
＜特例随意契約一覧表（令和2年6月）＞

連番 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

1 火薬類 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2年6月1日
（株）長谷清
茨城県石岡市国府2-1-25
（法人番号8050001011802）

- 1,687,400 - 1

2
質量分析データを用いたマルチオミック
ス解析による微生物物質生産の最適
化 １式

契約担当職
臨海副都心センター研究業務推進部
長
五十嵐　光教
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年6月2日
（株）ファームラボ
東京都江東区白河4-3-1
（法人番号9010601032325）

- 4,963,200 - 1

3 中性子用センサーアレイ 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2年6月2日
丸紅情報システムズ（株）
東京都新宿区大久保3-8-2
（法人番号1011001030018）

- 4,994,000 - 1

4 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2年6月3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）

- 2,631/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,123,522円

5 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2年6月3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）

- 2,636/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,247,159円

6 卓上走査型トンネル顕微鏡 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2年6月4日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 2,058,210 - 1

7
実験用サーバストレージ拡張ユニット
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
柳堀　昭
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年6月4日
システムワークス（株）
静岡県浜松市中区西浅田2-10-22
（法人番号　9080401001770）

- 2,200,550 - 1

8 各種試験研究機器他運搬作業 １式

契約担当職
中国センター研究業務推進室長
山口　洋二
（広島県東広島市鏡山3-11-32）

令和2年6月4日
広島和光（株） 東広島営業所
広島県東広島市鏡山3-12-26
（法人番号1240001036571）

- 2,616,075 - 1

9 触媒熱物性評価装置 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2年6月4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）

- 3,938,000 - 1

10
奈良盆地東縁断層帯周辺高感度地震
観測網の保守・データ回収作業 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
柳堀　昭
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年6月4日
徳丸技術士事務所
大分県豊後高田市新栄521-1

- 1,595,000 - 1

11
藻類の培養効率向上に関するゲノムお
よび発現解析 １式

契約担当職
臨海副都心センター研究業務推進部
長
五十嵐　光教
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年6月5日
（株）ファームラボ
東京都江東区白河4-3-1
（法人番号9010601032325）

- 2,983,200 - 1

12 速度型地震センサ 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2年6月5日

（株）近計システム
大阪府大阪市住之江区南港東8-2-
61
（法人番号3120001019990　）

- 2,310,000 - 1
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13 光シグナル増幅装置 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2年6月5日
浜松ホトニクス（株）
静岡県浜松市東区市野町1126-1
（法人番号2080401004193）

- 2,194,500 - 1

14 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
五十嵐　光教
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年6月8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　）

- 5,300/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,754,520円

15 顕微鏡用画像記録装置 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2年6月8日

オリンパスメディカルサイエンス販売
（株）
東京都新宿区西新宿3-20-2
（法人番号2011101037845）

- 1,661,000 - 1

16 極低温低雑音マイクロ波増幅装置 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2年6月8日
サンインスツルメント（株）
東京都品川区西五反田2-26-9
（法人番号2010701014642）

- 4,163,500 - 1

17
ハードウェア評価分析施設の要求事項
の調査 １式

契約担当職
臨海副都心センター研究業務推進部
長
五十嵐　光教
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年6月9日
（株）ＥＣＳＥＣ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ
東京都千代田区神田錦町3-21
（法人番号6010001078368）

- 2,200,000 - 1

18 表層型MH堆積物コア抜取機 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2年6月9日
（株）マルイ　東京営業所
東京都墨田区業平3-8-4
（法人番号5122001016487）

- 2,571,250 - 1

19
冷却水の配管及び分岐接続ポートの
設置作業 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2年6月9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）

- 1,760,000 - 1

20
化合物の特徴量の高精度化及び実反
応を用いた精度検証 １式

契約担当職
臨海副都心センター研究業務推進部
長
五十嵐　光教
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年6月9日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1
（法人番号6010401078785）

- 3,823,600 - 1

21 実体顕微鏡システム 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2年6月9日
明伸工機（株） 土浦営業所
茨城県土浦市桜町1-15-11
（法人番号1013301012827）

