585 その他物品 サージカルマスク外6点の購入 和科盛商会

586 その他物品 コピー用紙外１４点の購入 イナダオフィスサプライ

587 その他物品 マウス凍結胚の購入 医薬基盤・健康・栄養研究所

588 委託 ニホンザル定期検査委託 予防衛生協会

589 その他物品 リンパ球分離チューブ外４点の購入 バイオテック・ラボ

590 その他物品 メッシュ外16点の購入 カーク

591 その他物品 RISO EXｲﾝｸ F外4点の購入 理想科学

592 その他物品 ホッチキス外51点の購入 イナダオフィス

593 工事 S棟3階研究室306電源工事 新日本制御

594 その他物品 医療用酸素外３点の購入 千代田

595 その他物品 消毒用エタノール外５点の購入 高長

596 その他物品 MEM,no glutamine外6点の購入 ナカライテスク

597 その他物品 トナーカートリッジ外13点の購入 東京ディエスジャパン

598 その他物品 振とう器の購入 林理化学
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599 その他物品 クロロキン二リン酸外５点の購入 高長

600 委託 T-RFLPフローラ解析委託 テクノスルガ・ラボ

601 委託 超純水製造装置修理委託 池田理化

602 その他物品 限外濾過フィルターの購入 トキワ科学器械

603 その他物品 Penicillin-Streptomycin外１点の購入 ナカライテスク

604 委託 マウス輸送委託 広潤社

605 その他物品 一体成型試験管立て外５点の購入 池田理化

606 工事 S棟1階研究室106切出し室排気ダクト工事 第一工業

607 その他物品 標本びん外13点の購入 池田理化

608 その他物品 パラフィン外3点の購入 岩井化学薬品

609 その他物品 Elisa用プレート外１１点の購入 バイオテック・ラボ

610 その他物品 ストレージボトル外７点の購入 チヨダサイエンス

611 その他物品 カメラレンズの購入 奥田商会

612 その他物品 合成DNAの購入 北海道システムサイエンス

613 その他物品 ディスポグローブ外9点の購入 アズサイエンス

614 その他物品 バイアルの購入 ハイテック

615 その他物品 FGF-basic外３点の購入 アズサイエンス

616 その他物品 放射性物質の購入 日本アイソトープ協会

617 その他物品 ディスポピペット外４点の購入 理科研

618 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）

619 その他物品 ピペットチップ外６点の購入 チヨダサイエンス

620 工事 所長室ロールスクリーン取付工事 松尾工務店

621 委託 平成30年度研究評価委員会実施に伴う速記委託（単価契約） 神戸綜合速記

622 委託 第18回都医学研国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ抄録の印刷 アイガー

623 委託 ノートPC修理 コーディネート

624 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

625 その他物品 有精卵の購入 大宮家禽

626 その他物品 サツマイモ外６点の購入 八百大商店

627 その他物品 マウス外７点の購入 コーディネート

628 委託 試薬輸送委託 ワールド・クウリアー

629 その他物品 洋書9点の購入 南江堂

630 その他物品 ディスポピペットの購入 理科研

631 その他物品 β-Amyloid外９点の購入 ナカライテスク

632 その他物品 マウスの購入 日本クレア

633 その他物品 ＬＡＮケーブル外１１点の購入 奥田商会

634 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

635 その他物品 ｶﾗｰﾃｰﾌﾟ外18点の購入 和科盛商会

636 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

637 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

638 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

639 委託 英文校正委託 フォルテ

640 その他物品 バッテリーパック外５点の購入 奥田商会

641 その他物品 ソフトウェア外３点の購入 コーディネート

642 その他物品 洋書4点の購入 紀伊國屋書店

643 委託 案内板等作成取り付け委託 久保商店

644 委託 ばい煙測定委託 環境技研

645 その他物品 試薬の購入 アズサイエンス

646 その他物品 ２種混合ガス外３点の購入 千代田

