
＜特例随意契約一覧表（令和元年11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11月1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
1,416,800円

放電加工結果の機上測定装置 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）

令和元年11月1日

（株）Ｋａｍｏｇａｗａ
京都府京都市南区西九条川原城町
112
（法人番号7130001010284）

- 1,639,000 - 1

2016年度排出インベントリ全国版の作成
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11月1日
（一財）計量計画研究所
東京都新宿区市ヶ谷本村町2-9
（法人番号5011105004806）

- 1,980,000 - 1

卓上型真空ガス置換炉 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11月1日

（株）三ツワフロンテック つくば営業
所
茨城県つくば市研究学園5-12-10
（法人番号9120001071004）

- 2,299,000 - 1

オシロスコープ高周波化アップグレード 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11月1日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 2,937,000 - 1

環境計測装置 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11月1日
（株）アルゴ
大阪府吹田市江坂町1-13-48
（法人番号5120901005238）

- 3,048,100 - 1

均一粉砕機 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11月1日
大阪薬研（株）
大阪府箕面市稲5-13-10
（法人番号6120901029319）

- 3,049,200 - 1

マルチ小型電気化学測定装置 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11月1日
八洲薬品（株）
大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
（法人番号3120901014174）

- 3,115,200 - 1

イジング計算に係る演算用計算機及び古
典アニーリング機械の高速化・評価・バイ
ナリ作成用計算機 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11月1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）

- 3,366,000 - 2

メタンハイドレート賦存域音波探査データ
処理・海底面イメージングソフトウェア 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)

令和元年11月1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）

- 4,400,000 - 1

ガスクロマトグラフフィー分析装置 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)

令和元年11月1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）

- 4,895,000 - 1

東京都港区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
柳堀　昭
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年11月1日
大洋地下調査（株）
東京都足立区西綾瀬4-3-11
（法人番号5011801009488）

- 4,994,000 - 2

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
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11月5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
1,411,410円

i線ステッパー用レチクル 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11月5日
日本フイルコン（株）
東京都稲城市大丸2220
（法人番号4013401002394）

- 1,636,800 - 1

廃電池破壊試験 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11月5日
（株）コベルコ科研 東京営業部
東京都品川区大崎1-11-2
（法人番号8140001007717）

- 1,782,000 - 1

恒温槽 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11月5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）

- 2,002,000 - 2

陽電子プローブマイクロアナライザーの加
速器電子銃カソードガンアレイの交換修
理 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11月5日
（株）太田エレクトロニクス
栃木県佐野市富岡町1719-2
（法人番号6060001020275）

- 2,053,150 - 1

分光測定ならびに顕微鏡用温調ホットス
テージ 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11月5日
メトラー･トレド（株）
東京都台東区池之端2-9-7
（法人番号1010501030147）

- 2,281,400 - 1

GPU計算サーバ 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11月5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）

- 2,464,000 - 1

イジング計算によるセキュリティ技術評価
用計算機 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）

令和元年11月5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）

- 2,882,000 - 3

無人航空機測量機器 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)

令和元年11月5日
（株）セキド
東京都国立市東1-13-27
（法人番号3012401022932）

- 4,487,568 - 1

日常生活データ収集センサシステムの撤
去作業等 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）

令和元年11月6日
（株）国際情報ネット
千葉県柏市北柏4-1-2
（法人番号1040001043530）

- 1,633,500 - 1

ANSYS CFD Premium 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11月6日
アンシス・ジャパン（株）
東京都新宿区西新宿6-10-1
（法人番号6011101057245）

- 1,911,637 - 1
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自動ステージ 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11月6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）

- 2,373,800 - 1

フライホイール蓄電装置の設置作業 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)

令和元年11月6日
（株）岡商
福島県須賀川市森宿字ﾋｼﾞﾘ田9-2
（法人番号4380001011153）

- 2,596,000 - 2

液体マスフローコントローラーユニット 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11月6日
英和（株）
東京都品川区西五反田1-31-1
（法人番号3370001002030）

- 2,970,000 - 2

スプリットイメージングシステム 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11月6日

オリンパスメディカルサイエンス販売
（株） つくば営業所
茨城県つくば市研究学園5-20-2
（法人番号2011101037845）

- 4,950,000 - 1

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）

令和元年11月7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）

- 6,419/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,622,112円

シミュレーションおよび解析用ワークス
テーション 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）

令和元年11月7日
（株）ながれ
東京都目黒区原町1-16-5
（法人番号3013201012157）

- 1,427,800 - 3

小型恒温恒湿槽 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11月7日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 1,624,150 - 1

