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試験配管用400A伸縮管 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9月2日

テクス（株）
茨城県かすみがうら市宍倉5823-
2
（法人番号3050001036201）

- 4,286,700 - 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9月2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
2,258,950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9月2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
2,600,932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9月2日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,592/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,318,848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9月2日

（株）アミル
東京都千代田区神田佐久間町4-
14
（法人番号104000102921）

- 3,402/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,694,824円

医療機器等開発ガイドライン ガイドブック制
作 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9月2日
（株）メディシンク
東京都港区高輪3-13-3
（法人番号9010401083881）

- 3,993,000 - 1

分光測色計測システム １式

契約担当職
九州センター研究業務推進室長
戸田　昭彦
（佐賀県鳥栖市宿町807-1）

令和元年9月2日
（株）ユーエスアイ 福岡営業所
福岡県福岡市南区井尻1-7-5
（法人番号4290001018240）

- 2,173,608 - 1

SDカード　他 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9月3日
（株）ヤマダ電機 つくば営業所
茨城県つくば市学園の森3-4-1
（法人番号4070001011201）

- 2,268,000 - 4

遺伝子情報解析用コンピュータ 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9月3日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号805000106181）

- 1,609,200 - 1

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）
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バイオインフォマティクス解析用コンピュー
ター 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9月3日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号805000106181）

- 1,684,800 - 1

地下水放射性塩素同位体分析（巨大噴火） 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9月3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）

- 1,320,000 - 1

低レベルトリチウム分析（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9月3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）

- 2,057,000 - 1

3D点群データアノテーションシステムの改良
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9月3日
（株）リエット
大阪府大阪市北区堂島2-2-26
（法人番号1120001189415）

- 3,630,000 - 1

デジタルオシロスコープ 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9月4日
荒木電機工業（株）
東京都渋谷区恵比寿2-11-6
（法人番号3011001001660）

- 1,894,320 - 1

ボラジン 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9月4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）

- 49,830/ｇ - 1
単価契約
予定総額
1,993,200円

パルスレーザー光源 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9月4日
（株）日本レーザー
東京都新宿区西早稲田2-14-1
（法人番号4011101016839）

- 3,465,000 - 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9月4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）

- 2,268/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,416,534円

MRI用コンパチブルデジタル・ビデオカメラ 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9月4日
（株）フィジオテック
東京都千代田区岩本町1-6-3
（法人番号4010001028093）

- 2,772,000 - 1

ArcGIS年間保守 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9月4日

アジア航測（株）
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-
2-2
（法人番号6011101000700）

- 1,360,800 - 2
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火炎可視化用カメラ 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9月4日
（株）東京インスツルメンツ
東京都江戸川区西葛西6-18-14
（法人番号7011701005288）

- 4,319,700 - 1

X線光電子分光装置試料導入室ターボポンプ
更新作業 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9月4日
ヤマト科学（株） 筑波営業所
茨城県つくば市東2-10-4
（法人番号7010001059565）

- 2,047,680 - 1

卓上ドラフトチャンバー 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9月4日
（有）ナカショウ
茨城県つくば市下広岡450-86
（法人番号2050002022333）

- 1,837,000 - 1

個体管理のための評価分析手法検討支援
ツール効率化作業 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9月4日
（株）フィールドストーン
東京都中央区京橋1-4-11
（法人番号9020001096952）

- 1,925,000 - 1

6-チオグアニン耐性細胞の取得および微小
核融合に関する作業 １式

契約担当職
四国センター研究業務推進室長
三田　芳弘
（香川県高松市林町2217-14）

令和元年9月4日
(株)Trans　Chromosomics
鳥取県米子市西町86
（法人番号4270001006585）

- 2,450,800 - 1

フーリエ変換赤外分光光度計 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9月5日
日本分光（株）
東京都八王子市石川町2967-5
（法人番号2010101002925）

- 1,705,000 - 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9月5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
2,721,800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9月5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）

- 2,508/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,549,944円

自動核酸精製装置 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9月5日
東新（株） つくば営業所
茨城県つくば市二の宮1-2-3
（法人番号2010601022844）

- 2,581,200 - 1

微分干渉観察仕様　正立顕微鏡 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9月5日
（株）ニコンインステック
大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
（法人番号8010001132635）