647 委託 化合物輸送 セルート

648 その他物品 プロジェクター外６点の購入 コーディネート

13



№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

649 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

650 その他物品 神経細胞培養用培地外７点の購入 アズサイエンス

651 委託 火災報知設備感知器交換修繕 サンコー技研

652 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

653 委託 第18回医学研国際シンポジウム実施に伴うレンセプション業務委託 レストラン・ピガール

654 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）

655 その他物品 ディスポオイフ外７点の購入 シグニ

656 その他物品 光ファイバー用カニューラの購入 ソーラボジャパン

657 委託 画像解析装置修理委託 和科盛商会

658 その他物品 滅菌サンプリングチューブ外４点の購入 チヨダサイエンス

659 その他物品 Heparinase Ⅰand ⅢBlend外６点の購入 カーク

660 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

661 その他物品 ビオラモマイクロチューブ外１２点の購入 東明サイエンス

662 その他物品 凍結ブロック用台座外1点の購入 東京サイエンス

663 その他物品 UV LAMP FOR ELIX UV外2点の購入 チヨダサイエンス

664 その他物品 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ外6点の購入 コーディネート

665 その他物品 ＳＤＳジグソー外９点の購入 池田理化

666 委託 N棟機械室内蒸気配管修繕 第一工業

667 その他物品 Anti HMGB1外８点の購入 チヨダサイエンス

668 その他物品 アクリルアミドＨＱ外６点の購入 高長

669 その他物品 Q-GARD 1 CARTRIDGE外1点の購入 中嶋製作所

670 その他物品 オリゴ外１６点の購入 岩井化学薬品

671 その他物品 インクタンク外１０点の購入 東京ディエスジャパン

672 その他物品 六角ﾅｯﾄ外4点の購入 バイオリサーチセンター

673 その他物品 B-27 Supplement外５点の購入 ナカライテスク

674 その他物品 試薬の購入 高信化学

675 その他物品 棚板外2点の購入 林理化学

676 その他物品 ｺﾋﾟｰ用紙外4点の購入 理想科学工業

677 その他物品 ディスポマスク外１２点の購入 カーク

678 委託 画像解析装置修理委託 和科盛商会

679 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

680 委託 合成遺伝子作成委託 ジェンンスクリプトジャパン

681 その他物品 ニトリルグローブ外１０点の購入 理科研

682 委託 超低温ﾌﾘｰｻﾞｰ修理委託 東明サイエンス

683 その他物品 BssHⅡ外9点の購入 池田理化

684 その他物品 パソコンの購入 和泉ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾏｼﾝ

685 その他物品 インクカートリッジ外２１点の購入 東京ディエスジャパン

686 その他物品 ｿﾌﾄｳｪｱ外2点の購入 奥田商会

687 その他物品 分析天秤の購入 カーク

688 その他物品 液体洗剤外68点の購入 イナダオフィス

689 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

690 その他物品 輪ｺﾞﾑ外21点の購入 小川商店

691 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

692 委託 漏えいアカウント被害調査の実施 大崎コンピュータ

693 委託 麻酔器保守点検委託 アコマ医科工業

694 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

695 その他物品 サツマイモ外７点の購入 八百大商店

696 その他物品 飼料の購入 オリエンタル酵母工業

697 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

698 その他物品 ﾌﾛｰﾒｰﾀ外2点の購入 池田理化
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699 その他物品 ピペットチップ外１２点の購入 エキシジェン

