
＜特例随意契約一覧表（令和元年7月）＞

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部
局の名称及び所在地

契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所
予定価格（円）

(税込）
契約金額（円）

（税込）
落札率（％）

公開見積競争又は見
積もり合わせの参加
者数

備　　考

研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所研究業務推進部長
望月　経博
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月1日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号 3050001017044）

- 4,266/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,847,160円

窒化シリコン薄膜の分析評価 １式

契約担当職
つくば西事業所研究業務推進部長
吉岡　有二
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和元年7月1日
（株）東レリサーチセンター
東京都中央区日本橋本町1-1-1
（法人番号  5010001051549）

- 1,263,600 - 1

希土類元素分離剤の試作作業 １式

契約担当職
つくば西事業所研究業務推進部長
吉岡　有二
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和元年7月2日
（株）インテリム
東京都台東区上野1-1-10
（法人番号 2120001111848）

- 1,302,372 - 1

研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所研究業務推進部長
小林　良三
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月3日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号 4010001143256）

- 2,700/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,623,600円

蛍光X線分析装置内蔵型PM2.5測定器X線管交
換 １式

契約担当職
つくば西事業所研究業務推進部長
吉岡　有二
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和元年7月3日
中山商事（株） 筑波営業所
茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1
（法人番号 7050001023451）

- 1,080,000 - 1

「医薬候補品の合成低分子」を判別するKNIME
workflowの構築 １式

契約担当職
つくば中央第六事業所研究業務推進室長
真中　民雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月3日
（株）理論創薬研究所
神奈川県藤沢市村岡東2-26-1
（法人番号 7020001054747）

- 1,155,600 - 1

シングアラウンドユニット １式

契約担当職
つくば中央第三事業所研究業務推進室長
小林　京子
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月3日
超音波工業（株）
東京都立川市柏町1-6-1
（法人番号 4012801001048）

- 2,160,000 - 1

ナノ材料解析統合GUIソフトウェア １式

契約担当職
つくば中央第五事業所研究業務推進部長
小林　良三
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月3日
アドバンスソフト（株）
東京都千代田区神田駿河台4-3
（法人番号 6010401058102）

- 2,592,000 - 1

温度調節機能付き小型真空チャンバー装置 １
式

契約担当職
つくば中央第五事業所研究業務推進部長
小林　良三
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月3日
北野精機（株）
東京都大田区中央7-17-3
（法人番号 4010801003015）

- 3,465,000 - 1

次世代シーケンサーHiseqによる細菌のmRNA
からの転写量解析 １式

契約担当職
つくば中央第六事業所研究業務推進室長
真中　民雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月4日
家田化学薬品（株）
東京都中央区日本橋室町4-3-4
（法人番号 8030001045835）

- 2,417,040 - 1

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）
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研究支援者派遣 １式

契約担当職
東北センター研究業務推進室長
青木　一彦
(宮城県仙台市宮城野区苦竹4-2-1)

令和1年7月5日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号 4010001143256）

- 2,160/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,475,420円

データ解析装置 １式

契約担当職
関西センター研究業務推進部長
亀卦川　広之
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和元年7月5日
（株）大塚商会
大阪府大阪市福島区福島6-14-1
（法人番号 1010001012983）

- 1,527,984 - 2

データ取込装置 １式

契約担当職
つくば西事業所研究業務推進部長
吉岡　有二
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和元年7月5日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号 9010501010505）

- 1,954,800 - 1

濃度センサー １式

契約担当職
つくば西事業所研究業務推進部長
吉岡　有二
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和元年7月5日
（株）巴商会 学園都市営業所
茨城県つくば市大字吉瀬字吉瀬1702-2
（法人番号 4010801008518）

- 3,294,000 - 1

フォースプレート内蔵型トレッドミルの改造 １式

契約担当職
臨海副都心センター研究業務推進部長
田崎　英弘
（東京都江東区青海2-3-26）

令和元年7月5日
（株）テック技販
京都府宇治市大久保町西ﾉ端1-22
（法人番号 2130001047141）

- 4,989,600 - 1

研究支援者派遣 １式

契約担当職
中部センター研究業務推進部長
浦井　聡子
（愛知県名古屋市守山区下志段味穴ケ洞
2266-98）

令和元年7月8日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号 4010001143256）

- 2,322/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,176,050円

eCLIPデータによるRNA結合タンパク質の結合
部位の解析 １式

契約担当職
臨海副都心センター研究業務推進部長
田崎　英弘
（東京都江東区青海2-3-26）

令和元年7月8日
（株）情報数理バイオ
東京都豊島区東池袋4-21-1
（法人番号 7013301031210）

- 3,999,600 - 1

水素メーザ型周波数標準器不具合調査および
部品交換作業 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所研究業務推進室長
小林　京子
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月9日
アンリツ（株）
神奈川県厚木市田村町8-5
（法人番号 2021001021865）

