
＜特例随意契約一覧表（令和元年10月）＞
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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
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(税込）
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（税込）
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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
調達室長
橋本　卓也
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和元年10月1日
（株）つくば電気通信
茨城県土浦市東若松町3988-3
（法人番号5050001010385）

- 3,850/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,434,200円

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10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）

- 2,365/時間 - 4
単価契約
予定総額
1,776,115円

バッキング無メンブレンハイドロホン 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10月1日
イーステック（株）
東京都新宿区四谷2-10-502
（法人番号3011101001627）

- 2,698,300 - 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10月1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
1,349,040円

珪藻分析及び花粉分析作業 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10月1日
パリノ･サーヴェイ（株）
東京都中央区日本橋本町1-10-5
（法人番号5010001063065）

- 3,707,000 - 1

交互積層塗工装置 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10月1日
（株）あすみ技研
東京都文京区本郷3-14-16
（法人番号4011801021766）

- 2,497,000 - 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10月1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）

- 6,600/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,963,400円

赤外線加熱機構 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10月2日
（株）アイリン真空
愛知県清須市春日東出81
（法人番号8180001049284）

- 3,377,000 - 1

大気化学輸送モデルの入力データ更新と周
辺プログラムの改修作業 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10月2日
日本エヌ・ユー・エス（株）
東京都新宿区西新宿7-5-25
（法人番号8011101057185）

- 3,561,250 - 1
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表層型メタンハイドレート海洋産出試験に対
する環境影響評価に係る日本海（上越沖）生
物試料分析業務 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10月2日
（株）日本海洋生物研究所
東京都品川区豊町4-3-16
（法人番号9010701007648）

- 3,146,000 - 1

PCFC評価装置の改造 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10月2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）

- 4,994,000 - 1

充放電装置 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10月2日
北斗電工（株）
兵庫県尼崎市西長洲町1-1-1
（法人番号4013201005382）

- 2,728,000 - 1

大気圧型グローブボックス 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10月3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）

- 3,850,000 - 1

NEPTUNE Plus質量分析計のポンプ交換調
整作業 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10月3日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 2,423,410 - 1

試作基板による流体現象の観察用顕微鏡 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10月3日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 1,939,520 - 1

高周波自動測定機能部品 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10月7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

関西精密地球化学図試料採取 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10月7日
パリノ･サーヴェイ（株）
東京都中央区日本橋本町1-10-5
（法人番号5010001063065）

- 1,595,000 - 1

携帯型蛍光X線分析計修理 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10月7日

ポニー工業（株）
大阪府大阪市中央区北久宝寺2-
3-6
（法人番号7120001089337）

- 1,375,000 - 1
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距離計測センサ 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10月7日
（株）アルゴ
大阪府吹田市江坂町1-13-48
（法人番号5120901005238）

- 1,881,000 - 1

X線用センサーアレイ 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）

令和元年10月8日
（株）ｉｎＸｉｔｅ
茨城県つくば市千現2-1-6
（法人番号4050001046447）

- 4,928,000 - 1

太陽光発電の直流アーク実験測定作業 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10月8日

学校法人名古屋電気学園愛知工
業大学
愛知県豊田市八草町八千草1247

- 1,300,000 - 1

フラッシュ型自動精製装置 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10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）

- 3,886,135 - 1

Quattro micro GC改修作業 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10月8日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 1,698,400 - 1

PXI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10月9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）

- 4,604,903 - 1

超音波ワイヤボンディング装置 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10月9日
ハイソル（株）
東京都台東区上野1-17-6
（法人番号5010501018956）

- 4,990,700 - 1

クライオポンプメンテナンス 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10月9日
千代田交易（株）
東京都千代田区神田相生町1
（法人番号3010001022840）

- 1,575,750 - 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10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）

- 2,420/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,856,140円
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グローブボックスメンテナンス 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10月9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）

- 2,131,800 - 1

高周波電源装置 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10月9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）

- 4,999,500 - 1

小型生体信号アンプ 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10月9日
PGV（株）
東京都中央区日本橋2-15-5
（法人番号312090103764）

- 3,630,000 - 1

質量分析装置の移設作業 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10月9日
（株）ウインクス
大阪府茨木市上穂東町4-24
（法人番号4130001032372）

- 1,539,450 - 1

次世代シーケンス解析 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

令和元年10月10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）

- 4,376,900 - 1

第一原理電子状態計算プログラム
CONQUESTにおけるRISM計算機能の高速
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10月10日