700 委託 国内特許出願に係る事務委任契約 特許業務法人小田島特許事務所

701 その他物品 ディスポピペット外7点の購入 理科研

702 委託 プリンタ修理委託 奥田商会

703 その他物品 洋書5点の購入 南江堂

704 委託 T-RFLPフローラ解析委託 テクノスルガ・ラボ

705 その他物品 電気魔法瓶外3点の購入 吉武商会

706 その他物品 RI滅菌飼料外１点の購入 日本クレア

707 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）

708 委託 封筒の印刷 ヨシダ印刷

709 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

710 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

711 その他物品 安楽死システムの購入 ハムリー

712 その他物品 スーパーセップＴＭエース外１０点の購入 理化研

713 委託 ニホンザル輸送委託 葛生運送

714 その他物品 Electrode Interface Board外4点の購入 バイオリサーチセンター

715 その他物品 書籍15点の購入 紀伊國屋書店

716 その他物品 ソフトウェアライセンスの購入 テガラ

717 委託 N棟4階パスルームグレモン電気錠交換修繕 戸田健商

718 その他物品 顕微鏡用対物レンズの購入 池田理化

719 その他物品 耐火金庫外３点の購入 和泉ビジネス

720 その他物品 有精卵の購入 大宮家禽研究所

721 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

722 その他物品 PSチューブ外１５点の購入 東和科学

723 委託 マウス微生物検査委託 実験動物中央研究所

724 委託 マウス血液生化学検査委託 予防衛生協会

725 その他物品 丸カバーグラス外１２点の購入 カーク

726 委託 英語版リーフレットの印刷 アイワエンタープライズ

727 その他物品 ﾌｨｯﾄﾌﾗｸﾞ栓 3点の購入 チヨダサイエンス

728 委託 ニホンザル検疫検査委託 予防衛生協会

729 その他物品 トナーカートリッジ外１０点の購入 東京ディエスジャパン

730 その他物品 サージカルマスクの購入 スズケン

731 その他物品 ガスタイトシリンジ外３点の購入宇 林理化学

732 その他物品 アルコールの購入 信和アルコール産業

733 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

734 委託 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟ・遠心機修理委託 東明サイエンス

735 その他物品 マウス精子前培養培地外２点の購入 九動

736 委託 コールターカウンター修理委託 和科盛商会

737 その他物品 ディスポピペットの購入 理科研

738 委託 次亜水生成装置修繕 エイチ・エス・ピー

739 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

740 その他物品 オリゴ外１６点の購入 岩井化学薬品（オリゴ)

741 その他物品 給餌・給水器一式外２点の購入 トキワ科学器械

742 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

743 委託 固定装置用マイクロマニピュレータのオーバーホール アズサイエンス

744 委託 監査支援業務委託 シミック

745 その他物品 試薬の購入 高長

746 委託 血清サンプル分析委託 アクト・サイエンス

747 その他物品 放射性物質の購入 日本アイソトープ

748 その他物品 試薬の購入 高信化学
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749 委託 商標調査委託 特許業務法人YKI国際特許事務所