- 2,396,520 - 1
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実験用防爆排気ファン、排気ダクト取付作業
１式

契約担当職
福島再生可能エネルギー研究所研
究業務推進室長
川鈴木　宏
（福島県郡山市待池台2-2-9）

令和元年9月5日
（有）ナカショウ
茨城県つくば市下広岡450-86
（法人番号2050002022333）

- 1,209,600 - 1

非構造メッシュの粗化プログラムの開発 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9月6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）

- 2,160,000 - 1

DCマイクログリッド解析用シミュレーションモ
デル開発の技術コンサルティング １式

契約担当職
福島再生可能エネルギー研究所研
究業務推進室長
川鈴木　宏
（福島県郡山市待池台2-2-9）

令和元年9月6日
マスワークス合同会社
東京都港区赤坂4-15-1
（法人番号3010403007563）

- 2,430,000 - 1

地熱流体物性計算コードの拡張・検証作業 １
式

契約担当職
福島再生可能エネルギー研究所研
究業務推進室長
川鈴木　宏
（福島県郡山市待池台2-2-9）

令和元年9月6日
日本オイルエンジニアリング（株）
東京都中央区勝どき1-7-3
（法人番号3010001061871）

- 2,414,775 - 1

テラヘルツ帯高周波プローブ 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9月9日

フォームファクター（株）
神奈川県横浜市保土ｹ谷区神戸
町134
（法人番号2010701012919）

- 3,300,000 - 1

波長可変光フィルタ 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9月9日
セブンシックス（株）
東京都港区六本木6-10-1
（法人番号9010401068800）

- 4,950,000 - 1

北センター流体輸送試験設備（水路、各種装
置基礎）内清掃および保守点検作業 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9月9日
（株）ダイゼン
茨城県常総市相野谷町4-2
（法人番号5050001030004）

- 924,000 - 1

VRを用いたダイナミックサイン視認性評価実
験の被験者募集業務およびデータ集補助業
務 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9月9日
（株）ＲＴＣ
群馬県高崎市貝沢町1150-1
（法人番号2070001010618）

- 2,022,592 - 1

研究支援者派遣 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9月9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）

- 2,530/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,107,490円

研究支援者派遣 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9月9日

（株）テクノプロ　テクノプロ・Ｒ＆Ｄ
社 つくば支店
茨城県土浦市桜町1-15-11
（法人番号2010401069169）

- 3,608/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,326,576円



＜特例随意契約一覧表（令和元年９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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

学術論文からの情報抽出のためのソフトウェ
ア開発 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9月9日

（株）とめ研究所
京都府京都市下京区中堂寺南町
134
（法人番号7130001026256）

- 4,620,000 - 1

鉄鋼合金元素のマテリアルフロー調査 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9月10日
日鉄総研（株）
東京都千代田区丸の内3-1-1
（法人番号2010001142813）

- 1,617,000 - 1

オミクス情報解析を高度化するための機械学
習手法の適用とパラメータ調整等作業 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9月10日
ライフマティックス（株）
東京都中央区八丁堀2-25-10
（法人番号6010401076293）

- 2,897,180 - 1

ゲノム・エピゲノム情報解析を高度化するた
めのワークフロー実施とサマリ作成 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9月10日
ライフマティックス（株）
東京都中央区八丁堀2-25-10
（法人番号6010401076293）

- 4,133,140 - 1

オミクスデータに対する差異解析手法の文献
調査および解析実施 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9月10日
みずほ情報総研（株）
東京都千代田区神田錦町2-3
（法人番号9010001027685）

- 4,950,000 - 1

アモルファス材料シミュレーションシステム 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9月11日

（株）ＨＰＣソリューションズ
東京都中央区日本橋大伝馬町3-
2
（法人番号3010001100935）

- 2,662,000 - 1

半導体アンテナ評価装置 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9月11日
ＭＳＨシステムズ（株）
東京都江東区木場6-6-6
（法人番号1011701022025）

- 4,994,000 - 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9月11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
2,093,100円

シリンダーキャビネット部品 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9月11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）

- 3,102,000 - 1

重ね合わせ検査装置(Archer10-AIM)ステー
ジコントローラ 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9月11日