（株）先端力学シミュレーション研
究所
埼玉県和光市南2-3-13
（法人番号2030001047878）

- 4,989,600 - 1

材料設計プラットフォーム用外付ストレージシ
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10月10日
ＨＰＣシステムズ（株）
東京都港区海岸3-9-15
（法人番号4010401096252）

- 4,994,000 - 1

ドライ排気ポンプユニット 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10月10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）

- 1,760,000 - 1

接客サービス映像アンケート調査と空港グラ
ンドスタッフの接客スキル動作計測 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10月10日
（株）ＲＴＣ
群馬県高崎市貝沢町1150-1
（法人番号2070001010618）

- 4,870,888 - 1
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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10月10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
2,170,080円

ガス浄化安全機構付きオスミウムコーティン
グ装置 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10月10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）

- 3,683,900 - 1

真空ガス置換炉 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10月10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）

- 2,299,000 - 1

原子層堆積装置へのガス配管等接続作業 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10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）

- 4,840,000 - 1

ダイナミック・サインの視認性に関する実験
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10月11日
（株）ＲＴＣ
群馬県高崎市貝沢町1150-1
（法人番号2070001010618）

- 1,275,296 - 2

塩基配列解析用次世代シークエンサのシリ
ンジポンプ部交換作業 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10月11日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 1,473,010 - 1

電極作製装置(大型塗工機) 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10月11日

宝泉（株）
大阪府大阪市中央区南船場4-4-
21
（法人番号1120101044783）

- 3,267,000 - 1

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）

令和元年10月15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）

- 2,200,000 - 1

金属・合金表面の電気化学特性解析作業 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10月15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）

- 1,501,500 - 1
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「行動ライブラリ」システムの機能拡充・改善 
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10月15日
（株）丹青社
東京都港区港南1-2-70
（法人番号3010501007440）

- 2,860,000 - 1

遺伝子解析装置 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10月15日

伊勢久（株）
愛知県名古屋市中区丸の内3-4-
15
（法人番号3180001034126）

- 3,740,000 - 1

運動意欲賦活システム実証試験における被
験者リクルーティング 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10月16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）

- 1,314,000 - 2

表情解析ソフトウェア 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10月16日
（株）ソフィア・サイエンティフィック
愛知県安城市三河安城町1-11-1
（法人番号5180301003646）

- 4,127,750 - 1

高温エフュージョンセル 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10月16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）

- 3,283,500 - 1

質量比較用天びん 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10月16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）

- 4,058,274 - 1

USB接続型ベクトル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）

令和元年10月16日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 3,993,000 - 1

パーコレーションシミュレーションソフトウェア
の作製 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10月16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）

- 3,190,000 - 1

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10月16日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 1,823,250 - 1
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大規模エネルギーデータに関する深層学習
実行及びその前処理計算装置 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10月16日
（株）ファナティック
東京都千代田区五番町1-11
（法人番号4010001100018）

- 2,079,000 - 2

ガスハイドレート分解ガス分析データ解析装
置 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

令和元年10月17日

（株）タナカ
北海道札幌市東区北6条東2-2-
11
（法人番号9430001010244）

- 2,159,190 - 1

除振台 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10月17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）

- 4,290,000 - 1

キャパシタンスブリッジ 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10月17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）

- 3,041,280 - 1

ポータブル脳波計測装置 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10月17日
（株）クレアクト
東京都品川区東五反田1-8-13
（法人番号3010701013445）

- 2,612,500 - 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10月17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
2,337,720円

呼気ガス分析装置 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10月17日
（有）エスアンドエムイー
東京都中野区中央4-61-4
（法人番号9011202000943）

- 4,048,000 - 1

同軸フィードスルー 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)

令和元年10月17日
（有）テクサム
大阪府柏原市清洲1-4-9-601
（法人番号2122002015466）

- 2,125,200 - 1

臨海副都心センター別館居室の移設及びレ
イアウト変更 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10月17日
（株）インテクつくば
茨城県つくば市高野台2-13-25
（法人番号9050002020768）

- 4,431,900 - 3
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日常生活データ収集センサシステムの画像
処理ソフトウェアの作成と設置等作業 １式

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

令和元年10月17日
（株）国際情報ネット
千葉県柏市北柏4-1-2
（法人番号1040001043530）

- 3,025,000 - 1

ガスクロマトグラフシステム 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10月18日
（株）アオバサイエンス
宮城県仙台市太白区富沢1-5-30
（法人番号5370001001419）

- 3,498,000 - 2

地域共助社会促進型Web買い物システムに
おける紙注文票自動作成機能の開発 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10月18日
（株）ドコモ・ためタン
東京都港区赤坂2-4-5
（法人番号3010401050458）

