
＜特例随意契約一覧表（令和2年10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 研究支援者派遣 １式

契約担当職
調達室長
小河原　良雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月1日

（株）テクノプロ　テクノプロ・
デザイン社
東京都港区高輪3-25-33
（法人番号2010401069169）

- 3,025円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,792,075円

2 研究支援者派遣 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月1日

（株）テクノプロ　テクノプロ・
デザイン社
東京都港区高輪3-25-33
（法人番号2010401069169）

- 2,750円/時間 - 2
単価契約
予定総額
2,792,075円

3 試作膜分離モジュール分析部 １式

契約担当職
東北センター業務室長
青木　一彦
(宮城県仙台市宮城野区苦竹4-
2-1)

令和2年10月1日

(株)旭商会 仙台店
宮城県仙台市青葉区上杉1-
9-38
（法人番号5370001006871）

- 3,542,000 - 2

4
アニーリングマシン数値計算用コン
ピュータ １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月1日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 2,376,000 - 1

5 パワーアンプ １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月1日

日本オートマティック コント
ロール（株） 東京営業所
東京都品川区大崎1-6-4
（法人番号8011001061147）

- 3,179,000 - 1

6
メタン分解反応生成ガス分析装置
１式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年10月2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

7
タンパク質の残基間相互作用類似
性解析ソフトの構築 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月2日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1
（法人番号6010401078785）

- 3,993,000 - 1

8

表層型メタンハイドレート賦存域で
深海底の海水を採取する浸透圧式
長期連続採水器オスモサンプラー
システム １式

契約担当職
つくば中央第七事業所業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月2日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 3,806,000 - 1
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9 井戸調査用水中カメラ １式

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

令和2年10月5日

（株）ジオファイブ
埼玉県さいたま市緑区原山
1-12-1
（法人番号3030001009167）

- 1,694,000 - 2

10
反射防止膜付き半導体レーザー １
式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月5日

（株）ブルーアロー
東京都千代田区神田神保町
1-34-8
（法人番号5010001153089）

- 1,841,400 - 1

11 レーザー干渉計解析装置 １式

契約担当職
調達室長
小河原　良雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月5日
（株）マブチ・エスアンドティー
東京都昭島市宮沢町3-59-5
（法人番号4100001021717）

- 4,158,000 - 1

12 励起用パルスレーザ装置 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月5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）

- 3,971,000 - 1

13 紫外可視分光光度計 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月5日

アイテックサイエンス（株） つ
くば営業所
茨城県つくば市梅園2-33-26
（法人番号9050001017781）

- 2,004,805 - 1

14
太陽光発電の調整力創出シミュ
レーションの条件整理と実証実験
補助作業 １式

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

令和2年10月5日

東芝エネルギーシステムズ
（株）
神奈川県川崎市幸区堀川町
72-34
（法人番号7020001121200）

- 2,750,000 - 1

15
屋外実証フィールド通信配線作業
１式

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

令和2年10月6日
（株）エディソン
福島県郡山市堤下町13-8
（法人番号8380001004673）

- 1,177,000 - 1

16

表層型メタンハイドレート賦存域の
海底状況の長期モニタリング装置
回収のためのトランスポンダー １
式

契約担当職
つくば中央第七事業所業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月6日

（株）ソリューションシステムズ
千葉県船橋市駿河台1-30-
36
（法人番号4040001017721）

- 3,869,250 - 1
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17 ２次元層状物質解析装置 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月6日

ＨＰＣテクノロジーズ（株）
東京都千代田区飯田橋1-
12-7
（法人番号2010001110778）

- 1,705,000 - 1

18
微量栄養塩測定装置用接続部品
１式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年10月6日

オーシャンフォトニクス（株）
東京都新宿区西早稲田3-
30-16
（法人番号4011101058055）

- 2,041,600 - 1

19 VPNシステム構築 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月6日

ネットワンシステムズ（株）
東京都千代田区丸の内2-7-
2
（法人番号7010701007922）

- 3,463,768 - 1

20 多チャンネル光パワーメーター １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年10月6日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 2,377,100 - 1

21
量子カスケードレーザーモジュール
１式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月6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）

- 3,306,820 - 1

22 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月7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円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,801,250円

