
平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-1

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

1
リチウム保管施設建家他新築工
事

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.30
東北建設株式会社　青森県上北郡東
北町字塔ノ沢山１番地
法人番号8420001011723

一般 － 162,000,000 －

2
リチウム保管施設建家北側構内
道路整備工事

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.2.13
東北建設株式会社　青森県上北郡東
北町字塔ノ沢山１番地
法人番号8420001011723

一般 － 4,320,000 －

※公益法人の区分において「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（公共工事）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、
期間及び種別

契約担当者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

公益法人の場合

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 備考契約金額 落札率



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-2

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者数

※公益法人の区分において「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、
期間及び種別

契約担当者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

再就職の
役員の数

公益法人の場合

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（公共工事）

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業務方
法書又は会計規定等の根拠規定及
び理由

予定価格 契約金額 落札率

 該当なし 



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

1
核融合中性子源設計活動におけ
る施設建屋設計と関連するCAD作
成・データ管理業務１名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

日本アドバンストテクノロジー株式
会社　茨城県那珂郡東海村大字村松
字平原３１２９番地４５
法人番号6050001004683

一般 － 10,277,280 －

2
低放射化フェライト鋼水腐食挙
動分析及び水腐食試験システム
概念設計

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

東北環境科学サービス株式会社　 
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野
附３３０番地２
法人番号8420001012119

一般 － 4,536,000 －

3
ＢＡサイト浄化槽保守管理業務
請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

トーヨー工業株式会社　 青森県上
北郡六ヶ所村大字尾駮字野附２１１
番地２
法人番号6420001011790

一般 － 1,641,600 －

4
車両運転管理業務(ＢＡサイト)
請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

相和物産株式会社　 青森県上北郡
六ヶ所村大字倉内字笹崎１０３１番
地１２
法人番号4420001011776

一般 － 12,417,192 －

5
IFMIF/EVEDA原型加速器低電力
ビームダンプ用チラーの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社アールデック　 茨城県つ
くば市二の宮１丁目１６番地の１０
法人番号4050001015278

一般 － 2,484,000 －

6
平成29年度六ヶ所核融合研究所
健康診断等業務請負単価契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

一般財団法人全日本労働福祉協会　 
東京都品川区旗の台６丁目１６番１
１号
法人番号3010705000051

一般 － 2,689,200 － （一財） 国所管 1

7
六ヶ所地区単身者寮管理業務請
負

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

六ヶ所給食産業協同組合　 青森県
上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前４
番地３４
法人番号6420005006176

一般 － 8,164,800 －

8 ＢＡサイト構内警備業務請負

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

青森アドセック株式会社　 青森県
上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前１
番地１０６
法人番号1420001012042

一般 － 14,385,600 －

9
IFMIF/EVEDA原型加速器RFQ運転
試験に向けたPPSの整備・調整

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社ジーアイテック　 青森県
八戸市大字大久保字行人塚７番地１
法人番号1420001007579

一般 － 4,860,000 －

契約金額
一般競争入札・

指名競争入札の別
（総合評価の実施）

契約担当者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

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

落札率

公益法人の場合

備考



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

10
核融合原型炉設計における3次元
CAD設計業務及び応力解析補助業
務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

株式会社ｉＪｂｒｉｄｇｅ　 愛知
県名古屋市中区大須１丁目７番１４
号
法人番号4180001113069

一般 － 8,202,060 －

11
核融合原型炉設計における3次元
CAD設計業務及び電磁解析補助業
務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
ニッコーテクノ株式会社　東京都千
代田区内神田３丁目１４番８号
法人番号4010001025933

一般 － 6,917,400 －

12
ITER DSQ用試験ガス供給系の製
作

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
日揮株式会社　 東京都千代田区大
手町２丁目２番１号
法人番号3010001008732

一般 － 68,040,000 －

13

IFMIF/EVEDA原型加速器の開発に
おける超伝導加速器用冷凍機シ
ステム等の運転及び調整業務1名
の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