750 委託 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ修理委託 和科盛商会

751 その他物品 マイクロクリーンエコマットの購入 丸三製薬バイオテック

752 委託 医学雑誌の合冊製本委託 ナカバヤシ

753 委託 椅子クリーニングの委託 世界サービス㈱

754 その他物品 実験動物の購入 日本クレア

755 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

756 その他物品 窒素ガス吹き付けユニット外１点の購入 高信化学

757 その他物品 マウス過剰排卵誘起剤の購入 九動

758 その他物品 RedHad Enterpriseサブスクリプションの購入 富士通マーケティング

759 委託 英文校正委託 フォルテ

760 その他物品 インクジェットプリンター外１１点の購入 奥田商会

761 その他物品 椅子外２５点の購入 イナダオフィスサプライ

762 その他物品 超単焦点プロジェクターの購入 奥田商会

763 その他物品 綿棒外１１点の購入 小川商店

764 その他物品 滅菌ピペット外7点の購入 東和科学

765 その他物品 沈殿試薬外5点の購入 東和科学

766 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

767 委託 ドラフトチャンバー修理委託 東明サイエンス

768 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

769 その他物品 事務用椅子外1点の購入 奥田商会

770 委託 RI測定機器点検委託 千代田テクノル

771 その他物品 マイクロプレート外６点の購入 林理化学

772 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

773 委託 電子顕微鏡ステージY軸動作異常調査委託 日立ハイテクフィールディング

774 その他物品 Plasmid DNA外5点の購入 チヨダサイエンス

775 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

776 その他物品 感光体ﾕﾆｯﾄ外7点の購入 東京ディエスジャパン

777 委託 バイオハザード対策キャビネット点検委託 和科盛商会

778 委託 T-RFLPフローラ解析委託 テクノスルガ・ラボ

779 委託 研究室内配置換え作業委託 ハート引越センター

780 委託 自転車置場人感センサー検知器交換修繕 星和建設工業

781 その他物品 限外濾過フィルターの購入 トキワ科学器械

782 その他物品 アセトニトリル外１２点の購入 ナカライテスク

783 その他物品 試薬の購入 東和科学

784 その他物品 ｺﾋﾟｰ用紙外9点の購入 コーディネート

785 その他物品 ミクロトーム用ナイフホルダーの購入 大和光機工業

786 委託 連携大学院説明会ポスターの印刷 アイガー

787 その他物品 コラーゲンType1外7点の購入 カーク

788 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）

789 委託 プリンター修理 奥田商会

790 その他物品 ﾌﾘｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ外9点の購入 バイオテック・ラボ

791 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

792 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

793 その他物品 合成DNAの購入合成DNAの購入 北海道システムサイエンス

794 その他物品 有精卵の購入 大宮家禽研究所

795 その他物品 Smart Keyboard他4点の購入 和泉ビジネス・マシン

796 委託 N棟1階研究室102ドアテンキー錠設置委託 戸田建商

797 その他物品 医療用酸素外3点の購入 千代田

798 その他物品 試薬の購入 カーク
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799 その他物品 注射針外11点の購入 アズサイエンス

800 委託 超遠心機修理委託 池田理化

801 その他物品 ＲＩ滅菌飼料外２点の購入 日本クレア

802 その他物品 ﾀﾌﾞﾚｯﾄPCの購入 和泉ビジネス・マシン

803 その他物品 Anti PEX3, Human (Rabbit)外3点の購入 利根化学

804 その他物品 ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ外5点の購入 東京ディエスジャパン

805 その他物品 生理食塩液外6点の購入 チヨダサイエンス

806 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

807 その他物品 フィルターユニット外5点の購入 理化研

808 その他物品 翼付静注針外１１点の購入 バイオテック・ラボ

809 その他物品 試薬の購入 ナカライテスク

810 その他物品 試薬の購入 シンセラ・テクノロジーズ

811 委託 超低温フリーザー修理委託 池田理化

812 工事  N棟3階機器室3C電源工事 新日本制御

813 その他物品 作業台外１点の購入 トキワ科学器械

814 委託 国内特許出願に係る事務委任契約 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT&TRADEMARK

