
契約担当役氏名等：国立大学法人東京学芸大学　契約担当役　小熊浩　東京都小金井市貫井北町４－１－１

物品・役務等の件名及び数量 契約締結日 相手方の氏名及び所在地 契約金額 契約方式 備　考

東京学芸大学小金井地区で使用するガ
ス　一式

令和2年8月3日
東京都中央区日本橋室町4-5-1
株式会社ＣＤエナジーダイレクト
代表取締役　　山東　要

27,170,000 政府調達

東京学芸大学附属小金井小学校校庭全
天候舗装改修工事

令和2年6月18日
東京都品川区南大井3-6-18
株式会社スポーツテクノ和広
代表取締役　　髙松　保雄

26,070,000 一般競争

東京学芸大学附属竹早中学校校舎昇降
機改修工事

令和2年6月16日
東京都品川区大井1-28-1
東芝エレベータ株式会社　東京支社
常務支社長　　松浦　孝之

20,702,000 一般競争

東京学芸大学附属国際中等教育学校Ｗ
棟３階化学実験室改修工事

令和2年6月12日
東京都荒川区西尾久7-42-12
株式会社秀和建設
代表取締役　　渡邉　秀明

6,380,000 一般競争

東京学芸大学附属国際中等教育学校Ｗ
棟３階化学実験室改修機械設備工事

令和2年6月15日
東京都目黒区下目黒3-2-10
東和工業株式会社
代表取締役　　花野　章彦

7,557,000 一般競争

東京学芸大学北講義棟無線LAN設備の
整備

令和2年8月6日

東京都港区三田3-11-28
キヤノンＩＴソリューションズ㈱文教ソリュー
ション事業部文教ソリューション営業本部
本部長　　蓮尾　慎一郎

14,960,000 一般競争

東京学芸大学芸術・スポーツ１号館内装
改修工事

令和2年8月26日
東京都練馬区西大泉1-2-3
森成建設株式会社
代表取締役　　森　 武士

29,700,000 一般競争

東京学芸大学附属世田谷小学校上校庭
改修工事

令和2年9月9日
東京都世田谷区三宿2-36-9
日勝スポーツ工業株式会社
代表取締役　　岡田　一良

29,590,000 一般競争

東京学芸大学教育実践研究支援セン
ター２号館改修工事

令和2年9月30日
埼玉県さいたま市桜区田島3-4-5
株式会社近藤組関東支店
支店長 　河合　康弘

175,450,000 一般競争

東京学芸大学教育実践研究支援セン
ター２号館改修機械設備工事

令和2年9月30日
東京都世田谷区北沢1-40-6
温調技研株式会社
代表取締役　　柴田　　昇

87,736,000 一般競争

東京学芸大学附属世田谷小学校特別教
室等トイレ改修工事

令和2年10月23日
神奈川県厚木市恩名1-6-59ＯＭビル4階
同郷建設株式会社
代表取締役　　由井　茂規

19,800,000 一般競争

東京学芸大学附属世田谷小学校特別教
室等トイレ改修機械設備工事

令和2年10月26日
東京都世田谷区等々力7-12-15-101
田口設備株式会社
代表取締役　　田口　耕嗣

18,554,800 一般競争

500万円超公表一覧表【一般競争入札分】



物品・役務等の件名及び数量 契約締結日 相手方の氏名及び所在地 契約金額 契約方式 備　考

人間環境制御装置 一式 令和2年11月9日
東京都世田谷区代田3-19-4
日本理化学株式会社
代表取締役　　上野　浩一郎

33,627,000 政府調達

GIGAスクール構想学習者用端末・電源
キャビネット整備  一式

令和2年11月20日

東京都江東区東陽2-3-25 住生興和東陽
町ﾋﾞﾙ4F
株式会社内田洋行高等教育事業部
執行役員事業部長　　吉永　裕司

56,777,160 政府調達

東京学芸大学芸術・スポーツ科学系研究
棟５号館更衣室ロッカー 一式

令和2年11月24日
東京都立川市曙町3-18-25
井上事務機事務用品株式会社
代表取締役　　井上　正則

7,262,948 一般競争

遠隔授業に伴うWebClass用ストレージ容
量増強のための東京学芸大学情報処理
センターシステムディスク容量拡張作業
一式

令和2年12月2日

東京都港区三田3-11-28
キヤノンＩＴソリューションズ㈱文教ソリュー
ション事業部文教ソリューション営業本部
本部長　　蓮尾　慎一郎

8,580,000 一般競争

東京学芸大学芸術・スポーツ５号館１・２
階改修工事

令和2年12月4日
東京都世田谷区上野毛4-23-15
株式会社オリゲン
代表取締役　　川水流　愼悟

14,630,000 一般競争

附属小金井小学校給食調理等委託業務 令和2年12月22日
東京都立川市一番町4-36-7
シントミフーズ株式会社
代表取締役　　斉藤　貢

