
 

500 万円を超える随意契約（R2 年度関連：物品・役務：経理調達課） 

 

(1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

電波伝搬シミュレータ Wireless Insite Pro 

(2)随意契約を締結した日 

令和 2年 6月 30 日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

（株）構造計画研究所 

(4)随意契約に係る契約金額 

6,600,000 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

 

(1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

会計監査契約（事業年度：令和 2年度） 

(2)随意契約を締結した日 

令和 2年 8月 20 日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

有限責任監査法人 トーマツ 

(4)随意契約に係る契約金額 

6,600,000 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

 



 

500 万円を超える随意契約（R2 年度関連：物品・役務：経理調達課） 

 

(1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

5G スキャニングレシーバ 

(2)随意契約を締結した日 

令和 2年 8月 11 日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

丸文（株） 

(4)随意契約に係る契約金額 

9,900,000 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

(1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

DSC 粉末 X線同時測定装置用リモート解析システム 

(2)随意契約を締結した日 

令和 2年 8月 3日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

（株）リガク 

(4)随意契約に係る契約金額 

6,828,800 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

 

 



 

500 万円を超える随意契約（R2 年度関連：物品・役務：経理調達課） 

 

 

(1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

CCD 型単結晶 X線回折装置自動化システム一式 

(2)随意契約を締結した日 

令和 2年 8月 3日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

（株）リガク 

(4)随意契約に係る契約金額 

18,334,800 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

 (1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

PI System ライセンス 一式 

(2)随意契約を締結した日 

令和 2年 10 月 22 日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

Oslsoft Japan(株) 

(4)随意契約に係る契約金額 

8,474,580 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

 

 



 

500 万円を超える随意契約（R2 年度関連：物品・役務：経理調達課） 

 

 

(1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

量子もつれ分光用分光器 一式 

(2)随意契約を締結した日 

令和 2年 8月 3日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

西進商事（株）東京支店 

(4)随意契約に係る契約金額 

5,982,130 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

(1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

東・西地区教室の除菌清掃及び暗幕、カーテン更新 一式 

(2)随意契約を締結した日 

令和 2年 12 月 2 日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

（株）ムサシ 

(4)随意契約に係る契約金額 

19,121,743 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

 

 



 

500 万円を超える随意契約（R2 年度関連：物品・役務：経理調達課） 

 

 

(1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

ディジタル・オシロスコープ 一式 

(2)随意契約を締結した日 

令和 2年 11 月 19 日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

穂高電子（株）東京営業所 

(4)随意契約に係る契約金額 

12,874,620 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

 

 (1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

近赤外蛍光寿命測定装置 一式 

(2)随意契約を締結した日 

令和 3年 2月 15 日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

MSH システムズ（株） 

(4)随意契約に係る契約金額 

7,821,000 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

 



 

500 万円を超える随意契約（R2 年度関連：物品・役務：経理調達課） 

 

 

(1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

最先端三次元形状測定・評価システム更新 一式 

(2)随意契約を締結した日 

令和 3年 2月 26 日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

高千穂精機（株） 

(4)随意契約に係る契約金額 

14,802,920 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

 

 (1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

生体ガス分析用質量分析装置 一式 

(2)随意契約を締結した日 

令和 3年 2月 26 日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

（有）アルコシステム 

(4)随意契約に係る契約金額 

11,000,000 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

 



 

500 万円を超える随意契約（R2 年度関連：物品・役務：経理調達課） 

 

(1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

触針段差計 一式 

(2)随意契約を締結した日 

令和 3年 2月 26 日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

ブルカージャパン（株） 

(4)随意契約に係る契約金額 

9,078,070 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

 

 (1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

財務会計システム（GrowOne） 年間保守（契約期間：2021.4.1-2022.3.31） 

(2)随意契約を締結した日 

令和 3年 3月 1日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

（株）ニッセイコム 

(4)随意契約に係る契約金額 

9,610,476 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

 



 

500 万円を超える随意契約（R2 年度関連：物品・役務：経理調達課） 

 

(1)随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量 

中圧ガスドライヤーの更新 一式 

(2)随意契約を締結した日 

令和 2年 9月 8日 

(3)随意契約の相手方の氏名及び住所 

小池酸素工業（株） 

(4)随意契約に係る契約金額 

11,968,000 円 

(5)随意契約によることとした理由 

契約の性質または目的が競争を許さなかったため 

（国立大学法人電気通信大学会計規則第 28条第 1項第 1号） 

(6)その他必要な事項 

 

 

 