815 その他物品 サーモシェーカー（冷却機能付）の購入 池田理化

816 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

817 委託 プリンタ修理委託 イナダオフィスサプライ

818 その他物品 セキュリティ機能付きロッカーの購入 コーディネート

819 委託 N棟3階RI室監視カメラ設備カメラ基盤交換修繕 東洋エンジニヤリング

820 その他物品 貼付け型ディテクタ外5点の購入 東明サイエンス

821 その他物品 ペーパーハンドタオル外３点の購入 スズケン

822 その他物品 収納庫外８点の購入 イナダオフィスサプライ

823 その他物品 実験動物の購入 日本エスエルシー

824 その他物品 オフィスチェアー外1点の購入 奥田商会

825 その他物品 液晶モニタ外1点の購入 井上事務機事務用品

826 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

827 その他物品 実験動物の購入 日本クレア

828 その他物品 会議用デスク外1点の購入 イナダオフィスサプライ

829 その他物品 シリコンパウンドセット外３点の購入 バイオリサーチセンター

830 その他物品 モノクロプリンターの購入 コーディネート

831 その他物品 英文校正委託 カクタス・コミュニケーションズ

832 その他物品 実験動物の購入 オリエンタル酵母工業

833 工事 S棟3階機器室3B電源工事 新日本制御

834 その他物品 試薬の購入 岩井化学薬品

835 その他物品 限外濾過フィルターの購入 トキワ科学器械

836 委託 酸素検出警報器保守点検委託 日本電技

837 その他物品 ピューラックスS外１５点の購入 東明サイエンス

838 その他物品 3.5ｲﾝﾁHDD外7点の購入 コーディネート

839 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

840 委託 N棟4階メンテナンスデッキビニールシート敷設作業委託 オール商会

841 その他物品 事業計画書　当初予算明細書の印刷 アイガー

842 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）

843 その他物品 フィルター外７点の購入 バイオテック・ラボ

844 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）

845 その他物品 空気ガス外5点の購入 千代田

846 その他物品 ラベル外１点の購入 理科研

847 その他物品 モノクロプリンター外２点の購入 コーディネート

848 その他物品 記録ヘッド外4点の購入 池田理化
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849 委託 ニホンザル検疫検査委託 予防衛生協会

850 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

851 その他物品 ＨＴＦ外2点の購入 アーク・リソース

852 その他物品 マウス精子凍結保存液外3点の購入 九動

853 委託 N棟4階SPF飼育室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 siRNA外１点の購入 アズサイエンス

855 その他物品 飼料の購入 EPS益新

856 その他物品 ＲＩ滅菌飼料の購入 日本クレア

857 その他物品 ノートパソコン台外１点の購入 コーディネート

858 その他物品 試薬外３点の購入 東明サイエンス
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〔契約金額50,000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 その他物品 床敷（パルソフト）の購入 オリエンタル酵母工業

2 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

3 委託 人材派遣契約(ウィルス感染　小池) アドバンテック

4 その他物品 ＲＩ滅菌飼料外1点の購入（単価契約） 日本クレア

5 委託 複写サービスに関する契約（単価契約） 富士ゼロックス

6 委託 一般・特殊健康診断委託（単価契約） 同友会

7 委託 遺伝子改変（Tg）マウスの増産及びMorris水迷路試験委託 LSIメディエンス

8 その他物品 マイクロアイソレーター用給排気装置外１点の購入 夏目製作所

9 その他物品 液体シンチレーションシステムの購入 千代田テクノル

10 その他物品 走査電子顕微鏡外48点の賃借 日立キャピタル

11 委託 人材派遣契約(秘書業務　所長室) アドバンテック

12 委託 統計専門相談業務委託（単価契約） スタットコム

13 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・ビー・ブイ

14 委託 非常用発電設備総合保守点検委託 多紀システック

15 委託 人材派遣契約(多屋　飼育管理) 三協ラボサービス

16 委託 電子計算機による給与計算処理委託 ＰＵＣ

17 委託 遺伝子組換え拡散防止装置保守点検委託 日本医化器械製作所

18 委託 非常用放送設備更新委託 東洋エンジニヤリング

19 その他物品 マウス・ラット用無加温型非観血式血圧計外３点の購入 室町機械

20 委託 人材派遣契約(新井　統合失調症1) アドバンテック

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

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

23 その他物品 ウェブアクセス権の使用許諾委託 クラリベイト・アナリティクス・ジャパン

24 委託 平成30年度外部監査委託 清泉監査法人

25 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

26 委託 パッケージ形空気調和機点検委託 ダイキン工業

27 その他物品 驚愕反応装置の購入 室町機械

28 その他物品 ニホンザルの購入 川原鳥獣貿易

29 委託 技術移転支援業務委託 ADCHI-ORESKI CONSULTINGJOINT VENTURE

30 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

31 委託 人材派遣契約(感染制御　小原3　研究補助) パーソナルテンプスタッフ

32 委託 動物の微生物検査委託 実験動物中央研究所

33 委託 人材派遣契約(新井　統合失調症2) WDB

34 その他物品 顕微鏡レンズシステム外8点の賃借 芙蓉総合リース

35 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

36 委託 アカゲザル及びマーモセットの頭部外科手術及び脊髄液等の採取委任契約 橋本雅史

37 委託 人材派遣契約(感染制御　小原2 研究補助) アヴァンティスタッフ

38 委託 人事派遣契約(長谷川　研究) アドバンテック

39 委託 人材派遣契約(研究補助業務)（依存性薬物） パーソルテンプスタッフ

40 委託 人材派遣契約(感染制御　小原４ 研究補助) パーソナルテンプスタッフ

41 委託 N棟2階電気室内無停電電源装置修繕 ホマレ電池

42 委託 電子顕微鏡(H-7650)の修理 日立ハイテクフィールディング

43 その他物品 職員カード発行システムの購入 フォー

44 その他物品 質量分析装置外4点の賃借 ＪＡ三井リース

45 委託 エレベーター保守委託 中央エレベーター

46 委託 平成３０年度消化器検診健診委託 東京都がん検診センター

47 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

48 委託 平成３０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

30年度契約結果（特定契約）
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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