シグナルアナライザ 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11月7日
アンリツ（株）
神奈川県厚木市田村町8-5
（法人番号2021001021865）

- 2,079,000 - 1

蛍光実体顕微鏡M165FCデジタルカメラシ
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)

令和元年11月7日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛治町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 2,156,000 - 1

Trichoderma reesei産業用候補株の遺伝
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11月7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

紫外可視近赤外吸収スペクトル測定装置
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11月7日
日本分光（株）
東京都八王子市石川町2967-5
（法人番号2010101002925）

- 3,245,000 - 1
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3D点群編集可視化ソフトウェア 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11月7日
（株）エリジオン
静岡県浜松市中区旭町11-1
（法人番号5080401000933）

- 3,520,000 - 1

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11月7日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 3,960,000 - 1

エポキシボンダー装置 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11月7日
ハイソル（株）
東京都台東区上野1-17-6
（法人番号5010501018956）

- 4,510,000 - 1

手持ち式空間電磁界特性評価装置 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11月7日
東洋メディック（株）
東京都新宿区東五軒町2-13
（法人番号2011101014794）

- 4,807,000 - 1

深層学習を用いた衛星SARデータによる
森林伐採地検出モジュール作成 １式

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

令和元年11月7日

（一財）リモート・センシング技術セン
ター
東京都港区虎ﾉ門3-17-1
（法人番号8010405009768）

- 4,950,000 - 1

ラマン顕微鏡関連部品 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11月8日
ソーラボジャパン（株）
東京都練馬区北町3-6-3
（法人番号6013301026211）

- 1,890,819 - 1

炭素被膜蒸着装置 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)

令和元年11月8日
メイワフォーシス（株）
東京都新宿区新宿1-14-2
（法人番号4011101056538）

- 2,269,025 - 1

チップ並列積層組立加工作業 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11月8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）

- 2,398,000 - 1

熱重量示差熱同時測定装置 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11月8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）

- 2,640,000 - 1

天井走行リフトの走行レール移動電動化
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11月8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）

- 2,860,000 - 1

急速充填用水素吸蔵タンク　他 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11月8日
日本重化学工業（株）
東京都中央区新川1-17-25
（法人番号8010001034988）

- 2,970,000 - 1



＜特例随意契約一覧表（令和元年11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
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（円）
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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）

光ファイバセンサ坑内試験時における
データ取得作業 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11月8日
（株）レーザック
東京都葛飾区西亀有1-5-3
（法人番号3010001078239）

- 2,981,000 - 1

マルチモードプレートリーダー 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11月8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）

- 2,999,700 - 1

フーリエ変換赤外分光法 (FT/IR)用真空
加熱拡散反射測定ユニット 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11月8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）

- 4,020,500 - 1

公知化合物の生理活性値の取得作業 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11月8日
ナミキ商事（株）
東京都新宿区新宿5-5-3
（法人番号3011101015528）

- 4,857,930 - 1

遊星型ボールミル用粉砕容器 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11月11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）

- 1,903,000 - 1

ミリ波・テラヘルツ電力センサ 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11月11日
（株）アムテックス
東京都世田谷区経堂5-20-16
（法人番号4010901000754）

- 2,691,700 - 1

ABCIを用いた超大規模最適化ソフトウェ
アによる最適化結果の可視化機能の作
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
五十嵐　光教
（東京都江東区青海2-3-26）

令和元年11月11日
（株）フィックスターズ
東京都品川区大崎1-11-1
（法人番号8010701023423）

- 2,970,000 - 1

電子線加熱蒸着源 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11月11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）

- 3,047,000 - 2

ワークステーション 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11月11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）

- 4,096,939 - 3

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11月12日
パーソルテンプスタッフ（株）
東京都豊島区東池袋2-63-4
（法人番号1011001015010）

