
随意契約情報の公開 平成28年3月31日現在

件　　　　名 数量 契約を締結した日 相手方の商号又は名称及び住所 契約金額 随意契約によることとした理由

外国雑誌 Harvard business review はじめ 計
1,262点

一式 平成27年4月1日
東京都港区海岸1丁目9番18号
丸善株式会社

111,367,039円 契約の性質又は目的が競争を許さない

外国雑誌　Revue generale de droit
international public　はじめ 計261点

一式 平成27年4月1日

東京都八王子市明神町3丁目20
番6号
八王子ファーストスクエア
株式会社紀伊國屋書店

13,631,814円 契約の性質又は目的が競争を許さない

平成27年度 データベースアクセス権許諾契約
(LEXIS-NEXIS オンライン情報サービス)

一式 平成27年4月1日

東京都港区東麻布1-9-15
東麻布1丁目ビル6階
レクシスネクシス・ジャパン株式
会社

3,184,284円 契約の性質又は目的が競争を許さない

平成27年度 データベースアクセス権許諾契約
(EconLit with full text, Academic Search Elite,
Index to Legal Periodicals & Books, MLA
International Bibliography, Business Source
Elite)

一式 平成27年4月1日
5724 Highway 280 East
Birmingham, AL, U.S.A.
EBSCO INTERNATIONAL, INC.

4,299,700円 契約の性質又は目的が競争を許さない

海外留学モニター事業に係る実施業務 一式 平成27年4月3日
東京都新宿区西新宿2-1-1
株式会社ＪＴＢコーポレートセー
ルス

161,533,747円 企画競争

Upenn国内英語研修（1回目） 一式 平成27年4月20日
THE TRUSTEES OF THE
UNIVERSITY OF
PENNSYLVANIA

3,460,320円 契約の性質又は目的が競争を許さない

一橋大学キャンパスマスタープラン策定に係る
資料作成等支援事業

一式 平成27年6月19日

東京都新宿区神楽坂6丁目67番
地
神楽坂ＦＮビル2階
株式会社都市計画設計研究所

9,495,360円 企画競争

財務会計システムの業務系情報基盤システム
への移行作業

一式 平成27年6月30日
東京都品川区大井１－４７－１
株式会社ニッセイコム

7,318,080円 契約の性質又は目的が競争を許さない

（国立）東１号館他便所改修機械設備工事 一式 平成27年7月24日
東京都小平市小川東町一丁目１
６番３号
株式会社笹間設備

22,140,000円

一般競争入札に付し、２回の入札で予定
価格範囲内の落札者がいなかった為入札
を打ち切り、本学契約事務取扱要項第38
条第3号により随意契約とした。

（国立）別館インテリジェントホール屋外環境整
備工事

一式 平成27年9月11日

東京都中野区東中野四丁目２７
番３３号
エムエス東中野ビル４Ｆ
トータル建設株式会社

23,976,000円

一般競争入札に付し、２回の入札で予定
価格範囲内の落札者がいなかった為入札
を打ち切り、本学契約事務取扱要項第38
条第3号により随意契約とした。

一橋講堂会議室予約システム機能強化改修 一式 平成27年9月29日
東京都品川区大井１－４７－１
株式会社ニッセイコム

4,674,915円 契約の性質又は目的が競争を許さない

第２回共通到達度試験試行試験に係る委託業
務

一式 平成27年9月30日

東京都中央区日本橋茅場町3-
9-10
公益社団法人商事法務研究会

3,160,000円 契約の性質又は目的が競争を許さない

一橋大学大学院国際企業戦略研究科主催
「ポーター賞」関連事業実施に関する業務委託

一式 平成27年10月30日
大阪府大阪市福島区福島１－４
－４セントラル70ビル
株式会社マッシュ

6,285,364円 企画競争

平成27年度データベース Project MUSE :
Standard Collectionの利用

一式 平成27年12月7日

東京都八王子市明神町3丁目20
番6号
八王子ファーストスクエア
株式会社紀伊國屋書店

3,896,113円 契約の性質又は目的が競争を許さない

データベース Periodicals Archive Online
Foundation Collection 1の利用

一式 平成27年12月7日

東京都八王子市明神町3丁目20
番6号
八王子ファーストスクエア
株式会社紀伊國屋書店

3,914,929円 契約の性質又は目的が競争を許さない

第二回LOSEFインターネット調査に関する業務
委託契約

一式 平成27年12月17日
東京都千代田区神田練堀町３
株式会社マクロミル

5,972,400円 契約の性質又は目的が競争を許さない

製品開発業務に関する国際比較調査に関する
業務

一式 平成27年12月18日
東京都千代田区内神田２丁目２
番地１号
株式会社日経リサーチ

6,270,373円 企画競争

マイナンバー管理システム 一式 平成27年12月28日

東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビル
伊藤忠テクノソリューションズ　株
式会社

7,560,000円 契約の性質又は目的が競争を許さない

小平国際キャンパス安全対策機械設備工事 一式 平成27年12月28日
東京都小平市小川東町一丁目１
６番３号
株式会社笹間設備

19,116,000円

一般競争入札に付し、２回の入札で予定
価格範囲内の落札者がいなかった為入札
を打ち切り、本学契約事務取扱要項第38
条第3号により随意契約とした。



ICカード発行管理システム更新業務委託 一式 平成28年1月8日
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央4-36-5
東芝プラントシステム株式会社

7,722,000円 契約の性質又は目的が競争を許さない

業務系仮想基盤のストレージ増設とICDB移行
のための環境整備

一式 平成28年2月5日

東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビル
伊藤忠テクノソリューションズ　株
式会社

5,308,200円 契約の性質又は目的が競争を許さない

平成28年度 データベースScienceDirectの利用
一式

一式 平成28年2月10日
オランダ王国アムステルダム市
ラーダーヴェヒ29
エルゼビア・ビー・ブイ

28,200,774円 契約の性質又は目的が競争を許さない

平成28年度 データベース LexisNexisオンライン
情報サービスの利用 一式

一式 平成28年3月8日

東京都港区東麻布1-9-15
東麻布1丁目ビル6階
レクシスネクシス・ジャパン株式
会社

3,184,284円 契約の性質又は目的が競争を許さない

平成28年度 データベース 日経NEEDS-
FinancialQUESTの利用 一式

一式 平成28年3月9日
東京都千代田区大手町1-3-7
株式会社日本経済新聞社

7,637,004円 契約の性質又は目的が競争を許さない

外国雑誌 Academy of Management journal は
じめ 計1,094点

一式 平成28年3月25日
東京都港区海岸1丁目9番18号
丸善雄松堂株式会社

106,334,396円 契約の性質又は目的が競争を許さない

外国雑誌　Revue générale de droit
international public　はじめ 計229点

一式 平成28年3月25日
東京都八王子市明神町3丁目20
番6号八王子ファーストスクエア
株式会社紀伊國屋書店

13,297,649円 契約の性質又は目的が競争を許さない