原子力エンジニアリング株式会社　
茨城県那珂郡東海村大字村松字平原
３１２９番地の２９
法人番号1050001004639

一般 － 11,463,120 －

14
IFMIF/EVEDA原型加速器の開発に
おける加速器付属設備の運転及
び調整業務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社大湊精電社　 青森県むつ
市大湊新町８番５号
法人番号4420001012337

一般 － 8,893,800 －

15
IFMIF/EVEDA原型加速器の開発に
おける中央制御システムプログ
ラムの設計・検討業務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社ジーアイテック　 青森県
八戸市大字大久保字行人塚７番地１
法人番号1420001007579

一般 － 8,696,160 －

16
IFMIF/EVEDA原型加速器の制御系
設計・検討等業務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

日本アドバンストテクノロジー株式
会社　茨城県那珂郡東海村大字村松
字平原３１２９番地４５
法人番号6050001004683

一般 － 10,277,280 －

17
IFMIF/EVEDA原型加速器の開発に
おける加速器施設等安全運転の
検討及び周辺整備業務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社大湊精電社　 青森県むつ
市大湊新町８番５号
法人番号4420001012337

一般 － 10,870,200 －

18
BAサイト安全衛生管理業務に関
する労働者派遣契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
ニッコーテクノ株式会社　東京都千
代田区内神田３丁目１４番８号
法人番号4010001025933

一般 － 7,905,600 －

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

契約担当者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

備考
一般競争入札・

指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

物品役務等の
名称及び数量



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

19 BAサイト放射線測定機器の校正

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

公益財団法人放射線計測協会　 茨
城県那珂郡東海村大字白方字白根２
番地の４
法人番号4050005010671

一般 － 1,890,000 － （公財） 国所管 2

20
平成２９年度ＢＡサイト液体窒
素売買単価契約（大口発注）

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社巴商会　東京都大田区蒲田
本町１丁目２番５号
法人番号4010801008518

一般 － 2,527,200 －

21
BAサイト放射線管理業務に関す
る労働者派遣契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
ニッコーテクノ株式会社　東京都千
代田区内神田３丁目１４番８号
法人番号4010001025933

一般 － 7,115,040 －

22
原型炉設計合同特別チーム内図
書管理及びコミュニケーション
ツールのライセンス購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
ＴＩＳ株式会社　 東京都新宿区西
新宿８丁目１７番１号
法人番号2010001134133

一般 － 6,337,440 －

23
熱および電磁力を考慮した構造
解析用有限要素法ソフトウェア
ライセンスの更新

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
サイバネットシステム株式会社　 
東京都千代田区神田練塀町３番地
法人番号7010001002962

一般 － 4,761,720 －

24
原型炉開発に向けた運動論的統
合輸送コードの開発

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

一般財団法人高度情報科学技術研究
機構　茨城県那珂郡東海村大字白方
字白根２番地の４
法人番号7050005010710

一般 － 5,940,000 － （一財） 国所管 2

25
原型炉設計用熱・構造解析用有
限要素法ソフトウェアライセン
スの更新

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
サイバネットシステム株式会社　 
東京都千代田区神田練塀町３番地
法人番号7010001002962

一般 － 1,675,080 －

26
ITER遠隔実験センター活動用
MATLAB他の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社ＮＥＳＩ　茨城県ひたちな
か市新光町３８番地
法人番号2010501019247

一般 － 2,648,160 －

27
平成29年度BAサイト液体ヘリウ
ム売買単価契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社巴商会　東京都大田区蒲田
本町１丁目２番５号
法人番号4010801008518

一般 － 2,818,800 －

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

28
ＢＡサイト電気設備の運転管理
業務及び保守管理業務に関する
労働者派遣契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社大湊精電社　 青森県むつ
市大湊新町８番５号
法人番号4420001012337

一般 － 8,636,868 －

29
ＢＡサイト機械設備の運転管理
業務及び保守管理業務に関する
労働者派遣契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社大湊精電社　 青森県むつ
市大湊新町８番５号
法人番号4420001012337