- 2,552/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,148,400円

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）

令和元年11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）

- 3,132/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,656,407円



＜特例随意契約一覧表（令和元年11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）

ライン型大面積紫外線照射装置 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11月12日

シーシーエス（株）
京都府京都市上京区烏丸通下立売
上ﾙ桜鶴円町374
（法人番号6130001021002）

- 2,010,800 - 1

シングル・CDB自動計測用ソフトウェアの
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）

令和元年11月12日
（株）テクノエーピー
茨城県ひたちなか市馬渡2976-15
（法人番号9050001008822）

- 2,475,000 - 1

ポテンショ／ガルバノスタット 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11月12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）

- 2,481,600 - 1

サーベイメータ　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11月12日
（株）千代田テクノル
東京都文京区湯島1-7-12
（法人番号7010001004851）

- 2,989,800 - 1

防爆型冷凍冷蔵庫及び極低温冷凍庫 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11月12日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 3,574,477 - 1

真核生物における物質生産ターゲット遺
伝子同定作業 １式

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

令和元年11月12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）

- 3,696,000 - 1

クラスター計算機 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11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）

- 3,928,980 - 1

高分解能電子顕微鏡対応真空トランス
ファ型室温試料ホルダー 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11月12日
日本電子（株） 筑波支店
茨城県つくば市東新井18-1
（法人番号9012801002438）

- 4,576,000 - 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11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）

- 2,200/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,038,400円

拡張溶液構造シミュレーション装置 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11月13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）

- 1,628,000 - 2

ワイドレンジＸＹ電動ステージ 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11月13日
ソーラボジャパン（株）
東京都練馬区北町3-6-3
（法人番号6013301026211）

- 1,629,600 - 2

微細パターン成形用超硬製精密金型 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11月13日
（株）東海エンジニアリングサービス
京都府京都市西京区御陵大原1-39
（法人番号2000-01-008253）

- 1,694,000 - 1
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移動型ロボットアームによるピッキングプ
ログラムの作成とその内部動作解説書お
よび操作マニュアルの作成 １式

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

令和元年11月13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）

- 1,809,846 - 1

電流電圧印加計測装置 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11月13日
国華電機（株）
大阪府大阪市北区天満1-6-14
（法人番号9120001063785）

- 1,814,010 - 1

汎用有限要素法シミュレーションソフトウ
エア保守契約の延長 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11月13日
アンシス・ジャパン（株）
東京都新宿区西新宿6-10-1
（法人番号6011101057245）

- 1,825,112 - 1

光路窓付き真空温調チャンバー 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11月13日
（株）日立ハイテクノロジーズ
東京都港区西新橋1-24-14
（法人番号4010401021648）

- 1,947,000 - 1

液体クロマトグラフ飛行時間型質量分析
装置の検出器交換作業 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11月13日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 2,268,860 - 1

アイソトープ取扱管理システム 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11月13日
（株）千代田テクノル
東京都文京区湯島1-7-12
（法人番号7010001004851）

- 2,420,000 - 1

ひずみゲージ用高精度増幅器 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11月13日
スペクトリス（株）
東京都千代田区神田司町2-6
（法人番号3010001020497）

- 3,375,460 - 1

誘電率測定システム 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)

令和元年11月13日
日本電計（株） 茨城営業所
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 3,531,000 - 1

電解反応試験用ガス供給・計測装置 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11月13日
（株）東京本山商会 筑波営業所
茨城県土浦市小松1-12-35
（法人番号5011601004598）

- 3,795,000 - 1

イオン注入シミュレーション機能コーディン
グ作業 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11月13日
（株）ＮＴＴデータ数理システム
東京都新宿区信濃町35
（法人番号5011101010403）

- 3,850,000 - 1

AI資源活用ハブシステム用のデータおよ
びモデル整備作業 １式

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

令和元年11月13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）

- 3,960,000 - 1

二次元輝度計 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11月13日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 4,013,900 - 1
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薄膜透過型顕微赤外スペクトル測定装置
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11月13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）

- 4,301,000 - 2

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)

令和元年11月13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

タンパク質の記述子計算手法の評価検証
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11月14日
（株）インテージヘルスケア
東京都千代田区神田駿河台4-6
（法人番号3010001109134）

- 1,650,000 - 1

データロガーシステム 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11月14日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 1,816,100 - 1

トランスファーベッセルシステム 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11月14日
日本電子（株） 筑波支店
茨城県つくば市東新井18-1
（法人番号9012801002438）

- 2,037,750 - 1

3Dデータフォーマット変換システムの機能
追加及び改修 １式

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

令和元年11月14日
Ｐａｃｉｆｉｃ Ｓｐａｔｉａｌ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ（株）
東京都千代田区丸の内3-3-1
（法人番号4010001185942）

