随意契約情報の公開

件

平成29年7月31日現在

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

東京都小平市小川東町一丁目16番3
号
平成28年8月10日
株式会社 笹間設備

（国立）東２号館便所改修機械設備工事

一式

学務情報システム・学生ポータルMERCASファイアウォール

一式

平成28年8月10日

くらしと仕事に関する第３回パネル調査

一式

平成28年9月26日 地インテージ秋葉原ビル

東京都港区西新橋1-3-1
日立キャピタル株式会社

契約金額

随意契約によることとした理由

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
10,800,000円
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。
6,979,932円 契約の性質又は目的が競争を許さない

東京都千代田区神田練塀町３番
24,948,000円 契約の性質又は目的が競争を許さない

株式会社インテージ
学生による「授業と学習に関するアンケート」調
査のmanabaでの構築

一式

監査契約

一式

くらしと仕事に関する第５回学生パネル調査（第
５回LOSEF学生調査）

一式

大学院国際企業戦略研究科国際経営戦略コー
スEMBAプログラム インターネット出願受付シ
ステムの構築

一式

東京都中央区銀座４丁目１２番１５号
平成28年9月29日 歌舞伎座タワー２１階
株式会社朝日ネット

東京都港区港南二丁目１５番３号
品川インターシティ
平成28年10月17日
有限責任監査法人 ト ー マ ツ

5,400,000円 企画競争

東京都千代田区神田練塀町３番
平成28年10月19日 地インテージ秋葉原ビル

7,152,242円 契約の性質又は目的が競争を許さない

株式会社インテージ

平成28年11月4日

東京都千代田区麹町３丁目２番
株式会社KEIアドバンス

東京都渋谷区神宮前５－５３－６７
国際教育交換協議会（ＣＩＥＥ）日本
平成28年12月1日
代表部

TOEFL ITP®テスト実施業務委託

一式

消費者パネル調査（SCI）データ及び小売店パ
ネルデータ（SRI）調達

一式

印刷：平成29年度国立大学法人一橋大学第２
次学力試験問題

一式

平成28年12月8日

一式

東京都八王子市明神町3丁目20番6
号
平成28年12月19日
八王子ファーストスクエア
株式会社紀伊國屋書店

平成28年度データベースProject MUSE :
Standard Collectionの利用

3,078,000円 契約の性質又は目的が競争を許さない

3,780,000円 契約の性質又は目的が競争を許さない

3,793,000円 契約の性質又は目的が競争を許さない

東京都千代田区神田練塀町3 イ
平成28年12月1日 ンテージ秋葉原ビル

7,473,600円 契約の性質又は目的が競争を許さない

株式会社インテージ

一橋大学経済研究欧文叢書 別冊
「Comperative Economic Development 」 ５００
冊

一式

研究分析ツール「Scival」の利用契約

一式

The Wall Street Journalへの広告掲載

一式

教務事務電算システム及び学務情報システム・
学生ポータルMERCAS の4学期対応追加改修

一式

東京都港区虎ノ門2-2-5
独立行政法人国立印刷局

東京都港区海岸１－９－１
国際浜松町ビル
平成28年12月20日
丸善雄松堂株式会社

平成28年12月22日

東京都港区東麻布1-9-15
エルゼビア・ビー・ヴイ

東京都千代田区大手町１－５－１
大手町ファーストスクエアイースト
タワー19
平成28年12月28日
ダウ・ジョーンズ インターナショナ
ル・メディア・サービス

4,520,232円 契約の性質又は目的が競争を許さない

3,759,774円 契約の性質又は目的が競争を許さない

3,645,000円 契約の性質又は目的が競争を許さない

4,605,032円 契約の性質又は目的が競争を許さない

56,348.20USD 契約の性質又は目的が競争を許さない

東京都千代田区神田神保町1-14平成29年1月16日 1ＫＤＸ神保町2Ｆ

3,456,000円 契約の性質又は目的が競争を許さない

メディアコンソーシアム株式会社

事務用メールシステムの移行に係る仮想化基
盤の環境整備等

一式

東京都千代田区霞が関3-2-5 霞
が関ビル
平成29年1月16日
伊藤忠テクノソリューションズ 株
式会社

事務用ﾒｰﾙｹﾞｰﾄｳｪｲｼｽﾃﾑ調達 一式

一式

平成29年1月18日

第6回日本家計パネル調査

一式

平成29年1月18日 一般社団法人 中央調査社

情報処理・教育システム（統合認証管理ソフト
ウェア）

一式

平成29年1月31日

東京都港区東新橋1-5-2
富士通株式会社