一般 － 9,882,000 －

30
IFMIF/EVEDA原型加速器制御系
ネットワーク機器の年間保守

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

新日鉄住金ソリューションズ株式会
社　 東京都中央区新川２丁目２０
番１５号
法人番号9010001045803

一般 － 2,494,800 －

31 Linux OS年間保守

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社ジーアイテック　 青森県
八戸市大字大久保字行人塚７番地１
法人番号1420001007579

一般 － 1,663,200 －

32 EPICS　IOC用OS　年間保守

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

株式会社日新システムズ　 京都府
京都市下京区堀川通綾小路下る綾堀
川町２９３番地の１
法人番号2130001018398

一般 － 1,177,200 －

33
IFMIF/EVEDA事業チーム文書管理
業務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社Ｊサポート　 青森県三沢
市南町４丁目３１番地３３２７号
法人番号3420001012115

一般 － 5,929,200 －

34
IFMIF/EVEDA事業チームに関する
秘書業務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社Ｊサポート　 青森県三沢
市南町４丁目３１番地３３２７号
法人番号3420001012115

一般 － 4,941,000 －

35
IFMIF/EVEDA事業チームに関する
通訳・翻訳業務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社Ｊサポート　 青森県三沢
市南町４丁目３１番地３３２７号
法人番号3420001012115

一般 － 5,929,200 －

36
IFMIF/EVEDA3次元CAD設計業務に
係る業務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

株式会社ｉＪｂｒｉｄｇｅ　 愛知
県名古屋市中区大須１丁目７番１４
号
法人番号4180001113069

一般 － 8,597,340 －

契約金額
物品役務等の
名称及び数量

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

契約担当者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

落札率

公益法人の場合

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

予定価格 備考



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

37
IFMIF/EVEDA3次元CAD装置を用い
た2次元図面作成に係る業務1名
の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

株式会社ｉＪｂｒｉｄｇｅ　 愛知
県名古屋市中区大須１丁目７番１４
号
法人番号4180001113069

一般 － 8,597,340 －

38
原型炉R&D棟トリチウム取扱装置
の運転保守業務１名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社大湊精電社　 青森県むつ
市大湊新町８番５号
法人番号4420001012337

一般 － 8,646,750 －

39
ITERトリチウム除去設備統合性
能確証試験業務に係る労働者派
遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

日本アドバンストテクノロジー株式
会社　茨城県那珂郡東海村大字村松
字平原３１２９番地４５
法人番号6050001004683

一般 － 10,277,280 －

40
核融合トリチウム試験装置の設
計・運転保守業務１名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

原子力エンジニアリング株式会社　
茨城県那珂郡東海村大字村松字平原
３１２９番地の２９
法人番号1050001004639

一般 － 9,882,000 －

41
高度トリチウム分析・工学試験
品質保証業務１名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

日本アドバンストテクノロジー株式
会社　茨城県那珂郡東海村大字村松
字平原３１２９番地４５
法人番号6050001004683

一般 － 10,277,280 －

42

幅広いアプローチ活動の理解増
進等に係るウェブサイトの改良
及び事務用機器の操作業務1名の
派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社Ｊサポート　 青森県三沢
市南町４丁目３１番地３３２７号
法人番号3420001012115

一般 － 7,806,780 －

43
IFERC事業チーム文書管理業務1
名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社Ｊサポート　 青森県三沢
市南町４丁目３１番地３３２７号
法人番号3420001012115

一般 － 5,929,200 －

44 BA活動英文事務業務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社Ｊサポート　 青森県三沢
市南町４丁目３１番地３３２７号
法人番号3420001012115

一般 － 5,929,200 －

45
原型炉R&D棟トリチウム取扱施設
の運転保守業務１名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社大湊精電社　 青森県むつ
市大湊新町８番５号
法人番号4420001012337

一般 － 8,636,868 －

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

46
平成29年度受電所他機械室設備
運転保守業務請負契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社原燃環境　 青森県上北郡
六ヶ所村大字倉内字笹崎２７１番地
法人番号8420001011764