23 研究支援者派遣 １式

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

令和2年10月7日

（株）テクノプロ　テクノプロ・Ｒ
＆Ｄ社 仙台支店
宮城県仙台市青葉区中央1-
2-3
（法人番号2010401069169）

- 3.762円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,081,078円

24 育成棚 １式

契約担当職
北海道センター業務室長
松本　卓
（北海道札幌市豊平区月寒東２
条17－2－1）

令和2年10月7日

（株）フロンティア・サイエンス
北海道石狩市新港西1-777ｰ
12
（法人番号9430001032924）

- 2,053,722 - 1
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25
テキストマイニング用論文データ
セット １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月7日

（株）紀伊國屋書店 東京営業
本部
東京都目黒区下目黒3-7-10
（法人番号4011101005131）

- 2,081,490 - 1

26 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月7日

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

- 2,530円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,137,850円

27
身体力学解析用フォースプレート １
式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月7日

アーカイブティップス（株）
東京都千代田区神田司町2-
7
（法人番号3011501018766）

- 2,728,000 - 2

28
昆虫外皮スペクトル測定システム
１式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月7日
東和科学（株）
東京都豊島区南大塚2-37-5
（法人番号2010001024235）

- 1,991,000 - 1

29
培養細胞観察用蛍光顕微鏡用マ
ルチスタックモジュール １式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月8日

（株）キーエンス
大阪府大阪市東淀川区東中
島1-3-14
（法人番号4120001051530）

- 3,960,000 - 1

30 研究支援者派遣 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月8日

（株）ジーシーエス
千葉県松戸市西馬橋幸町
130-401
（法人番号2040001090753）

- 5,000円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,178,000円

31
波長可変半導体レーザーシステム
修理作業 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月8日
（有）エーピーエフ
東京都文京区根津1-16-10
（法人番号7010002032430）

- 1,408,000 - 1

32 研究支援者派遣 １式

契約担当職
関西センター業務部長
國府田　眞奈美
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和2年10月8日

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

- 2,734円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,222,366円
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33 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月8日

ＷＤＢ工学（株）
東京都千代田区丸の内2-3-
2
（法人番号6010001150705）

- 3,245円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,742,025円

34 任意波形発生装置 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月8日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 2,697,200 - 1

35 活性評価装置（ECA解析部） １式

契約担当職
関西センター業務部長
國府田　眞奈美
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和2年10月9日

（株）イーシーフロンティア
京都府相楽郡精華町光台3-
2-30
（法人番号 5130001040366）

- 2,222,000 - 1

36 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月9日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 2,200円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,438,800円

37 3軸ピエゾステージ １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月9日

オングストロームテクノロジー
（株）
東京都青梅市野上町2-19-2
（法人番号3013101006580）

- 2,326,500 - 2

38 集細胞遠心装置 １式

契約担当職
四国センター業務室長
三田　芳弘
（香川県高松市林町2217-14）

令和2年10月9日
四国理科（株）
高知県高知市大津乙1067-6
（法人番号4490001001267）

- 1,562,000 - 1

39 マルチチャンネルスケーラー １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月9日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 2,407,570 - 1

40
液体クロマトグラフィーシステム １
式

契約担当職
関西センター業務部長
國府田　眞奈美
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和2年10月9日
三和理研（株）
大阪府箕面市船場東3-6-62
（法人番号9120901020522）

- 3,450,480 - 1
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41 GM冷凍機ユニット １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月12日
（株）アクシス
茨城県つくば市大角豆646-2
（法人番号9050001017798）

- 2,090,000 - 1

42
人体シミュレーションソフトウェア保
守作業 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月12日

（株）スリーディー
神奈川県横浜市港北区新横
浜2-3-8
（法人番号1020001094872）

- 4,917,000 - 1

43 研究支援者派遣 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月12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円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,224,000円

44 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月12日
（株）プランナーマネジメント
茨城県つくば市小野崎131-1
（法人番号9050001037607）

- 2,139円/時間 - 2
単価契約
予定総額
1,427,046円

45
示差走査熱量計用液体窒素自動
供給低温装置 １式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月12日

（株）リガク 東京支店
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-
4
（法人番号5012801002680）

- 1,980,000 - 1

46
高純度オゾン供給装置のガス供給
設備作業 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10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）