49 委託 空調自動制御装置バッテリ及びパソコン交換修繕 日本電技

50 委託 人材派遣契約(感染制御　小原1　研究補助) パーソルテンプスタッフ

51 その他物品 クリーンベンチ外13点の賃借 三菱ＵＦＪリース

52 委託 吸収式冷温水発生器修繕 パナソニック産機システムズ

53 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 SMFLキャピタル

54 委託 ビルエネルギー管理システム交換修繕 日本電技

55 委託 「認知症ｹｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ推進事業」DEMBASE改修委託 インフォテック

56 委託 排水処理設備修繕 日本施設

57 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

58 委託 電子顕微鏡(JEM-1400)保守点検委託 日本電子

59 委託 平成３０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

60 委託 中央監視室監視カメラデジタルレコーダーの交換修繕 東洋エンジニヤリング

61 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

62 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

63 委託 キメラマウスを用いたHBV遺伝子型A-P1株の増幅委託 フェニックスバイオ

64 その他物品 BaseSpace Correlation Engineライセンス契約 セレスバイオサイエンス

65 委託 低温室保守点検委託 日本医化器械製作所

66 その他物品 定量解析用ソフトの購入 モルシス

67 委託 認知症ケアプログラム（DEMBASE)オンラインシステムの保守支援委託 インフォテック

68 委託 ＤＮＡ分離検査委託 ＬＳＩメディエンス

69 委託 電力・入退室管理システムUPSバッテリー及び監視用パソコン交換修繕 裕幸計装

70 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

71 その他物品 ハイコンテンツスクリーニングシステム外6点の賃借（再リース） 日立キャピタル

72 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

73 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

74 その他物品 ソフトウェアの購入 メディカル･データ・ビジョン

75 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

76 その他物品 抗原蛋白質の購入 ビークル

77 委託 認知症ケアプログラム（DEMBASE)オンラインシステムデータ活用に向けた調査 インフォテック

78 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

79 委託 給与システムの改修委託 PUC

80 委託 電話交換機蓄電池交換修繕 沖ウィンテック

81 その他物品 高性能フィルターの購入 進和テック

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

83 委託 薬事専門業務相談（単価契約） CTD

84 その他物品 共焦点顕微鏡用レーザーの購入 池田理化

85 委託 税務顧問委嘱契約 出塚会計事務所

86 工事 N棟1階機械室3給気ファンインバータ化工事 日本電技

87 その他物品 シールド防音箱の購入 小原医科産業

88 委託 前臨床試験用GMP製剤保管業務の委託 ㈱トライアングル

89 その他物品 EndNoteサイトライセンスの購入 ユサコ

90 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の委託について ワイイシーソリューションズ

91 その他物品 リフターの購入 トキワ科学器械

92 その他物品 マカクザルケージ扉の購入 トキワ科学器械

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

94 委託 脳神経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の保守管理委託 オープンソース・ワークショップ

95 委託 N棟P3系統排風機保守点検委託 イナリサーチ

96 委託 RI廃棄物廃棄業務委託 日本アイソトープ協会

97 委託 利益相反ＷＥＢ申告システム維持管理保守業務委託 ビッグバン

98 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
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99 その他物品 解析ソフト使用許諾契約 SAS Institute Japan

100 委託 平成30年度標的型攻撃メール対策訓練フォロー研修の実施 大崎コンピュータエンヂニアリング

101 工事 S棟1階研究室110電気錠追加工事 裕幸計装

102 その他物品 輸入マウスの購入 オリエンタル酵母工業

103 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

104 委託 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願等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