一般 － 41,342,400 －

47
ITER遠隔実験センターの遠隔実
験システムの開発試験に関わる
労働者派遣契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
日本エクス・クロン株式会社　 東
京都新宿区新宿２丁目８番６号
法人番号7011101043665

一般 － 10,376,100 －

48
BA計画に基づく六ヶ所ネット
ワーク構築運用支援請負業務契
約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社富士通エフサス　 神奈川
県川崎市中原区中丸子１３番地２
法人番号8010401056384

一般 － 17,998,848 －

49
国際核融合エネルギー研究セン
ター事業用基盤ネットワーク保
守契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社富士通エフサス　 神奈川
県川崎市中原区中丸子１３番地２
法人番号8010401056384

一般 － 24,429,600 －

50
Helios再構築システム利用者支
援業務

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

一般財団法人高度情報科学技術研究
機構　茨城県那珂郡東海村大字白方
字白根２番地の４
法人番号7050005010710

一般 － 49,675,680 － （一財） 国所管 1

51
Helios再構築システムの運用及
び保守

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

日本ＳＧＩ株式会社　東京都渋谷区
恵比寿４丁目２０番３号恵比寿ガー
デンプレイスタワー３１階
法人番号2011001017807

一般 － 233,280,000 －

52

国立研究開発法人量子科学技術
研究開発機構六ヶ所核融合研究
所（ＢＡサイト）で使用する電
気

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

テプコカスタマーサービス株式会社　
 東京都江東区豊洲５丁目５番１３
号
法人番号1010001086672

一般 － 202,400,636 －

53
IFMIF/EVEDA開発試験棟放射線エ
リアモニタの定期点検作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.5.9
富士電機株式会社　神奈川県川崎市
川崎区田辺新田１番１号
法人番号9020001071492

一般 － 14,688,000 －

54
IFMIF/EVEDA原型加速器RFQ・
MEBT用冷却水配管の保温作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.5.9
日本建設工業株式会社　 東京都中
央区月島４丁目１２番５号
法人番号6010001062025

一般 － 6,852,600 －

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

契約金額 落札率

公益法人の場合

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

予定価格
一般競争入札・

指名競争入札の別
（総合評価の実施）

契約の相手方の商号
又は名称及び住所



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

55
原型炉R&D棟放射線測定機器の保
守点検作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.6.2
株式会社千代田テクノル　 東京都
文京区湯島１丁目７番１２号
法人番号7010001004851

一般 － 5,594,400 －

56
有限要素法に基づくPICコードの
Charge Assignmentルーチンの整
備

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.6.13

一般財団法人高度情報科学技術研究
機構　茨城県那珂郡東海村大字白方
字白根２番地の４
法人番号7050005010710

一般 － 1,987,200 － （一財） 国所管 1

57
メニーコアシステムを用いた案
内中心シミュレーションコード
の並列化作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.6.13

一般財団法人高度情報科学技術研究
機構　茨城県那珂郡東海村大字白方
字白根２番地の４
法人番号7050005010710

一般 － 2,376,000 － （一財） 国所管 1

58
大規模並列計算用不純物放射計
算モジュールの整備作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.6.20

一般財団法人高度情報科学技術研究
機構　茨城県那珂郡東海村大字白方
字白根２番地の４
法人番号7050005010710

一般 － 1,976,400 － （一財） 国所管 1

59
BAサイト管理研究棟他受変電設
備定期点検作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.6.30
興陽電設株式会社　青森県八戸市城
下四丁目１０番１０号
法人番号4420001005844

一般 － 7,020,000 －

60
IFMIF/EVEDA原型加速器用超純水
製造装置の保守作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.6.30
株式会社アケア　青森県八戸市北イ
ンター工業団地３丁目２番８８号
法人番号9420001005567

一般 － 4,553,280 －

61
スーパーコンピュータシステム
の運営及び調達に関する文書管
理業務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.7.3
株式会社Ｊサポート　 青森県三沢
市南町４丁目３１番地３３２７号
法人番号3420001012115