- 2,145,000 - 1

ドローン用画像教師データの作成作業 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11月14日
（株）アスカラボ
東京都世田谷区北沢1-20-7
（法人番号6013201017806）

- 2,200,000 - 1

深層学習のための数値計算ソフトウェア
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11月14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）

- 2,574,000 - 1

クラスタ計算機システムのファイルサーバ
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11月14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）

- 2,740,100 - 1

超純水製造装置 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)

令和元年11月14日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 2,795,100 - 1

温度・CO2制御チャンバー付きタイムラプ
スモジュール 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11月14日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛治町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 3,135,000 - 1

マグネシウムスクリューの骨修復効果検
証等の作業 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11月14日
ハムリー（株）
茨城県古河市尾崎2638-2
（法人番号1050001019190）

- 3,135,000 - 1
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GM型冷凍装置 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11月14日
（株）アクシス
茨城県つくば市大角豆646-2
（法人番号9050001017798）

- 3,685,000 - 1

ガスクロマトグラフシステム 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)

令和元年11月14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）

- 3,806,000 - 1

デバイ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11月14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）

- 4,158,000 - 1

人工知能が支援する製造現場の未来像
に関するデザインリサーチとシナリオ制作
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）

令和元年11月14日
イワオカデザイン
東京都大田区北千束2-17-4 - 4,367,000 - 2

パワーリード熱損失評価試験装置 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11月14日
（株）フジヒラ
茨城県つくば市千現2-1-6
（法人番号4050001009734）

- 4,400,000 - 1

ガスクロマトグラフ 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11月14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）

- 4,400,000 - 1

東京都練馬区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
柳堀　昭
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年11月14日
中央開発（株） 東京支社
東京都新宿区西早稲田3-13-5
（法人番号5011101012993）

- 4,999,500 - 2

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11月15日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 3,080/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,118,040円

Xeガス　他 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11月15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）

- 1,721,500 - 1

海洋温度差発電及びその周辺技術の
LCAデータの収集・分析作業 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11月15日
（株）沖縄エネテック
沖縄県浦添市牧港5-2-1
（法人番号4360001008655）

- 1,760,000 - 1

示差熱・熱重量同時測定装置 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11月15日
（株）ナイカイ つくば支店
茨城県つくば市台町3-8-8
（法人番号8120001029481）

- 1,999,800 - 1

FFT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）

令和元年11月15日
（株）小野測器 埼玉営業所
埼玉県朝霞市東弁財1-3-9
（法人番号1020001001886）

- 2,299,000 - 1
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局所クリーンシステム 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－

令和元年11月15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）

- 2,329,800 - 1

恒温恒湿槽 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11月15日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛治町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 2,585,000 - 1

テラヘルツ光源 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）

令和元年11月15日
ＭＳＨシステムズ（株）
東京都江東区木場6-6-6
（法人番号1011701022025）

- 3,300,000 - 1

充放電試験装置 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11月15日
日本電計（株） 大阪営業所
大阪府吹田市広芝町15-30
（法人番号9010501010505）

- 3,300,000 - 3

高精度型伸び計 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）

令和元年11月15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）

- 3,476,000 - 1

企業アンケート調査支援業務 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11月15日
（株）マーケティング･エクセレンス
東京都豊島区南池袋2-35-1-202
（法人番号7013301017135）

- 3,828,000 - 1

温度計校正用恒温槽 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11月15日
（株）ＴＦＦフルーク社
東京都港区港南2-15-2
（法人番号5010401123798）

- 4,008,400 - 2

自動研磨機 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11月15日
（株）カーク
愛知県名古屋市中区丸の内3-8-5
（法人番号5180001038959）

- 4,381,300 - 2

要件分析支援ツールのプロファイリング
機能のクラウド対応版の試作開発に係る
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11月15日
（株）経営情報センター
大阪府大阪市西区新町1-27-5
（法人番号8120001097116）

- 4,639,800 - 2

電磁パルス防護装置のためのリバース・
エンジニアリグ対策技術高度化の実装作
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11月15日
（株）ゴフェルテック
岡山県岡山市北区田町1-2-10
（法人番号8260001029047）

- 4,950,000 - 1

超高真空対応クライオポンプ 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11月15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）