- 2,970,000 - 1

47 研究支援者派遣 １式

契約担当職
関西センター業務部長
國府田　眞奈美
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和2年10月12日

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

- 2,847円/時間 - 2
単価契約
予定総額
1,853,982円

48
コドン最適化ウェブアプリケーション
の構築 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月12日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1
（法人番号6010401078785）

- 4,924,700 - 1
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49
ヌクレオソーム親和性予測モデリン
グソフトウェアの開発とモデル構築
１式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月12日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1
（法人番号6010401078785）

- 4,924,700 - 1

50

油脂酵母（Lipomyces starkeyi
CBS1807株）および糸状菌
（Trichoderma reesei PC3-7株）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業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10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）

- 3,994,848 - 1

51
身体運動・生体信号計測用および
運動介入・触覚提示用スーツ １式

契約担当職
調達室長
小河原　良雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月13日

（株）アスク
東京都千代田区九段南4-8-
21
（法人番号1010001009831）

- 1,848,000 - 1

52 研究支援者派遣 １式

契約担当職
関西センター業務部長
國府田　眞奈美
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和2年10月13日

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

- 2,909円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,458,527円

53 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月13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）

- 2,563円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,165,735円

54 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月13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円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,214,400円

55
SpO2・体温センサ実装フレキシブ
ル基板（柔軟性エポキシ基板） １式

契約担当職
つくば東事業所業務室長
宮下　幸隆
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和2年10月13日
太洋工業（株）
和歌山県和歌山市有本661
（法人番号9170001002004）

- 2,640,000 - 1

56
リファレンスデザインコア　クリーン
ファイナルRTL（Resister Transfer
Level）の設計検証　一式 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月13日

東芝デバイスソリューション
（株）
神奈川県川崎市幸区堀川町
580-1
（法人番号9020001073919）

- 4,994,000 - 1
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57 全自動核酸抽出装置 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月13日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号　5010001006123）

- 2,277,000 - 1

58
極薄チップ8段積層組み立て加工
作業 １式

契約担当職
調達室長
小河原　良雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月13日

富士通エレクトロニクス（株）
神奈川県横浜市港北区新横
浜2-100-45
（法人番号2020001083420）

- 2,288,000 - 1

59 次世代シーケンス解析 １式

契約担当職
北海道センター業務室長
松本　卓
（北海道札幌市豊平区月寒東２
条17－2－1）

令和2年10月13日

北海道和光純薬（株）
北海道札幌市北区北15条西
4-1-16
（法人番号9430001022611）

- 4,912,600 - 1

60
超臨界地熱貯留層シミュレーション
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
業務室長
川鈴木　宏
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和2年10月14日
（株）リナジス
東京都墨田区錦糸4-4-8
（法人番号9010601038363）

- 2,200,000 - 1

61 研究支援者派遣 １式

契約担当職
北海道センター業務室長
松本　卓
（北海道札幌市豊平区月寒東２
条17－2－1）

令和2年10月14日

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

- 2,292円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,056,797円

62
奈良盆地および平城山丘陵におけ
る微動アレイ観測および単点微動
観測作業 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月14日
杉山　長志
東京都立川市上砂町5-15-1

- 2,640,000 - 1

63
ダクトレスフード用フィルター交換作
業 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月14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）

- 2,363,680 - 1

64
海底湧出地下水周辺の底質把握
に係る堆積物採取作業 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月15日

（株）マリン・ワーク・ジャパン
神奈川県横須賀市追浜東町
3-54-1
（法人番号3020001032681）

- 2,915,000 - 2
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65
地形情報等を用いたAI解析による
地下水流速推定技術の開発支援
１式

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

令和2年10月15日

八千代エンジニヤリング（株）
事業統括本部
東京都台東区浅草橋5-20-8
（法人番号2011101037696）

- 4,873,000 - 1

66
ABCIと他システムを連携するメタス
ケジューリングシステム　一式 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月16日
（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1
（法人番号1010901026918 ）

- 2,928,860 - 1

67 2ステップPCR用解析システム １式

契約担当職
東北センター業務室長
青木　一彦
(宮城県仙台市宮城野区苦竹4-
2-1)