- 1,267,920 - 1

直流プラズマ生成装置 １式

契約担当職
つくば東事業所研究業務推進室長
須貝　正秋
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和元年7月9日
（株）サイサン つくば営業所
茨城県つくば市大久保11
（法人番号 9030001003544 ）

- 2,160,000 - 1

肝毒性解析及びデータベースの更新 １式

契約担当職
臨海副都心センター研究業務推進部長
田崎　英弘
（東京都江東区青海2-3-26）

令和元年7月9日
（株）情報数理バイオ
東京都豊島区東池袋4-21-1
（法人番号 7013301031210）

- 2,750,000 - 1
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フェムト秒レーザー加工装置機能拡張ユニット
１式

契約担当職
つくば中央第二事業所研究業務推進部長
望月　経博
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月9日
ＭＳＨシステムズ（株）
東京都江東区木場6-6-6
（法人番号 1011701022025）

- 2,857,680 - 1

HPCワークステーション １式

契約担当職
つくば中央第三事業所研究業務推進室長
小林　京子
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月9日
アルファウェイブ（株）
千葉県船橋市山野町103-1-1108
（法人番号 5040001016656）

- 2,754,000 - 5

和歌山県串本町および那智勝浦町における
ボーリング調査 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所研究業務推進室長
池田　勉
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月9日
応用地質（株） エネルギー事業部
埼玉県さいたま市南区太田窪2-10-9
（法人番号 2010001034531）

- 3,190,000 - 1

未活用領域ロボットシステムモデル化・分析作
業 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所研究業務推進部長
望月　経博
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月9日
（株）グローバルアシスト
千葉県野田市春日町20-26
（法人番号 7040001072697）

- 4,180,000 - 1

ワイヤレス給電カプラ型ノイズ特性評価装置 １
式

契約担当職
つくば中央第二事業所研究業務推進部長
望月　経博
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月9日

（株）パナソニックシステムネットワークス
開発研究所
宮城県仙台市泉区明通2-5
（法人番号 1370001001190）

- 4,999,500 - 1

プロテクションプロファイルレビュー １式

契約担当職
関西センター研究業務推進部長
亀卦川　広之
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和元年7月10日

（株）シーエーブイテクノロジーズ
京都府京都市下京区七条御所ﾉ内北町
72-1八木ﾋﾞﾙ301-室
（法人番号 4130001047098）

- 2,380,320 - 1

Quantum ESPRESSOへのGram-Schmidt直交
化法の実装 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所研究業務推進部長
望月　経博
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月10日
アドバンスソフト（株）
東京都千代田区神田駿河台4-3
（法人番号 6010401058102）

- 2,700,000 - 1

温度可変マイクロプローブ・チャンバシステム １
式

契約担当職
つくば中央第五事業所研究業務推進部長
小林　良三
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月10日
理工貿易（株）
東京都三鷹市上連雀3-5-8
（法人番号 5012401013194）

- 4,840,000 - 1

研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所研究業務推進部長
小林　良三
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月11日
パーソルテンプスタッフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1
（法人番号 1011001015010）

- 2,376/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,170,444円

ファイバーレーザ １式

契約担当職
つくば東事業所研究業務推進室長
須貝　正秋
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和元年7月11日
ＩＰＧフォトニクスジャパン（株）
神奈川県横浜市港北区新羽町920
（法人番号 6020001056298 ）

- 3,190,000 - 1
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契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所
予定価格（円）

(税込）
契約金額（円）

（税込）
落札率（％）

公開見積競争又は見
積もり合わせの参加
者数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

2019年度「沿岸部処分システム評価確証技術
開発」評価委員会に係る支援と成果の取りまと
め作業 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所研究業務推進室長
池田　勉
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月11日

三井共同建設コンサルタント（株） 茨城営
業所
茨城県つくば市竹園2-10-8
（法人番号 5011101020526）

- 3,157,000 - 2

研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所研究業務推進部長
小林　良三
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月12日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号 3050001017044）

- 2,376/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,115,112円

植物の微生物群集構造解析 １式

契約担当職
つくば中央第六事業所研究業務推進室長
真中　民雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月12日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号 8180001124830）

- 1,507,680 - 1

3次元変位計 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所研究業務推進部長
小林　良三
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月12日
アイテックサイエンス（株）
茨城県つくば市松栄679-18
（法人番号 9050001017781）