一般 － 3,936,600 －

62 ベリライド原料の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.7.4
株式会社化研　茨城県水戸市堀町１
０４４番地　法人番号
6050001000658

一般 － 14,968,800 －

63
核融合原型炉の設計活動の支援
業務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.7.6
株式会社大湊精電社　 青森県むつ
市大湊新町８番５号
法人番号4420001012337

一般 － 5,740,875 －

落札率

公益法人の場合

予定価格 契約金額 備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

64
ITER触媒酸化系性能評価試験用
ハロゲン化水素ガスの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.7.11
株式会社巴商会　東京都大田区蒲田
本町１丁目２番５号
法人番号4010801008518

一般 － 3,996,000 －

65
シミュレーション研究用MICクラ
スター増強のためのRAIDサー
バー等の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.7.19
ＨＰＣシステムズ株式会社　東京都
港区海岸３丁目９番１５号　法人番
号4010401096252

一般 － 2,538,000 －

66
スパイクソルバーの線形化およ
び線形MHDコードMINERVAへの実
装

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.7.24

一般財団法人高度情報科学技術研究
機構　茨城県那珂郡東海村大字白方
字白根２番地の４
法人番号7050005010710

一般 － 1,944,000 －

67
IFMIF/EVEDA加速器制御系安全イ
ンターロックシステムの定期点
検

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.7.24

株式会社日立産業制御ソリューショ
ンズ　茨城県日立市大みか町五丁目
１番２６号
法人番号6050001023774

一般 － 4,158,000 －

68 ＢＡサイト内緑地整備作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.7.27
有限会社十文字林業　青森県上北郡
六ヶ所村大字鷹架字千樽３番地４　
法人番号2420002018772

一般 － 2,808,000 －

69
原型炉における非接触ダイバー
タ特性と不純物輸送シミュレー
ション解析

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.7.31
アドバンスソフト株式会社　 東京
都千代田区神田駿河台４丁目３番地　
法人番号6010401058102

一般 － 2,570,400 －

70
原型炉設計におけるダイバータ
冷却ユニット及びカセット構造
の設計と解析

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.7.31
金属技研株式会社　東京都中野区本
町一丁目３２番２号
法人番号4011201010452

一般 － 5,378,400 －

71 造粒用ベリリウム原料の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.3

マテリオンブラッシュジャパン株式
会社　 東京都千代田区神田神保町
３丁目９番地
法人番号7010001028363

一般 － 2,354,400 －

72
低放射化フェライト鋼の材料特
性評価試験

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.8

株式会社神戸工業試験場　兵庫県神
戸市兵庫区和田宮通３丁目２番２４
号
法人番号1140001014570

一般 － 5,357,880 －

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

73
ITERトリチウム除去系性能確証
試験用イオンクロマトグラフの
購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.9
島津サイエンス東日本株式会社　東
京都台東区浅草橋5-20-8　法人番号
7010501032617

一般 － 6,912,000 －

74
原型炉開発に向けた不純物輸送
コードの開発

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.18

一般財団法人高度情報科学技術研究
機構　茨城県那珂郡東海村大字白方
字白根2-4　  法人番号
7050005010710

一般 － 3,996,000 － （一財） 国所管

75
エマルジョン法による高リチウ
ム原子密度トリチウム増殖材料
微小球の製作

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.24
クアーズテック販売株式会社　東京
都品川区大崎二丁目１１番１号
法人番号4010701031181

一般 － 7,452,000 －

76
ベリリウム試験用ターボ分子ポ
ンプの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.24
東北化学薬品株式会社　青森県弘前
市大字神田１丁目３番地の１　法人
番号5420001009282

一般 － 4,404,240 －

77
BAサイト中央受電所電気設備定
期点検作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.24
株式会社関電工　東京都港区芝浦四
丁目８番３３号
法人番号1290001049032

一般 － 13,986,000 －

78
ハイブリッドレーザー顕微鏡の
購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.25

レーザーテック株式会社　 神奈川
県横浜市港北区新横浜２丁目１０番
地１
法人番号1020001022180

一般 － 16,200,000 －

79
核融合原型炉における炉構造お
よび遠隔保守概念の検討作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.28
三菱重工業株式会社　 東京都港区
港南２丁目１６番５号
法人番号8010401050387