令和2年10月16日

(株)池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-
6
（法人番号3010001010696）

- 2,336,950 - 2

68 リアルタイムPCRシステム １式

契約担当職
東北センター業務室長
青木　一彦
(宮城県仙台市宮城野区苦竹4-
2-1)

令和2年10月16日

(株)池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-
6
（法人番号3010001010696）

- 3,998,500 - 2

69 全自動電気泳動システム １式

契約担当職
東北センター業務室長
青木　一彦
(宮城県仙台市宮城野区苦竹4-
2-1)

令和2年10月16日

(株)池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-
6
（法人番号3010001010696）

- 3,668,060 - 2

70
筋肉電気刺激用信号生成装置 １
式

契約担当職
つくば東事業所業務室長
宮下　幸隆
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和2年10月16日
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1-1-6
（法人番号8010001051991）

- 4,907,760 - 1

71
大規模粒子可視化ソフトウエア １
式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月19日

（株）インサイト
東京都文京区本郷5-29-12-
309
（法人番号 4010001082594）

- 1,639,000 - 1

72
ダイヤモンドワイヤー試料切断装
置 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月19日

（株）栄リサーチ
福岡県福岡市城南区長尾5-
7-11
（法人番号1290001079236）

- 4,854,300 - 1
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73
絶対エレクトロルミネッセンス画像
計測システム １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月19日

（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-
6
（法人番号3010001010696）

- 3,525,500 - 1

74
大容量スケールアウト型ストレージ
装置 １式

契約担当職
調達室長
小河原　良雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月19日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 4,917,000 - 1

75 次世代シーケンス解析作業 １式

契約担当職
北海道センター業務室長
松本　卓
（北海道札幌市豊平区月寒東２
条17－2－1）

令和2年10月19日

北海道和光純薬（株）
北海道札幌市北区北15条西
4-1-16
（法人番号9430001022611）

- 4,827,900 - 1

76
ARコーティング付き半導体レーザ
１式

契約担当職
つくば東事業所業務室長
宮下　幸隆
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和2年10月20日
（株）オプトロンサイエンス
東京都文京区本郷3-21-8
（法人番号1010001001631）

- 2,530,000 - 1

77 地震データ解析用計算機 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月20日

ＨＰＣテクノロジーズ（株）
東京都千代田区飯田橋1-
12-7
（法人番号 2010001110778）

- 2,079,000 - 1

78
ドローン取得データアップロード用
Webインタフェース拡張 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月20日
アイバイオテック（株）
茨城県つくば市吾妻4-16-6
（法人番号 8050001017452）

- 4,107,400 - 1

79 研究支援者派遣 １式

契約担当職
北海道センター業務室長
松本　卓
（北海道札幌市豊平区月寒東２
条17－2－1）

令和2年10月21日

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

- 2,310円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,141,140円

80 真空ガス置換炉 １式

契約担当職
中部センター業務部長
吉岡　有二
（愛知県名古屋市守山区下志段
味穴ケ洞2266-98）

令和2年10月21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）

- 2,065,360 - 1
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81
実験データアノテーション用計算機
１式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月21日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 1,637,900 - 1

82 正立型蛍光顕微鏡システム １式

契約担当職
北海道センター業務室長
松本　卓
（北海道札幌市豊平区月寒東２
条17－2－1）

令和2年10月21日

北海道和光純薬（株）
北海道札幌市北区北15条西
4-1-16
（法人番号9430001022611）

- 3,740,000 - 1

83
オミックス解析データ情報処理と
データベース化作業　一式 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月22日

（株）ファームラボ
東京都江東区白河4-3-1-
913
（法人番号9010601032325）

- 4,963,200 - 1

84
ゲノム情報解析用ラックマウント型
サーバ １式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月22日
HPCシステムズ（株）
東京都港区海岸3-9-15
（法人番号4010401096252）

- 3,498,000 - 1

85
硫化物電極合成用局所排気装置
１式

契約担当職
中部センター業務部長
吉岡　有二
（愛知県名古屋市守山区下志段
味穴ケ洞2266-98）

令和2年10月22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）

- 4,653,000 - 1

86
データ統合に向けたRDF化作業 １
式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月22日
プラナスソリューションズ（株）
東京都新宿区西新宿7-20-1
（法人番号5011101084091）

- 1,980,000 - 1

87 有機物解析装置 １式

契約担当職
関西センター業務部長
國府田　眞奈美
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和2年10月22日