- 1,265,000 - 1

LISICON系Liイオン導電材料のバルクおよび
電解質/電極近傍の構造解析作業 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10月18日
（株）日産アーク
神奈川県横須賀市夏島町1
（法人番号9021001040867）

- 2,494,800 - 1

フィルム貼付装置及びウエハ拡張装置 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10月18日
（株）テクノビジョン
埼玉県比企郡川島町中山2078
（法人番号7030001055174）

- 2,750,000 - 1

ピエゾXY軸ステージ 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10月18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）

- 2,183,280 - 2

つくば北流体輸送実験施設拡張設備内部の
チルドタワー点検整備 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10月18日
日立金属商事（株）
東京都港区港南1-2-70
（法人番号9010001054795）

- 1,760,000 - 1

北海道苫小牧市真砂町における重力補助
データ取得作業（地下水位取得） 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10月18日
クリマテック（株）
東京都豊島区池袋4-2-11
（法人番号8013301022497）

- 2,987,655 - 1

海域流動場解析作業 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10月18日
いであ（株）
東京都世田谷区駒沢3-15-1
（法人番号7010901005494）

- 1,969,000 - 1
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自動試料ろ過透析濃縮装置 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

令和元年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）

- 4,228,400 - 1

カイコを用いたタンパク質発現受託 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

令和元年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）

- 1,100,000 - 1

蛍光X線分析装置 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10月21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）

- 4,989,600 - 1

集光レーザー制御装置 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10月21日
（株）マイアソック 京都営業所
京都府宇治市木幡西中44-2
（法人番号2370001039073）

- 4,000,700 - 1

極薄チップ多段積層組み立て加工作業 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10月23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）

- 4,980,000 - 1

プラズマクリーナー 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10月23日
エルミネット（株）
東京都葛飾区立石4-6-10
（法人番号7011801017497）

- 2,915,000 - 1

ドローンアンテナ性能評価試験及び解析及
び手順書作成業務 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10月23日
（株）ヨコオ
東京都北区滝野川7-5-11
（法人番号4011501004889）

- 1,014,200 - 1

遊星型ボールミル 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10月23日
フリッチュ・ジャパン（株）
神奈川県横浜市中区山下町252
（法人番号8020001028709）

- 3,280,200 - 1

レーザー血流計 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10月23日
オメガウェーブ（株）
東京都府中市片町2-20-3
（法人番号1012401000320）

- 1,995,400 - 1
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組立式クリーンブース　他 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10月23日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 1,650,000 - 2

自動濃縮装置および移載機の用力切り離し・
接続および装置撤去作業 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10月23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）

- 4,312,000 - 1

斜め研磨装置 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10月23日
（株）パルメソ
新潟県長岡市堺町194-7
（法人番号2110001025925）

- 4,807,000 - 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

令和元年10月24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
1,669,800円

水質分析装置点検修理作業 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10月24日

美和電気工業（株） 東北支社
宮城県仙台市太白区大野田5-3-
4
（法人番号9011101020778）

- 849,200 - 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10月24日
（株）つくば電気通信
茨城県土浦市東若松町3988-3
（法人番号5050001010385）

- 4,389/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,335,640円

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10月24日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 5,302/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,223,616円

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10月24日

アイ・テー・シー（株）
東京都千代田区神田佐久間町3-
29
（法人番号2013301016208）

- 4,510/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,427,600円

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10月24日

アイ・テー・シー（株）
東京都千代田区神田佐久間町3-
29
（法人番号2013301016208）

- 4,510/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,427,600円
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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10月24日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,025/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,299,000円

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10月24日

アイ・テー・シー（株）
東京都千代田区神田佐久間町3-
29
（法人番号2013301016208）

- 4,510/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,427,600円

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10月24日

アイ・テー・シー（株）
東京都千代田区神田佐久間町3-
29
（法人番号2013301016208）

- 4,290/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,260,400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10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）

- 2,090/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,145,320円

バイオハザード対策用安全キャビネット 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10月24日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 1,595,000 - 1

横手盆地東縁断層帯南部の詳細DEMデータ
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10月24日
国際航業（株）
東京都千代田区六番町2
（法人番号9010001008669）

- 4,928,000 - 1

高速科学計算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10月24日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 2,080,100 - 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10月24日
（株）アウトソーシングテクノロジー
東京都千代田区丸の内1-8-3
（法人番号7010001146074）

- 2,310/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,379,070円

ピンオンディスク型摩擦摩耗試験機 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10月24日
（株）レスカ
東京都日野市日野本町1-15-17
（法人番号3013401002247）

