随意契約情報の公開

件

平成30年3月31日現在

名

数量

契約を締結した日

一式

平成29年3月31日

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の学期改革等対応改修

一式

東京都千代田区神田神保町1-14平成29年4月20日 1ＫＤＸ神保町2Ｆ
メディアコンソーシアム株式会社

証明書自動発行機及び管理用サーバにかかる
構築作業

一式

平成29年4月28日

東京都港区六本木3-1-1
富士ゼロックス株式会社

3,996,000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

一橋大学経営管理研究科Webサイト構築

一式

平成29年5月19日

東京都新宿区新宿1-8-1
大橋御苑駅ビル6F
株式会社ウェブスマイル

7,743,600円 契約の性質又は目的が競争を許さない

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

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

法科大学院教育研究支援ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ

インドネシアBenkok Land現地調査に関する
業務委託契約

相手方の商号又は名称及び住所

東京都新宿区揚場町2-1
株式会社TKC

Jl.Jenengan Raya No.109,
Maguwoharjo,
Depok,Sleman,Yogyakarta,55281
Indonesia.
SURVEY METER

一式

平成29年9月4日

一橋大学（国立）ライフライン再生（さく井設備改
修）工事

一式

東京都品川区西五反田７丁目２０
平成29年11月7日 番１１号
三協工業株式会社

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の学期改革等対応改修

一式

平成29年11月13日 1ＫＤＸ神保町2Ｆ

契約金額

随意契約によることとした理由

3,286,028円 契約の性質又は目的が競争を許さない

3,380,400円 契約の性質又は目的が競争を許さない

77,027,929円 契約の性質又は目的が競争を許さない

10,004,505 契約の性質又は目的が競争を許さない

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
85,104,000円
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。

東京都千代田区神田神保町1-147,981,200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
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29年11月15日
有限責任監査法人 ト ー マ ツ

監査契約

一式

データベースThe Economist Historical Archive
の利用（アクセス権買い切り）

一式

平成29年12月14日

平成29年度データベースProject MUSE :
Standard Collectionの利用

一式

東京都八王子市明神町3丁目20番
6号
平成29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

第7回日本家計パネル調査

一式

平成30年1月11日

東京都中央区銀座6-16-12
一般社団法人中央調査社

5,000,000円 契約の性質又は目的が競争を許さない

消費者パネル調査（SCI）データベース及び小売
店パネル調査データ（SRI）

一式

平成30年1月11日

東京都千代田区神田練塀町3 イ
ンテージ秋葉原ビル
株式会社インテージ

5,387,040円 契約の性質又は目的が競争を許さない

インフレ予想と生活費に関する調査

一式

平成30年1月11日

東京都千代田区神田練塀町3 イ
ンテージ秋葉原ビル
株式会社インテージ

4,188,888円 契約の性質又は目的が競争を許さない

平成30年度 大学院経営管理研究科・商学部
Webサイト改修

一式

平成30年2月15日

東京都新宿区新宿1-8-1
大橋御苑駅ビル6F
株式会社ウェブスマイル

7,063,200円 企画競争

平成30年度 データベース ScienceDirectの利用

一式

平成30年2月16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

28,868,953円 契約の性質又は目的が競争を許さない

平成30年度 データベース 日経NEEDSFinancialQUESTの利用

一式

平成30年2月19日

東京都千代田区大手町一丁目３番７
号
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

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30年2月19日

東京都港区東新橋1-5-2
富士通株式会社

4,647,456円 契約の性質又は目的が競争を許さない

東京都千代田区三崎町2－7－10
株式会社極東書店

6,480,000円 企画競争

3,585,687円 契約の性質又は目的が競争を許さない

3,801,024円 契約の性質又は目的が競争を許さない

平成30年度 データベース EBSCOhostの利用

一式

平成30年2月20日

東京都中野区中野二丁目19番2号中
野第ⅠOSビル3階
EBSCO Information Services Japan株
式会社

ICカード学生証委託発行作業

一式

平成30年2月28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

4,234,680円 契約の性質又は目的が競争を許さない

平成30年度 LexisNexisオンライン情報サービス
の利用

一式

平成30年3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30年3月1日

神奈川県横浜市神奈川区守屋町
三丁目１２番地
株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業
システム

5,519,188円 契約の性質又は目的が競争を許さない

3,547,355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

4,965,732円 契約の性質又は目的が競争を許さない

データベース使用権許諾契約（Springer eBooks
（Business and Management 2018, Economics
and Finance 2018, Law and Criminology 2018,
Social Sciences 2018）, アクセス権買い切り）

一式

平成30年3月2日

Tiergartenstrasse 15-17, 69121
Heidelberg, Germany
Springer Customer Service Center
GmbH

一橋講堂会議室予約システム保守業務

一式

平成30年3月2日

東京都品川区大井１－４７－１
株式会社ニッセイコム

3,564,000円 契約の性質又は目的が競争を許さない

manaba course

一式

平成30年3月5日

東京都中央区銀座4-12-15 歌舞
伎座タワー21階
株式会社朝日ネット

5,099,760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30年3月12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

研究分析ツール「Scival」の利用契約

一式

平成30年3月26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

5,161,703円 契約の性質又は目的が競争を許さない

事務職員用メールシステムパッケージ保守

一式

平成30年3月28日

東京都港区東新橋1-5-2
富士通株式会社

3,931,200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925点

一式

平成30年3月29日

東京都港区海岸１－９－１８ 国際浜
松町ビル
丸善雄松堂株式会社

96,321,943円 契約の性質又は目的が競争を許さない

外国雑誌 Accountancyはじめ 計192点

一式

平成30年3月29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

11,580,316円 契約の性質又は目的が競争を許さない