3,965,760円 契約の性質又は目的が競争を許さない

3,299,076円 契約の性質又は目的が競争を許さない

東京都中央区銀座6-16-12

東京都港区東新橋1-5-2
富士通株式会社

5,000,000円 契約の性質又は目的が競争を許さない

4,647,456円 契約の性質又は目的が競争を許さない

東京都品川区大井１－４７－１
一橋講堂会議室予約システム改修

一式

平成29年2月16日 株式会社ニッセイコム

キャンパスネットワーク機器等保守

一式

平成29年2月21日

証明書発行機及び管理用ｻｰﾊﾞにかかる調達
一式

一式

平成29年2月28日 富士ゼロックス株式会社

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ「LIC都市計画用途地域(GIS)ﾃﾞｰﾀ」

一式

平成29年3月1日

東京都千代田区神田淡路町2-101
株式会社ゼンリン

3,399,840円 契約の性質又は目的が競争を許さない

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

5,130,000円 契約の性質又は目的が競争を許さない

エイチ・シー・ネットワークス株式会
社

4,687,200円 契約の性質又は目的が競争を許さない

14,543,550円 契約の性質又は目的が競争を許さない

東京都港区六本木3-1-1

事務用メールシステム等の仮想化基盤への移
行

一式

平成29年3月6日

データベース『不動産異動マスタ』

一式

平成29年3月8日

東京都新宿区新小川町5-1 ニューリバー
51ﾋﾞﾙ4階

5,236,056円 契約の性質又は目的が競争を許さない

3,024,000円 契約の性質又は目的が競争を許さない

株式会社JON

一橋大学（千代田）学術総合センター改修電気
設備工事

ＴＯＥＦＬ ＩＴＰ®テスト実施業務委託

一式

一式

平成29年3月8日

東京都府中市住吉町１－２６－１
清水電設株式会社

東京都渋谷区神宮前５－５３－６７
国際教育交換協議会（ＣＩＥＥ）日本
平成29年3月16日
代表部

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
32,616,000円
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。

3,127,900円 契約の性質又は目的が競争を許さない

一式

東京都千代田区霞が関3-2-5 霞
が関ビル
平成29年3月17日
伊藤忠テクノソリューションズ 株
式会社

16,732,656円 契約の性質又は目的が競争を許さない

一橋大学（国立）総合研究棟（社会科学系）改
修機械設備工事

一式

東京都小平市小川東町一丁目１６
平成29年3月17日 番３号
株式会社 笹間設備

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
46,440,000円
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カード学生証委託発行作業

一式

平成29年3月17日

神奈川県川崎市幸区大宮町1310
東芝プラントシステム株式会社

4,301,640円 契約の性質又は目的が競争を許さない

語学演習装置一式 保守メンテナンス業務

一式

神奈川県横浜市神奈川区守屋町
三丁目１２番地
平成29年3月21日
株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産
業システム

5,585,802円 契約の性質又は目的が競争を許さない

一橋講堂会議室予約システム保守業務

一式

平成29年3月27日

東京都品川区大井１－４７－１
株式会社ニッセイコム

3,011,040円 契約の性質又は目的が競争を許さない

財務会計システム保守業務

一式

平成29年3月27日

東京都品川区大井１－４７－１
株式会社ニッセイコム

4,911,840円 契約の性質又は目的が競争を許さない

ブルームバーグ利用契約

一式

平成29年5月7日

東京都千代田区丸ノ内2-3-2
ブルームバーグＬ．Ｐ．

3,049,680円 契約の性質又は目的が競争を許さない

ﾈｯﾄﾜｰｸ管理及びオンラインシステムサービス
システム保守

一式

平成29年3月17日 パナソニックインフォメーションシステム

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄
物）処理委託契約

一式

勤怠管理システム

大阪府大阪市北区茶屋町19-19
3,512,722円 契約の性質又は目的が競争を許さない

ズ株式会社

平成29年6月30日

北海道室蘭市仲町１４番地７
中間貯蔵・環境安全事業株式会社

77,027,929円 契約の性質又は目的が競争を許さない