- 2,244,000 - 3

22
脳活動計測センサLSI試作チップの製
作 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2年6月10日
シリコンソーシアム（株）
兵庫県神戸市中央区港島9-1
（法人番号5140001022834）

- 2,750,000 - 1

23
油脂酵母（Lipomyces starkeyi
CBS1807株）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2年6月10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）

- 2,663,232 - 1

24
中圧分取液体クロマトグラフシステム 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2年6月10日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 2,233,000 - 1

25 電位差計測装置 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
柳堀　昭
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年6月11日
（株）ＮＴシステムデザイン
東京都稲城市向陽台5-9
（法人番号　4012401030950）

- 2,439,800 - 1
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26 ケイ素原料比表面積分析装置 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2年6月11日

マイクロトラック・ベル（株） 東京営業
所
東京都新宿区高田馬場1-30-4
（法人番号2011001042160）

- 4,867,500 - 1

27
表層型メタンハイドレート賦存域で深海
表層堆積物の微生物活動を評価する
ためのセンサー 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
柳堀　昭
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年6月12日
（株）レスターコミュニケーションズ
東京都品川区北品川5-9-11
（法人番号2010701020401）

- 4,887,300 - 1

28 波長1064nmナノ秒レーザー 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2年6月12日
カンタム・ウシカタ（株）
神奈川県横浜市都筑区池辺町4666
（法人番号3010801002612）

- 1,831,500 - 1

29
タンパク質配列・立体構造解析用計算
機システム １式

契約担当職
臨海副都心センター研究業務推進部
長
五十嵐　光教
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年6月15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）

- 4,192,100 - 2

30
CT再構成高速処理用ワークステーショ
ン 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2年6月15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）

- 1,707,790 - 4

31
コーンビームCT再構成ソフトウエア 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2年6月15日

（株）緑野リサーチ
神奈川県大和市中央林間西5-15-
13
（法人番号8021001030919）

- 1,584,000 - 1

32 ネットワークアナライザ 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2年6月15日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 4,279,000 - 2

33 坑井データの時系列解析作業 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2年6月16日
（株）リナジス
東京都墨田区錦糸4-4-8
（法人番号9010601038363）

- 3,960,000 - 1

34 研究支援者派遣 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2年6月16日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,080/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,456,840円

35 鉛直型LIDAR装置設置作業 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2年6月16日
クリマテック（株）
東京都豊島区池袋4-2-11
（法人番号8013301022497）

- 2,758,800 - 1

36 レーザードップラー振動計 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2年6月16日

ポリテックジャパン（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜3-1-
9
（法人番号6020001043214）

- 4,144,387 - 1

37 可動式ガス分析システム 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2年6月16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）

- 4,991,140 - 1

38
人工知能オンラインプログラミング学習
ライセンス 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2年6月17日
（株）アイデミー
東京都千代田区神田小川町1-1
（法人番号7010001161164）

- 3,300,000 - 1
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39 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
五十嵐　光教
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年6月17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）

- 5,500/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,601,500円

40 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2年6月17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）

- 4,840/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,403,600円

41
Ribo-Zero plus rRNA Depletion Kit　他
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2年6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）

- 2,264,828 - 1

42
高精度ソース・メジャー・ユニット　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2年6月18日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 1,934,900 - 1

43 スパッタ装置用 Taコイル 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2年6月19日
ＪＸ金属（株）
東京都千代田区大手町1-1-2
（法人番号　2010001133878）

- 1,760,000 - 1

44 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2年6月19日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,860/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,123,120円

45
耐圧光ケーブルおよび均圧レセプタク
ル 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
柳堀　昭
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年6月19日
マリメックス･ジャパン（株）
東京都江東区亀戸2-42-11
（法人番号　5011701007534）

- 2,138,400 - 1

46 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
柳堀　昭
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年6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）

- 2,640/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,725,040円

47 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2年6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）

- 2,750/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,503,500円

48 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
五十嵐　光教
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年6月22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）