68,200,000 一般競争

GIGAスクール構想附属学校ネットワーク
整備  一式

令和2年12月24日

東京都港区三田3-11-28
キヤノンＩＴソリューションズ㈱文教ソリュー
ション事業部文教ソリューション営業本部
本部長　　蓮尾　慎一郎

58,300,000 政府調達

電動式集密書架他　一式 令和2年12月23日
東京都中央区銀座3-4-12
株式会社文祥堂
代表取締役　　佐藤　義則

60,500,000 政府調達

東京学芸大学総合教育３号館５階他空
調機更新工事

令和2年12月25日
東京都目黒区下目黒3-2-10
東和工業株式会社
代表取締役　　花野　章彦

25,168,000 一般競争

東京学芸大学小金井地区で使用する電
気
契約電力2,200kW　年間予定使用電力量
6,007,783kWh 他　１０需要場所

令和3年1月14日

熊本県熊本市中央区水前寺6-36-9県庁東
門前ビル
熊本電力株式会社
代表取締役　竹元　一真

146,796,260 政府調達

東京学芸大学学生定期健康診断業務
一式

令和3年1月19日
東京都板橋区小豆沢2-23-15
イムス板橋健診クリニック
所長　　平　久美子

13,480,500 一般競争

附属特別支援学校給食調理等委託業務 令和3年1月21日
東京都立川市一番町4-36-7
シントミフーズ株式会社
代表取締役　　斉藤　貢

24,065,681 一般競争

高精度ガス／蒸気吸着量測定装置　一
式

令和3年1月22日
東京都東村山市久米川町3-30-25
ジャパンカスタム株式会社
代表取締役　　高橋　英統

8,459,000 一般競争



物品・役務等の件名及び数量 契約締結日 相手方の氏名及び所在地 契約金額 契約方式 備　考

附属大泉小学校机・椅子更新　一式 令和3年1月22日
東京都文京区大塚2-17-12
美津野商事株式会社
代表取締役　　水野　修身

6,770,000 一般競争

附属竹早小学校給食調理等委託業務 令和3年1月28日
東京都港区芝4-13-3 PMO田町東10Ｆ
葉隠勇進株式会社
代表取締役  大隈　太嘉志

26,056,800 一般競争

東京学芸大学（小金井地区）清掃業務
一式

令和3年1月29日
東京都中央区銀座5-15-1
南海ビルサービス株式会社
常務取締役支店長　　牧村　洋一

118,800,000 政府調達

東京学芸大学グランドピアノ　一式 令和3年1月29日
東京都中央区銀座7-9-14
株式会社ヤマハミュージックリティリング
銀座店店長　　天野　雅弘

7,084,000 一般競争

東京学芸大学学生寮等管理運営業務
一式

令和3年2月8日
東京都西東京市田無町5-4-8
東京綜合管理株式会社
代表取締役　　市川　禎一

13,794,000 一般競争

東京学芸大学小金井団地他樹木伐採等
業務一式

令和3年2月12日
東京都府中市栄町3-20-5
株式会社東京緑化
代表取締役　　平川　雄二

10,450,000 一般競争

マイクロソフト社製ソフトウェアライセンス
総合契約　一式

令和3年2月15日
東京都千代田区飯田橋2-18-4
株式会社大塚商会
代表取締役社長　　大塚　裕司

7,694,544 一般競争

附属図書館増築に伴う電動集密書架再
組立て他　一式

令和3年2月18日
東京都中央区銀座3-4-12
株式会社文祥堂
代表取締役　　佐藤　義則

8,965,000 一般競争

東京学芸大学教育実践研究支援セン
ター２号館会議用テーブル等什器類　一
式

令和3年2月19日
東京都立川市高松町1-17-26
株式会社コイヌマ
代表取締役　　肥沼　俊男

6,798,000 一般競争

広域イーサネット接続契約（大学－附属
学校間）

令和3年3月5日

東京都港区港南1-9-1
東日本電信電話株式会社
ビジネスイノベーション本部長　　矢野　信
二

13,739,440 一般競争

教職員定期健康診断等業務一式 令和3年3月10日
東京都板橋区小豆沢2-23-15
イムス板橋健診クリニック
所長　　平　久美子

7,240,200 一般競争

東京学芸大学附属図書館増築教職大学
院棟　机・椅子　一式

令和3年3月25日
東京都港区赤坂1-4-17
広友サービス株式会社
代表取締役　　梅木　健行

14,520,000 一般競争

※「国立大学法人東京学芸大学契約に係る情報の公開に関する基準」に基づく一覧です。

（説明）

※科研費以外の財源による５００万円超（単価契約の場合は年間予定金額が５００万円超）の契約で当該月に契約したものを記入。