一般 － 12,960,000 －

80
原型炉における放射性廃棄物取
扱建屋の概念検討作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.28

ＭＨＩニュークリアシステムズ・ソ
リューションエンジニアリング株式
会社　兵庫県神戸市兵庫区和田宮通
７丁目１番１４号　法人番号
5140001013370

一般 － 10,368,000 －

81
核融合原型炉の箱型リブ付ブラ
ンケット筐体モックアップの試
作

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.29
金属技研株式会社　東京都中野区本
町一丁目３２番２号
法人番号4011201010452

一般 － 9,990,000 －

落札率

公益法人の場合

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

82 炭化ケイ素複合材料の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.29
金属技研株式会社　東京都中野区本
町一丁目３２番２号
法人番号4011201010452

一般 － 7,560,000 －

83
原型炉R&D棟空気捕集装置保守点
検作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.29
ダイダン株式会社　大阪府大阪市西
区江戸堀１丁目９番２５号　法人番
号6120001045084

一般 － 2,268,000 －

84
IFMIF/EVEDA開発試験棟放射化ガ
スモニタリング設備等の保守点
検作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.31
株式会社千代田テクノル　東京都文
京区湯島1-7-12　法人番号
7010001004851

一般 － 3,132,000 －

85
IFMIF/EVEDA原型加速器運転保守
業務

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.31

日本アドバンストテクノロジー株式
会社　茨城県那珂郡東海村大字村松
字平原3129-45　法人番号
6050001004683

一般 － 63,730,800 －

86
IFMIF/EVEDA原型加速器の開発に
おける制御系PPSの設計・検討・
開発業務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.1
株式会社ジーアイテック　　青森県
八戸市大字大久保字行人塚７番地１
法人番号1420001007579

一般 － 5,103,000 －

87
ディスラプションシミュレー
ションコードの機能強化と動画
作成作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.4

一般財団法人高度情報科学技術研究
機構　　茨城県那珂郡東海村大字白
方字白根２番地の４
法人番号7050005010710

一般 － 2,494,800 － （一財） 国所管 1

88
軽水炉との違いを考慮した核融
合原型炉の受送電・電源設備の
電源構成図作成

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.4
三菱電機株式会社　 東京都千代田
区丸の内２丁目７番３号
法人番号4010001008772

一般 － 7,560,000 －

89
線形化ハイブリッドMHDシミュ
レーションコードの機能強化と
ベンチマークデータ取得作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.4

一般財団法人高度情報科学技術研究
機構　　茨城県那珂郡東海村大字白
方字白根２番地の４
法人番号7050005010710

一般 － 1,998,000 － （一財） 国所管 1

90
液体リチウム試験ループ機材の
輸送作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.4
株式会社日立物流　　東京都中央区
京橋２丁目９番２号
法人番号1010601022399

一般 － 29,916,000 －

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

91
IFMIF/EVEDA原型加速器における
SRF用RFモジュール2号機および3
号機等の輸送・搬入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.8
株式会社上組　 兵庫県神戸市中央
区浜辺通４丁目１番１１号
法人番号6140001006951

一般 － 1,245,096 －

92 縦型管状炉の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.8
株式会社都島製作所　　大阪府大阪
市東淀川区東淡路３丁目６番３５号
法人番号1120001053034

一般 － 2,462,400 －

93
核融合原型炉のプラント設備設
計における炉心特性を考慮した
発電・BOP設備検討

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.12
三菱重工業株式会社　 東京都港区
港南２丁目１６番５号
法人番号8010401050387

一般 － 15,984,000 －

94
合成試験用ベリリウム原料の購
入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.12

マテリオンブラッシュジャパン株式
会社　 東京都千代田区神田神保町
３丁目９番地
法人番号7010001028363

一般 － 15,870,600 －

95
IFMIF/EVEDA原型加速器複合分子
ポンプ排気セットのオーバー
ホール作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.13
轟産業株式会社　　 福井県福井市
毛矢３丁目２番４号
法人番号9210001002528