- 5,000/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,410,000円

49
重回帰解析による地熱資源評価作業
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2年6月22日
（株）リナジス
東京都墨田区錦糸4-4-8
（法人番号9010601038363）

- 4,950,000 - 1

50 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2年6月22日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,431/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,324,895円

51
水文環境図No.12「和歌山平野」および
No.13「静清地域」の作成と水文環境図
「山形盆地（第2版）」の修正 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
柳堀　昭
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年6月22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）

- 1,848,000 - 1
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52 プラズマプロセスモニタ 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2年6月22日
浜松ホトニクス（株）
静岡県浜松市東区市野町1126-の1
（法人番号2080401004193）

- 2,612,500 - 1

53 生分解性試験測定セット 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2年6月23日
（株）アズバイオ
大阪府大阪市北区天満3-5-8
（法人番号8120001016752）

- 3,135,000 - 1

54
ロボット介護機器開発・実証等ガイドラ
インに関する確認作業　一式 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2年6月23日
（株）シード・プランニング
東京都文京区湯島3-19-11
（法人番号9010001144299）

- 4,345,000 - 1

55
FRA内蔵ポテンショ／ガルバノスタット
ボード 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2年6月23日
（株）東陽テクニカ 大阪支店
大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1
（法人番号8010001051991）

- 2,629,440 - 1

56 研究支援者派遣 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2年6月23日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256）

- 2,822/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,335,089円

57 有限要素法ソフトウェア 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2年6月23日

アドバンテック東洋（株） 大阪営業
所
大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-
13
（法人番号3010001117541	）

- 4,290,000 - 1

58 研究支援者派遣 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2年6月23日
パーソルＲ＆Ｄ（株）
埼玉県上尾市大字壱-1
（法人番号3180001032055）

- 4,400/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,081,200円

59 岩石試料切断装置 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
柳堀　昭
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年6月24日

（株）アルファー器械
茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷
2033-54
（法人番号　2050001013226）

- 3,960,000 - 1

60 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2年6月24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
2,013,000円

61
工場向け屋内測位のための業務アプリ
ケーション改良 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2年6月24日
（株）スコープラビット
福岡県福岡市中央区荒戸3-3-15
（法人番号2290001088905）

- 2,640,000 - 1

62 X線検出器 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2年6月24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 ）

- 3,572,250 - 1

63 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2年6月24日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,695/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,546,775円

64
第一原理電子状態計算プログラム
OpenMXへの拡張へシアンFCP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2年6月24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
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65 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2年6月24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）

- 2,750/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,880,250円

66 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2年6月25日
（株）スタッフサービス
東京都千代田区神田練塀町85
（法人番号8010001076758）

- 3,410/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,612,930円

67 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2年6月25日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,860/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,352,065円

68
金属リチウム負極のクライオTEM分析
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2年6月26日
（株）コベルコ科研 大阪支店
大阪府大阪市北区梅田3-3-10
（法人番号8140001007717）

- 3,685,000 - 2

69 低雑音マイクロ波増幅器 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2年6月26日
緑屋電気（株）
東京都中央区日本橋室町1-2-6
（法人番号1010001058548）

- 2,230,800 - 1

70
パーソナルモビリティのデータ統合用セ
ンサキャリブレーションプログラム開発
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2年6月29日
（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1
（法人番号1010901026918）

- 2,178,000 - 2

71 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2年6月29日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,673/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,771,603円

72 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2年6月29日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,508/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,549,944円

73 超微量分光光度計 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
柳堀　昭
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年6月29日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号　5010001006123）

- 1,732,500 - 1

74 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
五十嵐　光教
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年6月29日

日本アドバンス・テクノロジー（株）
神奈川県横浜市神奈川区金港町2-
6
（法人番号2010401022334）

- 5,000/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,201,000円

75
乾式スクラバー付ドラフトチャンバー 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2年6月30日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 4,040,960 - 1

76 研究支援者派遣 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2年6月30日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,129/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,704,929円

164,155,615 163,524,277 99.62%
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