- 4,994,000 - 1
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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11月18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/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,351,350円

高齢者製品事故防止に関するデータブッ
クの作成 １式

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

令和元年11月18日

（公社）日本インダストリアルデザイ
ナー協会
東京都港区六本木5-17-1
（法人番号1010405000857）

- 2,970,000 - 1

マイクロ波照射装置 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11月18日

四国計測工業（株）
香川県仲多度郡多度津町南鴨200-
1
（法人番号3470001007886）

- 3,157,000 - 1

産総研つくばセンター の高解像度空中撮
影および３次元モデル作成 １式

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

令和元年11月18日

（株）きもと
埼玉県さいたま市中央区鈴谷４-６-
３５
（法人番号9011101005242）

- 3,300,000 - 1

SOEC原料合成反応解析装置 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11月18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）

- 4,928,000 - 1

医療機器等開発ガイドライン事業　ウエア
ラブル・在宅IoT機器の市場動向及び法
規制に関する調査 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11月18日

デロイトトーマツコンサルティング合
同会社
東京都千代田区丸の内3-2-3
（法人番号7010001088960）

- 4,994,000 - 1

MT法3次元逆解析ソフト“WSINV3DMT”の
支援ツールソフトウェア作成 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)

令和元年11月19日
ペンギンシステム（株）
茨城県つくば市千現2-1-6
（法人番号9050001017377）

- 2,216,500 - 2

レーザドップラ振動計 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11月19日
（株）小野測器 中部営業所
愛知県豊田市小坂本町1-13-11
（法人番号1020001001886）

- 2,378,090 - 1

マルチ電気化学測定装置 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11月19日
（株）ナイカイ つくば支店
茨城県つくば市台町3-8-8
（法人番号8120001029481）

- 3,047,000 - 1

熱分析システム 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11月19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）

- 4,972,000 - 1

正立型光学顕微鏡 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)

令和元年11月19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）

- 4,994,000 - 1
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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11月20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
1,594,560円

X線回折装置　冷却ユニット部修理 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11月20日
桜木理化学機械（株）
福岡県福岡市博多区千代4-4-23
（法人番号6290001013371）

- 1,122,000 - 1

セメント供試体中に含まれる水和物につ
いてのXRDリートベルト解析 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11月20日
（株）太平洋コンサルタント
千葉県佐倉市大作2-4-2
（法人番号7040001049885）

- 1,826,000 - 1

クリーンシステム 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）

令和元年11月20日
日新精器（株）
広島県広島市南区東雲2-13-15
（法人番号6240001008517）

- 2,129,600 - 3

天井クレーン巻上機取替修繕作業 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11月20日
（株）ホイストクレーン
新潟県三条市西本成寺2-7-8
（法人番号7110001014667）

- 2,161,500 - 1

実時間画像処理用高速カメラ 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11月20日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 2,233,000 - 1

セルロースナノファイバーの結晶化度の
測定作業 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11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）

- 2,530,000 - 1

アラインメントレーザーシステム 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11月20日
ＭＵラボ
長野県松本市梓川倭2571-5

- 2,640,000 - 1

平面電子源特性評価装置 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11月21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）

- 2,197,800 - 1

静的コード解析ソフトウェア 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11月21日
（株）シーイーシー
神奈川県座間市東原5-1-11
（法人番号9021001026338）

- 2,310,000 - 2

慢性埋め込み用微小多電極アレイ 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）

令和元年11月21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）

- 2,351,360 - 1

SOEC焼結用電気炉 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11月21日
入江（株）
東京都中央区日本橋本町4-5-14
（法人番号6010001037241）

- 2,398,000 - 1
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中型IBAD装置スパッタイオンガングリッド
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11月21日
（株）サンバック
東京都江東区住吉1-19-1
（法人番号9010601023679）

- 3,049,200 - 1

恒温ブース 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11月21日
伸榮産業（株）
大阪府大東市新田西町1-10
（法人番号4122001017107）

- 3,080,000 - 3

ナノ秒パルスNd:YAGレーザー 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11月21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）

- 4,692,600 - 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11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）

- 2,200/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,023,000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11月22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/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,153,350円

コンビニ商品の３Ｄモデリング作業 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11月22日
（株）システムクリエイト
大阪府東大阪市荒本新町1-20
（法人番号5122001003147）