一般 － 1,404,000 －

96
熱及び流動解析用有限要素法ソ
フトウェアの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.13
株式会社大塚商会　　 東京都千代
田区飯田橋２丁目１８番４号
法人番号1010001012983

一般 － 5,144,472 －

97
IFMIF/EVEDA原型加速器中央制御
系とRFシステムおよびRFQ制御系
等に関する統合整備

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.14
極東貿易株式会社　　東京都千代田
区大手町２丁目２番１号
法人番号2010001014327

一般 － 15,907,320 －

98
原型炉設計におけるブランケッ
トモジュール冷却系統 及びリブ
筐体構造の設計と解析

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.15

ＭＨＩニュークリアシステムズ・ソ
リューションエンジニアリング株式
会社　 兵庫県神戸市兵庫区和田宮
通７丁目１番１４号
法人番号5140001013370

一般 － 12,906,000 －

99
IFMIF/EVEDA原型加速器RFQビー
ムコミッショニング及びビーム
ダイナミクスに関する評価検討

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.19

日本アドバンストテクノロジー株式
会社　　茨城県那珂郡東海村大字村
松字平原３１２９番地４５
法人番号6050001004683

一般 － 15,120,000 －

落札率

公益法人の場合

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

100
核融合原型炉トカマク建屋の放
射性物質閉じ込め境界の概念設
計検討作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.19
株式会社東芝　 東京都港区芝浦１
丁目１番１号
法人番号2010401044997

一般 － 4,860,000 －

101
中性子増倍材料微小球粒径分布
測定装置の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.19
東北化学薬品株式会社　 青森県弘
前市大字神田１丁目３番地の１
法人番号5420001009282

一般 － 11,772,000 －

102
オーステナイト系ステンレス鋼
の高温高圧水中疲労特性評価

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.19
株式会社東芝　 東京都港区芝浦１
丁目１番１号
法人番号2010401044997

一般 － 7,931,520 －

103
平成29年度BAサイト灯油売買単
価契約（第3四半期）

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.21
株式会社タムラ　　青森県むつ市小
川町２丁目５番２６号
法人番号9420001012720

一般 － 1,512,000 －

104
BAサイト予備電源設備定期点検
作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.21
株式会社大湊精電社　 青森県むつ
市大湊新町８番５号
法人番号4420001012337

一般 － 5,616,000 －

105
原型炉における超伝導トロイダ
ル磁場(TF)コイ ルの電磁構造解
析

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.22
クラボーンエンヂニアリング株式会
社　東京都目黒区八雲２丁目２３番
１９　法人番号　6011001100699

一般 － 4,644,000 －

106
ITERトリチウム除去系統合試験
装置製作に向けた設計作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.9.26
日揮株式会社　　東京都千代田区大
手町２丁目２番１号
法人番号3010001008732

一般 － 15,660,000 －

107
計算機・遠隔実験棟用手動式
フォークリフトの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.2

日本ヒューレット・パッカード株式
会社　 東京都江東区大島２丁目２
番１号
法人番号7010601041006

一般 － 1,836,000 －

108
核融合原型炉プラントの安全重
要度分類に関する検討作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.2

ＭＨＩニュークリアシステムズ・ソ
リューションエンジニアリング株式
会社　 兵庫県神戸市兵庫区和田宮
通７丁目１番１４号
法人番号5140001013370

一般 － 4,752,000 －

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

109
IFMIF/EVEDA原型加速器用真空中
パーティクルモニタシステムの
購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.2

株式会社ウィックス　 神奈川県横
浜市戸塚区矢部町１２－１さのやビ
ル２Ｆ
法人番号1020001034432

一般 － 7,020,000 －

110
低放射化鉄鋼材料の流れ加速腐
食特性の調査

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.3
三菱重工業株式会社　 東京都港区
港南２丁目１６番５号
法人番号8010401050387