- 4,860,000 - 1

全方位移動台車 １式

契約担当職
臨海副都心センター研究業務推進部長
田崎　英弘
（東京都江東区青海2-3-26）

令和元年7月16日
ヴイストン（株）
大阪府大阪市西淀川区御幣島2-15-28
（法人番号 3120001096551）

- 1,705,990 - 2

TWLによる信頼チェーン構築に関する国際ハー
モナイズに向けた予備調査および情報発信支
援 １式

契約担当職
臨海副都心センター研究業務推進部長
田崎　英弘
（東京都江東区青海2-3-26）

令和元年7月16日
（株）ハイセーフ
神奈川県海老名市国分南3-22-5
（法人番号 8021001066698）

- 3,850,000 - 1

細胞破砕装置 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所研究業務推進室長
池田　勉
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月17日
（株）バイオメディカルサイエンス
東京都新宿区新小川町6-39
（法人番号 8010001066973）

- 2,986,200 - 1

水同位体比アナライザー修理作業 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所研究業務推進室長
池田　勉
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月17日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号 5010001006123）

- 3,729,000 - 1

ファイルサーバ １式

契約担当職
つくば中央第七事業所研究業務推進室長
池田　勉
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月17日
（株）ＨＰＣテック
東京都中央区日本橋富沢町7-13
（法人番号 7010001120401）

- 2,644,920 - 3

研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所研究業務推進室長
小林　京子
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月18日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号 3050001017044）

- 2,700/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,326,400円
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研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第六事業所研究業務推進室長
真中　民雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月18日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号 4010001143256）

- 2,808/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,510,260円

試料ホルダー予備排気装置 １式

契約担当職
中部センター研究業務推進部長
浦井　聡子
（愛知県名古屋市守山区下志段味穴ケ洞
2266-98）

令和元年7月18日
日本電子（株） 名古屋支店
愛知県名古屋市中村区那古野1ｰ47ｰ1
（法人番号 9012801002438）

- 1,944,000 - 1

電池試験雰囲気制御装置 １式

契約担当職
関西センター研究業務推進部長
亀卦川　広之
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和元年7月18日
（株）三ツワフロンテック
大阪府大阪市北区天神橋3-6-24
（法人番号 9120001071004）

- 2,058,480 - 1

放射性塩素同位体分析(酸性流体) １式

契約担当職
つくば中央第七事業所研究業務推進室長
池田　勉
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月18日
（株）地球科学研究所
愛知県名古屋市天白区植田本町1-608
（法人番号 6180001023869）

- 3,564,000 - 1

差動型示差熱天秤（TG-DTA） １式

契約担当職
中部センター研究業務推進部長
浦井　聡子
（愛知県名古屋市守山区下志段味穴ケ洞
2266-98）

令和元年7月18日
（株）リガク 名古屋営業所
愛知県名古屋市東区代官町35ｰ16
（法人番号 5012801002680）

- 3,608,000 - 1

研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所研究業務推進部長
小林　良三
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月19日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号 410001143256）

- 2,440/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,754,262円

SOFC評価用セラミックホルダ １式

契約担当職
中部センター研究業務推進部長
浦井　聡子
（愛知県名古屋市守山区下志段味穴ケ洞
2266-98）

令和元年7月19日
オザワ科学（株） 小牧営業所
愛知県小牧市常普請2-89
（法人番号 4180001035008）

- 1,980,000 - 1

ロボット・カメラ系校正およびビンピッキングの
ROSプログラム作成 １式

契約担当職
臨海副都心センター研究業務推進部長
田崎　英弘
（東京都江東区青海2-3-26）

令和元年7月19日
パイオネット・ソフト（株）
東京都新宿区西新宿1-22-2
（法人番号 8011301005654）

- 2,838,000 - 1

研究支援者派遣 １式

契約担当職
調達室長
橋本　卓也
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月22日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号 3050001017044）

- 3,564/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,455,330円

ゲルマンガス（GeH4　100%） １式

契約担当職
つくば西事業所研究業務推進部長
吉岡　有二
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和元年7月22日
（株）巴商会 学園都市営業所
茨城県つくば市大字吉瀬字吉瀬1702-2
（法人番号 4010801008518）

- 2,484,000 - 1
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全有機炭素測定装置 １式

契約担当職
東北センター研究業務推進室長
青木　一彦
(宮城県仙台市宮城野区苦竹4-2-1)

令和1年7月22日
（株）東栄科学産業
宮城県仙台市太白区富沢4-8-29
（法人番号 3370001002030）

- 2,255,000 - 2

赤外線サーモグラフィー １式

契約担当職
つくば東事業所研究業務推進室長
須貝　正秋
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和元年7月23日
遠藤科学（株）
茨城県つくば市天久保1-12-22
（法人番号 5080001000689 ）