- 990,000 - 2

透過電子顕微鏡消耗部品交換 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11月22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）

- 1,113,090 - 1

材料試験機 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11月22日
（株）三洋商事
大阪府大阪市北区中崎西2-4-12
（法人番号7140001034927）

- 1,452,000 - 1

Quantum ESPRESSOにおけるRISM計算
の高速化 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11月22日
（一財）高度情報科学技術研究機構
茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
（法人番号7050005010710）

- 1,647,800 - 1

水電解評価装置改修作業 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11月22日
（株）チノー
茨城県水戸市三の丸1-4-73
（法人番号9011401004118）

- 1,694,000 - 1

遊星型微粒粉砕機 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11月22日
大阪薬研（株）
大阪府箕面市稲5-13-10
（法人番号6120901029319）

- 1,876,050 - 1

太陽光発電設備調査支援業務（兵庫県
加西市尾崎町水上太陽光発電設備） 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11月22日
（株）島電気商会
岐阜県岐阜市池ﾉ上町2-2
（法人番号3200001027300）

- 1,948,100 - 1
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第一原理電子状態計算プログラム
OpenMXへの静的FCP法の導入 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11月22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）

- 2,145,000 - 1

異種材料集積用フォトマスク 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11月22日
セイコー・イージーアンドジー（株）
千葉県千葉市美浜区中瀬1-8
（法人番号1040001012832）

- 2,494,250 - 1

ダイナミックサイン視認性への提示位置
効果検証実験の被験者募集業務および
データ収集補助業務 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11月22日
（株）ＲＴＣ
群馬県高崎市貝沢町1150-1
（法人番号2070001010618）

- 2,495,592 - 1

3次元広域環境計測装置 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11月22日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 3,080,000 - 1

回転昇降機付縦型電気炉 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11月22日
（株）クリスタルシステム
山梨県北杜市小渕沢町9633-1
（法人番号8090001011278）

- 4,296,600 - 1

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)

令和元年11月22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）

- 4,349,400 - 1

高NA小領域EUV露光装置(HSFET) 用力
切り離し作業 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11月22日
（株）日立プラントサービス 茨城支店
茨城県水戸市泉町2-2-27
（法人番号5013301030602）

- 4,950,000 - 1

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）

令和元年11月25日
ヒューマンリソシア（株）
東京都新宿区西新宿7-5-25
（法人番号6011101018180）

- 4,400/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,940,400円

ミックスドドメインオシロスコープ 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11月25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）

- 902,000 - 2

3次元CAD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)

令和元年11月25日
（株）大塚商会
東京都千代田区飯田橋2-18-4
（法人番号1010001012983）

- 1,650,000 - 1

マウス糞便のメタボローム解析 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11月25日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 1,650,000 - 1

白色干渉画像データ変換装置 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）

令和元年11月25日
（株）ニコンインステック
東京都品川区西大井1-6-3
（法人番号8010001132635）

- 1,786,400 - 1
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超低温槽フリーザー 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）

令和元年11月25日
（株）薬研社
千葉県千葉市中央区末広3-12-6
（法人番号8040001007537）

- 1,914,000 - 2

電気化学制御計測装置 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11月25日
ビー・エー・エス（株）
東京都墨田区向島1-28-12
（法人番号6010601014210）

- 2,574,000 - 1

磁気式計測システム 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)

令和元年11月25日
アドバンストシステムズ（株）
東京都立川市錦町2-9-7
（法人番号2012801000084）

- 3,269,420 - 1

交通信号制御最適パラメータ探索実験の
環境整備及び分析支援作業等 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）

令和元年11月25日
（株）創夢
東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14
（法人番号1011001012817）

- 3,344,000 - 1

揮発性粒子除去装置 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11月25日
東京ダイレック（株）
東京都新宿区内藤町1
（法人番号2011101015074）

- 3,366,000 - 1

静・動摩擦測定機 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11月25日
（株）トリニティーラボ
東京都中央区八丁堀3-17-4
（法人番号7010901013992）

- 3,654,200 - 1

弾性特性評価装置 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11月25日
日本テクノプラス（株）
大阪府大阪市淀川区木川東3-5-21 - 3,960,000 - 1

単結晶シリコン 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11月25日

グローバルウェーハズ・ジャパン（株）
新潟県北蒲原郡聖籠町東港6-861-
5
（法人番号9110001012818）

- 4,104,320 - 1

原子層堆積装置への配管等接続及びオ
ゾンガス検知器設置作業 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11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）