金陵電機（株）
大阪府大阪市淀川区新高3-
3-11
（法人番号 7120001054885）

- 3,828,000 - 1

88 振動式密度計 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月23日
（株）アントンパール・ジャパン
東京都墨田区堤通1-19-9
（法人番号3010701021654）

- 2,090,000 - 1
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89 研究支援者派遣 １式

契約担当職
調達室長
小河原　良雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月23日
（株）メイテック
東京都台東区上野1-1-10
（法人番号11800010274112）

- 3,300円/時間 - 2
単価契約
予定総額
2,534,400円

90
カソード挙動解析用ポテンショガル
バノスタット １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年10月23日
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1ｰ1ｰ6
（法人番号8010001051991）

- 1,721,280 - 1

91 研究支援者派遣 １式

契約担当職
中部センター業務部長
吉岡　有二
（愛知県名古屋市守山区下志段
味穴ケ洞2266-98）

令和2年10月23日

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

- 2,607円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,744,083円

92 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月23日

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

- 2,420円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,437,480円

93 Heリークディテクター １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月23日
アペックス（株）
東京都港区西麻布3-21-20
（法人番号9010401001950）

- 2,860,000 - 2

94
機能性材料データベースの開発 １
式

契約担当職
中部センター業務部長
吉岡　有二
（愛知県名古屋市守山区下志段
味穴ケ洞2266-98）

令和2年10月23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）

- 3,135,000 - 1

95
ゲノム解析用ワークステーション １
式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月23日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 4,398,900 - 1

96 反射電子線回折装置 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月26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）

- 3,145,175 - 1
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97
実験協力者リクルーティング・管理
１式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月26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）

- 1,947,000 - 1

98 圧電振動デバイス試作 １式

契約担当職
つくば東事業所業務室長
宮下　幸隆
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和2年10月26日

（株）シリコンセンシングシス
テムズジャパン
兵庫県尼崎市扶桑町1-10
（法人番号8140001052110）

- 4,939,000 - 1

99
エラストマー解析用計算サーバ １
式

契約担当職
調達室長
小河原　良雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月26日
（株）ながれ
東京都目黒区原町1-16-5
（法人番号3013201012157）

- 1,848,000 - 1

100 キャリアライフタイム測定装置 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月26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）

- 3,740,000 - 2

101 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月26日

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

- 2,469円/時間 - 2
単価契約
予定総額
1,896,576円

102
AIエッジデバイス漏洩波形取得フ
レームワークへの処理の追加作業
１式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月27日

ノバテック（株）
東京都大田区田園調布3-
26-8
（法人番号3010801009558）

- 4,983,000 - 1

103 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年10月27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）

- 2,475円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,767,150円

104 大容量RAIDサーバ装置 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10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 8050001016181）

- 2,002,000 - 1
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105 卓上電子顕微鏡 １式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月27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）

- 4,785,000 - 1

106 ベクトル信号発生器 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月27日

横河レンタ・リース（株）
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ﾌｧｰｽﾄｳｴｽﾄ
（法人番号8012401013423）

- 3,629,879 - 1

107 室内風向風速監視装置 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月27日
柴田科学（株）
東京都台東区池之端2-6-6
（法人番号9030001040463）

- 2,200,000 - 1

108
COMSOLによる圧力計測デバイス
の特性解析作業 １式

契約担当職
つくば東事業所業務室長
宮下　幸隆
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和2年10月28日

（株）Ｏｓｃｉｌｌａｔｅｄ　Ｒｅｃａｌｌ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ
茨城県つくば市千現2-1-6
（法人番号9050001016445）

- 1,395,900 - 1

109
ホール効果プローバシステムアップ
グレード １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月28日
（株）アクシス
茨城県つくば市大角豆646-2
（法人番号9050001017798）

- 4,620,000 - 1

110 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月28日

（株）アミル
東京都千代田区神田佐久間
町4-14
（法人番号1040001029216）

- 2,970円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,280,960円

111 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月28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）

- 2,552円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,464,848円

112 計算機クラスター １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月28日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号 8050001016181）

- 3,894,000 - 1
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113 表面温度測定装置 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月28日
高千穂精機（株）筑波営業所
茨城県つくば市春日4-18-11
（法人番号3010101007931）