- 2,068,200 - 1

釧路市柏木ポンプ場敷地内における沖積ボー
リング調査 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所研究業務推進室長
池田　勉
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月23日
明治コンサルタント（株）
北海道札幌市中央区南7条西1-21-1
（法人番号 5430001072841）

- 2,420,000 - 1

メタンハイドレート再生成観察実験装置用シリン
ジポンプ増設 １式

契約担当職
つくば西事業所研究業務推進部長
吉岡　有二
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和元年7月23日
日科機バイオス（株）
東京都新宿区天神町6
（法人番号 8010001025368）

- 3,342,600 - 2

肝毒性WEBサーバの診断作業 １式

契約担当職
臨海副都心センター研究業務推進部長
田崎　英弘
（東京都江東区青海2-3-26）

令和元年7月24日
（株）計算科学
東京都千代田区九段南1-5-6
（法人番号 4010001177931）

- 2,750,000 - 1

断熱特性評価装置 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所研究業務推進部長
小林　良三
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月24日
竹田理化工業（株）
東京都渋谷区恵比寿西2-7-5
（法人番号 9011001013618）

- 2,991,600 - 1

研究支援者派遣 １式

契約担当職
東北センター研究業務推進室長
青木　一彦
(宮城県仙台市宮城野区苦竹4-2-1)

令和1年7月25日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号 4010001143256）

- 2,322/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,838,409円

研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所研究業務推進部長
小林　良三
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月25日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号 4010001143256）

- 2,376/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,838,012円

SCR棟 ヘリウムガス １式

契約担当職
つくば西事業所研究業務推進部長
吉岡　有二
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和元年7月25日
（株）巴商会 学園都市営業所
茨城県つくば市大字吉瀬字吉瀬1702-2
（法人番号 4010801008518）

- 3,240/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,914,000円

研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所研究業務推進部長
小林　良三
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月26日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号 3050001017044）

- 2,484/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,448,350円
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研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所研究業務推進部長
小林　良三
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月26日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号 4010001143256）

- 2,484/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,171,160円

超長周期MT法観測装置 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所研究業務推進室長
池田　勉
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月26日
仁和貿易（株）
東京都中央区銀座5-12-13
（法人番号 4180001068478）

- 4,383,500 - 1

Quantum ESPRESSOへのRMM-DIISの実装 １
式

契約担当職
つくば中央第二事業所研究業務推進部長
望月　経博
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月26日
アドバンスソフト（株）
東京都千代田区神田駿河台4-3
（法人番号 6010401058102）

- 4,950,000 - 1

真空ドライポンプ修理作業 １式

契約担当職
つくば西事業所研究業務推進部長
吉岡　有二
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和元年7月29日
太平洋技研（株）
茨城県稲敷郡河内町片巻226
（法人番号 4050001025500）

- 1,563,138 - 1

教示ソフトウェアにおけるロボット動作パターン
設計機能の拡張 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所研究業務推進部長
望月　経博
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月29日
（株）グローバルアシスト
千葉県野田市春日町20-26
（法人番号 7040001072697）

- 4,372,500 - 1

自律型無人航空機 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所研究業務推進室長
池田　勉
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年7月30日
（株）ＮＳｉ真岡
栃木県芳賀郡茂木町千本26-1
（法人番号 4060001011243）

- 1,989,396 - 1

太陽光発電設備調査支援業務（北栄ソーラー
ファーム） １式

契約担当職
つくば中央第二事業所研究業務推進部長
望月　経博
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月31日
（株）島電気商会
岐阜県岐阜市池ﾉ上町2-2
（法人番号 3200001027300）

- 1,509,840 - 1

ダクトレスヒュームフードのフィルタ交換作業 １
式

契約担当職
つくば中央第三事業所研究業務推進室長
小林　京子
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月31日
中山商事（株） 筑波営業所
茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1
（法人番号 7050001023451）

- 1,568,160 - 1

分光蛍光光度計測装置 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所研究業務推進部長
望月　経博
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年7月31日
中山商事（株） 筑波営業所
茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1
（法人番号 7050001023451）

- 2,030,400 - 2

紫外可視分光光度計 １式

契約担当職
つくば西事業所研究業務推進部長
吉岡　有二
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和元年7月31日
竹田理化工業（株）
東京都渋谷区恵比寿西2-7-5
（法人番号 9011001013618）

- 2,101,680 - 1

155,358,726 151,724,918 97.66%
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