- 4,213,000 - 1

マイクロガスクロマトグラフ 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11月25日

ジーエルサイエンス（株） 筑波営業
所
茨城県つくば市二の宮3-13-2
（法人番号6011101008586）

- 4,565,000 - 1

シリンジポンプ 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)

令和元年11月25日
日科機バイオス（株）
東京都新宿区天神町6
（法人番号8010001025368）

- 4,983,000 - 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11月26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
1,431,980円
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熱電導度検出器付高速ガスクロマトグラ
フ修理作業 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11月26日
美和電気工業（株） 郡山支店
福島県郡山市島1-22-7
（法人番号9011101020778）

- 1,071,400 - 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11月26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）

- 1,089,000 - 3

MiSeq Reagent Kit v2　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)

令和元年11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）

- 1,799,820 - 1

グローブボックスメンテナンス 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)

令和元年11月26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）

- 1,908,500 - 1

微量高速冷却遠心機 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11月26日
東和科学（株）
東京都豊島区南大塚2-37-5
（法人番号2010001024235）

- 1,976,590 - 1

光学式形状測定装置修理作業 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11月26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）

- 2,274,800 - 1

高S/N比・広帯域分光放射照度測定シス
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11月26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）

- 2,288,000 - 1

その場測定拡散反射装置 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11月26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）

- 2,363,960 - 1

高熱交換性能水素吸蔵合金貯蔵容器 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11月26日
（有） ナカショウ
茨城県つくば市下広岡450-86
（法人番号2050002022333）

- 2,365,000 - 1

VR環境内転倒防止装置 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11月26日
（株）ラブテック
東京都中野区松が丘1-32-16
（法人番号6011601007294）

- 2,475,000 - 1

クリーンルーム用外調機インバータ交換
等作業 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11月26日

高砂丸誠エンジニアリングサービス
（株）
東京都港区芝浦4-13-23
（法人番号7011101020284）

- 3,740,000 - 1
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実験小動物用テレメトリー血圧体温測定
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)

令和元年11月26日
プライムテック（株）
東京都文京区小石川1-3-25
（法人番号7010001007425）

- 3,998,500 - 1

高純度白金 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11月26日
（株）フルヤ金属
東京都豊島区南大塚2-37-5
（法人番号8013301010956）

- 4,406,710 - 2

漏水検知機及び自動止水弁設置 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11月26日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 4,510,000 - 1

中高圧定流量送液ポンプ 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11月26日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛治町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 4,598,000 - 1

化合物統合データベースの構築を目的と
して収集した化合物の化合物空間解析 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）

令和元年11月26日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1
（法人番号6010401078785）

- 4,851,000 - 1

粒子型半導体デバイスシミュレータフォノ
ン異方性等機能追加コーディング作業 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11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

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）

令和元年11月27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
1,050,192円

バイオセンサ開発補助 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11月27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
1,630,475円

紫外線硬化装置 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11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）

- 2,299,000 - 1

EtherCATネットワーク構造動的変更対応
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11月27日
（株）パイケーク
神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1
（法人番号6020001037026）

- 2,640,000 - 1

オスミウム被膜蒸着装置 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)

令和元年11月27日
メイワフォーシス（株）
東京都新宿区新宿1-14-2
（法人番号4011101056538）

- 3,537,525 - 1

レーザーアブレーションシステム付き高周
波誘導結合プラズマ励起質量分析装置
用試料セルのアップグレード作業 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)

令和元年11月27日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 3,766,400 - 1



＜特例随意契約一覧表（令和元年11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）

マイクロドロップレット型遺伝子増幅流路
チップ 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11月27日
ワールド工業（株）
兵庫県宝塚市末成町39-9
（法人番号4140001083472）

- 3,850,000 - 1

マグネシウムピンの腫瘍抑制効果検証等
の作業 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11月28日
ハムリー（株）
茨城県古河市尾崎2638-2
（法人番号1050001019190）

- 1,430,000 - 1

ワークステーション計算機 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）

令和元年11月28日
トーワ電機（株）
宮城県仙台市青葉区国分町3-4-33
（法人番号4370001009421）

- 1,541,000 - 1

純水・超純水製造装置 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11月28日
丸文ウエスト（株） 四国営業所
香川県高松市古新町3-1
（法人番号4140001024237）