- 1,618,100 - 1

114 X線波高値分析器 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月28日

日本ナショナルインスツルメ
ンツ（株）
東京都港区芝大門1-9-9
（法人番号3010401023042）

- 2,079,654 - 1

115 マイクロ波送受信器 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月28日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 2,475,000 - 1

116 ガルバノミラーシステム １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月28日

浜松ホトニクス（株）
茨城県つくば市研究学園5-
12-10
（法人番号2080401004193）

- 2,970,000 - 1

117 ミクロ天秤 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月28日

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

- 4,011,700 - 1

118 オシロスコープ １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月29日

（株）ＴＦＦテクトロニクス社／
ケースレーインスツルメンツ
社
東京都港区港南2-15-2
（法人番号5010401123798）

- 2,862,200 - 1

119 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月29日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 3,190円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,226,620円

120
京都盆地および奈良盆地における
反射法地震探査データの収集・整
理業務 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月29日
（株）阪神コンサルタンツ
奈良県奈良市大宮町2-4-25
（法人番号7150001004169）

- 3,850,000 - 2
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121
ペルチェ式卓上型温度サイクル試
験装置 １式

契約担当職
つくば東事業所業務室長
宮下　幸隆
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和2年10月29日

ＴＵＩＳｏｌｕｔｉｏｎｓ（株）
東京都渋谷区恵比寿西1-
32-16
（法人番号4011001055433）

- 1,980,000 - 1

122 研究支援者派遣 １式

契約担当職
中部センター業務部長
吉岡　有二
（愛知県名古屋市守山区下志段
味穴ケ洞2266-98）

令和2年10月29日

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

- 2,805円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,632,510円

123
熱電モジュール特性計測システム
制御ソフトウェアの作成 １式

契約担当職
中部センター業務部長
吉岡　有二
（愛知県名古屋市守山区下志段
味穴ケ洞2266-98）

令和2年10月29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）

- 1,760,000 - 1

124
酵母用マイクロマニピュレーション
システム １式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月29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）

- 3,170,530 - 1

125 ソースメジャーユニット １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月29日

日本測器（株）東京営業所
東京都中央区日本橋本町4-
6-10
（法人番号5140001012224）

- 3,396,800 - 1

126 膜厚センサー １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月30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）

- 3,025,000 - 1

127 倍率可変レーザー溶接ヘッド １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和2年10月30日

（株）タマリ工業
愛知県西尾市米津町五郎田
1-1
（法人番号6180301022950）

- 4,484,700 - 1

128 研究支援者派遣 １式

契約担当職
東北センター業務室長
青木　一彦
(宮城県仙台市宮城野区苦竹4-
2-1)

令和2年10月30日

(株)テクノプロ　テクノプロ・Ｒ
＆Ｄ社
東京都港区六本木6-10-1
（法人番号2010401069169）

- 3,833円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,825,289円



＜特例随意契約一覧表（令和2年10月）＞
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地
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公開見積競
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もり合わせ
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備　　考

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

129
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業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月30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）

- 1,210,000 - 1

130 津波等計算機 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月30日

ＨＰＣテクノロジーズ（株）
東京都千代田区飯田橋1-
12-7
（法人番号 2010001110778）

- 2,189,000 - 1

131 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月30日
アドバンテック（株）
東京都新宿区西新宿2-7-1
（法人番号3120001131738）

- 2,816円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,884,740円

132 移動式マニピュレータ １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年10月30日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 3,290,760 - 1

133
二酸化炭素センサーの室内運用試
験機器設置、点検、回収作業 １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年10月30日

紀本電子工業（株）
大阪府大阪市天王寺区舟橋
町3-1
（法人番号5120001023033）

- 4,950,000 - 1

134
広波長域透過型４分岐ファイバー
１式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年10月30日

山下電装（株）
東京都八王子市美山町
2161-14
（法人番号5010101008738）

- 2,269,300 - 1

135
三次元可視化解析ソフトウェア １
式

契約担当職
つくば中央第七事業所業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年10月30日
日本エフイー・アイ（株）
東京都品川区東品川4-12-2
（法人番号 9010401058792）

- 1,796,850 - 1

333,886,303 328,378,514 98.35%