（株）ポシブル
神奈川県横浜市港北区新横浜2-
5-9
（法人番号8350001001574）

- 4,565,000 - 1



＜特例随意契約一覧表（令和元年９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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

TLSスキャンデータからの3Dモデル作成業務
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9月11日
（株）パスコ
東京都目黒区青葉台4-9-6
（法人番号5013201004656）

- 2,310,000 - 2

日本科学未来館での実証実験に向けたReco
用サーバー保守・運用 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9月11日
（株）クリアタクト
茨城県水戸市元吉田町1041-4
（法人番号2050001042919）

- 2,864,400 - 1

空間探索計算ファイルサーバ 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9月12日

（株）ＨＰＣソリューションズ
東京都中央区日本橋大伝馬町3-
2
（法人番号3010001100935）

- 1,980,000 - 1

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9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050001017044）

- 3,300/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,557,600円

太陽光発電設備調査支援業務（埼玉県本庄
市太陽光発電設備） 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9月12日
（株）島電気商会
岐阜県岐阜市池ﾉ上町2-2
（法人番号3200001027300）

- 1,244,160 - 1

位相標準器 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9月12日

キーテクノ（株）
東京都千代田区神田須田町1-
14-6
（法人番号6010001014819）

- 4,312,000 - 1

多チャンネル超音波送受信器 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9月12日

テクス（株）
茨城県かすみがうら市宍倉5823-
2
（法人番号3050001036201）

- 2,244,000 - 1

配管流れ制御装置 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9月12日

テクス（株）
茨城県かすみがうら市宍倉5823-
2
（法人番号3050001036201）

- 3,908,300 - 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9月12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）

- 2,538/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,541,102円



＜特例随意契約一覧表（令和元年９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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

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9月12日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,640/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,434,080円

糸状菌トリコデルマ・リーセイの遺伝子発現解
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9月12日
東新（株） つくば営業所
茨城県つくば市二の宮1-2-3
（法人番号2010601022844）

- 4,660,656 - 1

研究支援者派遣 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9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）

- 2,750/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,535,500円

水素導管評価実験のための試験配管製作設
置管理作業 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9月12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）

- 4,994,000 - 1

水素製造の副産物CNTの製造・加工・利用段
階の曝露解析のための調査 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9月12日
みずほ情報総研（株）
東京都千代田区神田錦町2-3
（法人番号9010001027685）

- 3,960,000 - 1

水素導管供給システムの安全性評価計算機
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9月12日
（株）ユニットコム 東日本営業本部
東京都千代田区岩本町3-7-16
（法人番号2120001037218）

- 3,107,167 - 1

実験協力者リクルーティング・管理 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9月13日
（株）エイジェック
東京都新宿区西新宿1-25-1
（法人番号3011101036128）

- 2,254,500 - 1

モックアップ内投影用プロジェクタ 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9月13日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 3,050,784 - 1

水試料の硫黄同位体分析 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9月13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）

- 1,755,600 - 1

個人の生活パターンによる外部被ばく線量評
価支援ツールWebサービス版の改良および環
境構築業務 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9月13日
応用技術（株）
大阪府大阪市北区中崎西2-4-12
（法人番号9120001121031）

- 1,705,000 - 1



＜特例随意契約一覧表（令和元年９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
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び住所
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(税込）
契約金額（円）

（税込）
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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）

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9月13日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,365/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,182,895円

ロボットシステム実装からの抽象モデル作成
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9月17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）

- 1,485,000 - 1

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9月17日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,475/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,334,025円

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9月17日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,585/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,393,315円

水文環境図No.6「山形盆地」及びNo.12「和歌
山平野」の作成作業 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9月17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）

- 1,980,000 - 1

共焦点レーザー顕微鏡システム用 405nm
レーザーモジュール 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9月17日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 4,039,750 - 1

表面粗さ測定器 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9月17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）

- 2,035,000 - 1

高速昇温電気炉 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9月17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）

- 2,937,000 - 1

研究支援者派遣 １式

契約担当職
北海道センター研究業務推進室長
松本　卓
（北海道札幌市豊平区月寒東２条17
－2－1）

令和元年9月18日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,310/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,148,300円