- 3,740,000 - 1

ポータブル式接触角計 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10月24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）

- 1,866,260 - 1
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ガス混合装置 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10月24日
ヤマト科学（株） 名古屋支店
愛知県名古屋市中区栄2-6-1
（法人番号7010001059565）

- 2,011,900 - 1

葛根田地熱地域周辺における地震観測点保
守作業 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10月24日

（株）計測技研
栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積
寺2021-5
（法人番号406001006152）

- 1,837,000 - 1

信号情報発信プログラムの整備作業 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10月25日
（株）アスカラボ
東京都世田谷区北沢1-20-7
（法人番号6013201017806）

- 1,275,945 - 1

電磁波解析ソフトウェア 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10月25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）

- 3,801,600 - 1

CT体積データ変位量相関解析ソフトウエア 
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)

令和元年10月25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）

- 1,635,000 - 1

遺伝子解析用Linux系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10月25日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 2,903,340 - 1

誘導加熱装置 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10月25日
ナビオ（株）
長野県佐久市伴野636-4
（法人番号3100001007436）

- 1,927,200 - 1

物流シミュレーション・作業音解析用サーバ
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10月25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）

- 2,954,600 - 1

吸着装置オーバーホール 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10月28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）

- 1,293,050 - 1

介護ロボットの運用効果の定量化と改善プロ
セスモデルの構築に関する調査 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10月28日

穴田　啓樹
神奈川県横浜市都筑区牛久保西
2-25

- 2,124,320 - 1



＜特例随意契約一覧表（令和元年10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）

スパッタ装置用マンガン系合金ターゲット 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10月28日
ＪＸ金属（株）
東京都千代田区大手町1-1-2
（法人番号2010001133878）

- 2,510,200 - 1

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10月28日
（株）ながれ
東京都目黒区原町1-16-5
（法人番号3013201012157）

- 2,970,000 - 1

クロマトグラフィー装置修理 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10月28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）

- 1,081,410 - 1

有機溶媒精製装置 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10月28日
（株）ブライト
埼玉県和光市本町6-32
（法人番号3030001047357）

- 1,881,000 - 1

心臓血管解析ソリューションソフトウェア 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10月28日
（株）アステック
茨城県つくば市東新井14-3
（法人番号7050001015291）

- 3,850,000 - 1

ドライビングシミュレータ実験による運転行動
データと呼気データの収集作業 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10月28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）

- 1,360,000 - 1

高密度光集積回路デバイスプロセス開発用
フォトマスク 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10月28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）

- 4,053,500 - 1

メタンハイドレートプロジェクト用多検体細胞
破砕装置 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10月28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）

- 2,649,350 - 1

分離・精製プロセスに関する動向調査 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10月29日

（株）ＫＲＩ
京都府京都市下京区中堂寺南町
134
（法人番号7130001024937）

- 4,994,000 - 1

時間変換動力学計算サーバ 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10月29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
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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10月29日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 4,400/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,031,600円

ロックインアンプ 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10月29日
（株）オプトサイエンス
東京都新宿区内藤町1
（法人番号9011101004178）

- 4,189,900 - 1

半乾式／低水分造粒機 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10月29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）

- 4,620,000 - 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10月29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）

- 4,070/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,962,960円

パルス外部共振器モジュール 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10月30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

衛星データ処理サーバ 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
柳堀　昭
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和元年10月30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）

- 3,036,000 - 2

光ファイバーウインチシステム及び深海曳航
装置を用いた観測作業補助及び現地保守 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10月30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）

- 3,713,384 - 1

遺伝子実験補助 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10月30日
パーソルテンプスタッフ（株）
大阪府大阪市北区大深町3-1
（法人番号1011001015010）

- 2,530/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,922,800円

ＡＥ／微小地震観測点メンテナンス作業 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10月30日
地熱エンジニアリング（株）
岩手県滝沢市大釜大清水356-6
（法人番号4400001008543）

- 2,167,000 - 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10月31日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,684/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,037,156円



＜特例随意契約一覧表（令和元年10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）

表面分析装置用除振台 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10月31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）

- 1,980,000 - 1

ガスクロマトグラフへの増設 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10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）

- 2,102,100 - 1

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10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）

- 2,475,000 - 1

カチオン分析用イオンクロマトグラフ 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10月31日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 3,051,400 - 1

誘導起電力データ取得ソフトウエア製作 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10月31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）

- 1,529,000 - 1

335,162,794 330,667,285 98.66%
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