- 1,650,000 - 1

モデル検証用大気微量成分衛星観測
データの調査・収集・加工作業 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11月28日
アカデミックエクスプレス（株）
茨城県つくば市千現2-1-6
（法人番号9050001017674）

- 1,716,000 - 1

自動乾燥粉砕機 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11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）

- 1,738,550 - 1

大容量高速遠心分離機 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11月28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）

- 2,701,600 - 1

リアルタイムPCRシステム 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11月28日
四国理科（株）
高知県高知市大津乙1067-6
（法人番号4490001001267）

- 2,750,000 - 1

全自動回転式ミクロトーム 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）

令和元年11月28日
オガワ精機（株）
東京都新宿区大久保2-2-9
（法人番号4011101004067）

- 2,788,170 - 2

3Dモデリングマシン 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11月28日
（株）マクロス
東京都立川市柏町3-23-9
（法人番号9012801001522）

- 2,951,300 - 1

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11月28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）

- 3,795,000 - 1

サーバクライアント型デモシステムの開発
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11月28日
（株）ワイズアンドテクノロジー
茨城県牛久市柏田町3047-12
（法人番号8050001016306）

- 3,960,000 - 1
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中圧分取精製システム 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11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）

- 4,004,000 - 1

高純度アルミニウム 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11月28日
フルウチ化学（株）
東京都品川区南大井6-17-17
（法人番号8010801010560）

- 4,015,000 - 1

熱力学データベース 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11月28日
伊藤忠テクノソリューションズ（株）
東京都千代田区霞が関3-2-5
（法人番号2010001010788）

- 4,400,000 - 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11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）

- 2,420/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,331,000円

ICP質量分析装置メンテナンス作業 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11月29日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 1,357,400 - 1

電気化学アナライザー 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11月29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）

- 2,302,080 - 1

Gummelの方法を用いた半導体デバイス
シミュレーションコードの作成 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11月29日
（株）ＮＴＴデータ数理システム
東京都新宿区信濃町35
（法人番号5011101010403）

- 2,310,000 - 1

デジタルスクリーン製版機 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11月29日
（株）トーヨーコーポレーション
東京都中央区日本橋人形町3-8-1
（法人番号2010001024714）

- 2,750,000 - 1

OpenRTM-aist-2.0に向けたOpenRTP最
終調整作業 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11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）

- 3,052,500 - 1

795 nm帯シングルモードチューナブル
レーザ光源 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11月29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）

- 3,190,000 - 1

西5D棟純水製造装置内42kW純水加熱器
シェル型ヒーター交換作業 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11月29日
（株）日立プラントサービス 茨城支店
茨城県水戸市泉町2-2-27
（法人番号5013301030602）

- 3,293,400 - 1



＜特例随意契約一覧表（令和元年11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）

共振周波数追随型パルスマイクロ制御
BOX 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11月29日
凌和電子（株）
宮城県仙台市若林区南材木町48
（法人番号6370001004263）

- 3,297,800 - 1

VRリハビリテーションシステムの開発 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11月29日

（株）ソリッドレイ研究所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-
20-1YTUﾋﾞﾙ5F
（法人番号3020001023540）

- 3,520,000 - 1

倒立顕微鏡 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11月29日
丸文ウエスト（株） 四国営業所
香川県高松市古新町3-1
（法人番号4140001024237）

- 3,841,035 - 1

モビリティ屋外自動走行用3次元実空間
データ作成業務 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11月29日
（株）パスコ 中央事業部
東京都目黒区東山1-1-2
（法人番号5013201004656）

- 4,070,000 - 1

異なる分野・業種間で授受されるデータ
の調査作業 １式

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

令和元年11月29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）

- 4,609,000 - 1

流体観測光学系 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11月29日
シグマ光機（株）
東京都墨田区緑1-19-9
（法人番号8030001089741）

- 4,620,000 - 1

エピゲノム解析データベース作成に向け
たエピゲノム情報のデータ整備 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）

令和元年11月29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）

- 4,754,640 - 1

高温超伝導バルク体試料冷却用クライオ
スタット 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11月29日
（株）フジヒラ
茨城県つくば市千現2-1-6
（法人番号4050001009734）

- 4,983,000 - 1

652,055,689 639,498,750 98.07%
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