105 その他物品 ニホンザルの購入 川原鳥獣貿易

106 委託 エネルギー管理委託 NTTファシリティーズ

107 委託 ボイラ給水用軟水装置修繕 アクアス

108 その他物品 災害備蓄品の購入 東京コロニー

109 その他物品 遺伝子改変マウスの購入 マーシャル・バイオリソーシス

110 委託 東京都医学総合研究所公式ホームページサーバー管理保守委託 ジグソー

111 その他物品 実験動物の購入 日本エスエルシー

112 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

113 その他物品 ケージトップ外４点の購入 小原医科産業

114 その他物品 AGEsセンサの購入 シャープライフサイエンス

115 その他物品 マウスの購入 日本エスエルシー

116 委託 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

117 委託 遺伝子発現プラスミド作成委託 ジェンンスクリプトジャパン

118 委託 事務局NAS（ネットワーク対応HDD)の設置・保守委託 コーディネート

119 その他物品 血圧計の購入 ユニークメディカル

120 その他物品 実験動物の購入 日本エスエルシー

121 委託 元号改正に伴う給与システムの改修委託 PUC

122 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

123 委託 N棟ボイラー給水ポンプ交換修繕 三浦工業

124 その他物品 ＲＩ滅菌飼料外２点の購入 日本クレア

125 その他物品 ヘッドステージの購入 ユニークメディカル

126 委託 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願等に係る事務委任契約 特許業務法人谷川国際特許事務所

127 委託 明細書の翻訳委託 久遠特許事務所 弁理士 奥山尚一

128 委託 プレス資料の配信及びウェブ掲載委託 共同通信PRワイヤー

129 委託 カラー印刷機保守点検委託 理想科学工業

130 その他物品 マウス・ラットの購入 日本エスエルシー

131 委託 ポスターデザイン委託 後藤克典

132 その他物品 マウス・ラット・ウサギの購入 日本エスエルシー

133 委託 人材派遣契約(新井　統合失調症３) WDB

134 その他物品 小型充填機の購入 サンシン

135 委託 ＲＩ排水設備貯留槽清掃業務委託 千代田テクノル

136 その他物品 デジタルサーモメーターの購入 ユニークメディカル

137 委託 マウス輸送委託 葛生運送

138 委託 マウス輸送委託 葛生運送

139 その他物品 実験動物の購入 日本エスエルシー

140 その他物品 実験動物の購入 日本エスエルシー

141 その他物品 マウスの購入 日本クレア

142 その他物品 実験動物の購入 日本エスエルシー

143 その他物品 マウス用ソーシャビリティケージの購入 室町器械

144 その他物品 実験動物の購入 日本クレア

145 その他物品 行動科学研究装置外1点の賃借 東京センチュリー

146 その他物品 ﾏｳｽの購入 オリエンタル酵母

147 委託 遺伝子検査委託 湧永製薬

148 その他物品 マウスの購入 日本エスエルシー
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149 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

150 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

151 その他物品 マウスの購入 日本クレア

152 委託 「認知症ケアプログラム事業」DEMBASE改修 インフォテク

153 その他物品 朝日新聞外３点の購読 ASA千歳船橋店

154 その他物品 実験動物の購入 日本エスエルシー

155 その他物品 小動物用麻酔器の購入 夏目製作所

156 その他物品 マウスの購入 オリエンタル酵母工業

157 委託 CAGE解析委託 ダナフォーム

158 その他物品 非接触式ICカードの購入 フォー

159 その他物品 実験動物の購入 日本クレア

160 その他物品 血小板凝集能測定装置外1点の賃借 オリックス

161 その他物品 医中誌web版の利用 ユサコ

162 その他物品 アコースティックソルビライザーの賃借 興銀リース

163 その他物品 AED（自動体外式除細動器）の賃借 セコム

164 その他物品 ローター外3点の賃借 三井住友ファイナンス＆リース

165 委託 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願等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
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