研究支援者派遣 １式

契約担当職
北海道センター研究業務推進室長
松本　卓
（北海道札幌市豊平区月寒東２条17
－2－1）

令和元年9月18日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,200/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,046,000円



＜特例随意契約一覧表（令和元年９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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

シリコンゲルマニウム化学気相成長装置
チャンバーパーツ 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9月18日

（株）リョーサン  水戸支店
茨城県ひたちなか市勝田本町18-
7
（法人番号8010001008810）

- 1,925,660 - 1

高速度カメラ 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9月18日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛治町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 2,802,800 - 1

AI 資源活用ハブシステムの設計作業 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9月18日
（株）ウニークス
東京都千代田区内神田1-9-10
（法人番号5010001104686）

- 4,675,000 - 1

GCI燃料のエンジン燃焼シミュレーション １式

契約担当職
福島再生可能エネルギー研究所研
究業務推進室長
川鈴木　宏
（福島県郡山市待池台2-2-9）

令和元年9月18日

（株）ＩＤＡＪ
神奈川県横浜市西区みなとみらい
2-2-1-1
（法人番号4020001020446）

- 2,110,900 - 1

12インチSOIウエハ 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9月19日
信越アステック（株）
東京都千代田区内神田2-2-1
（法人番号4010001018615）

- 3,300,000 - 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9月19日

（株）テクノプロ　テクノプロ・Ｒ＆Ｄ
社 つくば支店
茨城県土浦市桜町1-15-11
（法人番号2010401069169）

- 4,125/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,803,250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9月19日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,640/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,199,120円

塩素安定同位体分析(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9月19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）

- 1,618,650 - 1

火炎可視化用ガラス管 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9月19日
（株）アールデック
茨城県つくば市二の宮1-16-10
（法人番号4050001015278）

- 2,816,000 - 1

可視近赤外画像増感装置 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9月19日

（株）フォトロン
東京都千代田区神田神保町1-
105
（法人番号7010001136331）

- 2,922,700 - 1
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ｉ線露光装置用冷却水循環装置の更新 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9月20日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 4,653,000 - 1

マイクロリセット技術を搭載した気象観測装置
のフィールド試験作業 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9月20日
（株）オサシ・テクノス
高知県高知市本宮町65-3
（法人番号8490001000298）

- 2,475,000 - 1

陽電子装置用クリーンブース 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9月20日
バキュームプロダクツ（株）
東京都小平市御幸町16-2
（法人番号3012701004457）

- 1,996,500 - 1

多チャンネル神経活動計測装置 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9月20日

（株）ユニークメディカル 東京営業
所
東京都狛江市和泉本町2-7-9
（法人番号7012401009380）

- 2,808,000 - 1

暗室内蔵型蛍光顕微鏡 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9月20日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 4,644,000 - 1

太陽電池モジュール分析作業 １式

契約担当職
福島再生可能エネルギー研究所研
究業務推進室長
川鈴木　宏
（福島県郡山市待池台2-2-9）

令和元年9月20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）

- 1,386,000 - 1

凍結コア圧力調整用シリンジポンプ 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9月24日
日東高圧（株）
茨城県つくば市上横場640
（法人番号6050001016019）

- 4,510,000 - 1

超低温槽 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9月24日
東新（株） つくば営業所
茨城県つくば市二の宮1-2-3
（法人番号2010601022844 ）

- 1,685,200 - 1

「医療機器開発ケーススタディー 令和元年度
版」制作 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9月24日
（株）メディシンク
東京都港区高輪3-13-3
（法人番号9010401083881）

- 1,375,000 - 1

臨海副都心センター本館共有ネットワーク室
の空調改修 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9月24日

（株）アドヴァンス
東京都千代田区神田和泉町1-8-
13
（法人番号2010001131948）

- 1,650,000 - 1
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研究支援者派遣 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9月24日
（株）キャリアシステム
大阪府大阪市北区小松原町2-4
（法人番号9220001002460）

- 3,520/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,932,160円

ナノ材料接点成膜評価シミュレーションソフト
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9月25日

計測エンジニアリングシステム
（株）
東京都千代田区内神田1-9-5
（法人番号7010001080109）

- 1,644,500 - 1

つくば中央5-8A棟GS-1,GS-4スクラバー薬液
タンク交換修理 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9月25日
（株）ダルトンメンテナンス
東京都中央区築地5-6-10
（法人番号5010001143354）

- 1,507,000 - 1

廃水処理汚泥等に含まれる微生物群のメタ
ゲノム解析 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9月25日

ＢＧＩ　ＪＡＰＡＮ（株）
兵庫県神戸市中央区港島南町1-
5-2
（法人番号4140001047205 ）

- 4,917,000 - 1

NIRS付属品 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9月25日

島津サイエンス東日本（株） つくば
支店
茨城県つくば市吾妻3-17-1
（法人番号7010501032617）

- 1,961,300 - 1

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9月25日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 2,035/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,111,110円

分子動力学計算用ソフトウェア（期間ライセン
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9月25日

ダイキン工業（株） 電子システム
事業部
東京都港区港南2-18-1
（法人番号8120001059660）

- 1,080,750 - 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9月25日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,530/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,034,770円

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9月25日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,530/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,062,600円

研究機器等移設作業 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）

令和元年9月26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）

- 3,619,000 - 2
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走査型プローブ顕微鏡用イオナイザ 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9月26日

アドバンテック東洋（株） 筑波営業
所
茨城県つくば市天久保1-17-5
（法人番号3010001117541 ）

- 2,310,000 - 1

恒温恒湿槽 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9月26日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 4,070,000 - 1

分光放射照度標準電球 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9月26日
（有）アポロテック
茨城県つくばみらい市戸崎385
（法人番号8050002039215）

- 1,856,800 - 1

標準電圧発生器 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9月26日
（株）ＴＦＦフルーク社
東京都港区港南2-15-2
（法人番号5010401123798）

- 2,088,955 - 1

サーモリフレクタンス測定用冷却システム 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9月26日
（株）アクシス
茨城県つくば市大角豆646-2
（法人番号9050001017798）

- 4,950,000 - 1

生理活性評価系三種の構築作業 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9月26日
ナミキ商事（株）
東京都新宿区新宿5-5-3
（法人番号3011101015528）

- 4,867,060 - 1

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9月26日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 1,254,000 - 1

反応解析用ワークステーション 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9月26日
リアルコンピューティング（株）
東京都江東区冬木9-13
（法人番号1010601035921）

- 1,397,000 - 4

電子加速器用高周波電源装置動作確認調査
作業 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9月27日
（株）パルスパワー技術研究所
滋賀県草津市大路2-3-16
（法人番号3160001014633）

- 1,507,000 - 1

GaNスイッチング回路配線からの電磁界放射
解析 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9月27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）

- 1,705,000 - 1
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標準電球点灯・制御装置 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9月27日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 3,344,000 - 1

高精度高速データ収集装置 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9月27日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号805000106181）

- 1,624,700 - 1

奈良盆地東縁断層帯周辺における微小地震
連続観測点設置作業 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9月27日
徳丸技術士事務所
大分県豊後高田市新栄521-1 - 3,850,000 - 1

Ｃ-2棟480V電源接続作業 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9月27日
品田電気工事（株）
大阪府池田市上池田1-10-16
（法人番号5120901019626）

- 1,265,000 - 1

超高温黒体炉用予備ヒータ 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9月30日
（有）サンプラス
東京都荒川区西日暮里5-26-7
（法人番号3011502008766）

- 1,947,000 - 1

標準放射温度計 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9月30日
（株）チノー
茨城県水戸市三の丸1-4-73
（法人番号9011401004118）

- 2,706,000 - 1

水素用シリンダーキャビネット 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9月30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）

- 3,190,000 - 1

走査電子顕微鏡用過熱冷却ステージ 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9月30日
（株）フレックス・サービス
千葉県八千代市高津東4-8-26
（法人番号9040001021108）

- 1,716,000 - 1

地下貯留水の熱源利用可能性検証のための
数値解析モデル作成支援 １式

契約担当職
福島再生可能エネルギー研究所研
究業務推進室長
川鈴木　宏
（福島県郡山市待池台2-2-9）

令和元年9月30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）

- 3,300,000 - 1

280,204,939 274,706,272 98.04%
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