一般 － 12,852,000 －

111
超伝導高周波線形加速器用電源
VCB遮断器インターロック信号追
加

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.6
株式会社関電工　東京都港区芝浦四
丁目８番３３号
法人番号1290001049032

一般 － 1,512,000 －

112
IFMIF/EVEDA原型加速器校正ポー
ト付き電流トランスの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.6
林栄精器株式会社　 東京都豊島区
北大塚１丁目２８番３号
法人番号7013301010189

一般 － 2,916,000 －

113
先進核融合中性子源リチウム
ループ施設の概念設計の検討

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.10
三菱重工業株式会社　 東京都港区
港南２丁目１６番５号
法人番号8010401050387

一般 － 22,572,000 －

114 パーソナルコンピュータの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.16
株式会社村井商店　 青森県むつ市
大湊浜町１４番９号
法人番号4420001012510

一般 － 2,984,040 －

115
IFMIF/EVEDA原型加速器用MPSモ
ジュールの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.16
三菱電機株式会社　 東京都千代田
区丸の内２丁目７番３号
法人番号4010001008772

一般 － 3,942,000 －

116
IFMIF/EVEDA原型加速器遠隔制御
機能構築用ロジックアナライ
ザーの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.17

美和電気工業株式会社　 東京都新
宿区新宿１丁目８番５号新宿御苑室
町ビル６階
法人番号9011101020778

一般 － 5,076,000 －

117
IFMIF/EVEDA原型加速器高周波電
源監視用赤外線サーモカメラ等
購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.17

美和電気工業株式会社　 東京都新
宿区新宿１丁目８番５号新宿御苑室
町ビル６階
法人番号9011101020778

一般 － 9,979,200 －

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

118
IFMIF/EVEDA原型加速器信号調整
用オシロスコープの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.18

美和電気工業株式会社　 東京都新
宿区新宿１丁目８番５号新宿御苑室
町ビル６階
法人番号9011101020778

一般 － 9,936,000 －

119
IFMIF/EVEDA原型加速器制御系タ
イミング受信モジュールの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.19
日立造船株式会社　 大阪府大阪市
住之江区南港北１丁目７番８９号
法人番号3120001031541

一般 － 3,024,000 －

120
IFMIF/EVEDA原型加速器用6イン
チ方向性結合器等の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.20
株式会社コムクラフト　 東京都杉
並区桃井１丁目２番４号
法人番号2011301002558

一般 － 5,249,880 －

121
IFMIF/EVEDA原型加速器用高精度
ケーブルテスタの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.24

美和電気工業株式会社　 東京都新
宿区新宿１丁目８番５号新宿御苑室
町ビル６階
法人番号9011101020778

一般 － 3,564,000 －

122
国際核融合エネルギー研究セン
ター事業用ネットワークセキュ
リティ対策機器類の更新

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.24
株式会社富士通エフサス　 神奈川
県川崎市中原区中丸子１３番地２
法人番号8010401056384

一般 － 8,100,000 －

123
ITER-DS性能確証試験用水分計の
購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.25
株式会社巴商会　東京都大田区蒲田
本町１丁目２番５号
法人番号4010801008518

一般 － 2,214,000 －

124 油圧式耐久試験機の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.1
株式会社守谷商会　 東京都中央区
八重洲１丁目４番２２号
法人番号2010001059025

一般 － 27,507,600 －

125
増殖機能材試料調整・較正装置
の保守点検作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.1
株式会社天満理化研究所　大阪府大
阪市北区同心二丁目１５番１８号
法人番号4120001124542

一般 － 2,301,480 －

126
先進中性子増倍材料高周波溶融
装置の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.6
株式会社化研　茨城県水戸市堀町１
０４４番地　法人番号
6050001000658

一般 － 20,934,720 －

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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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締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所
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様式3-3
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の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

127
走査型X線光電子分光分析装置の
部品交換及び定期点検

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.6
アルバック・ファイ株式会社　 神
奈川県茅ヶ崎市萩園２５００番地
法人番号9021001006554

一般 － 1,027,080 －

128
原型炉設計におけるディスラプ
ション時のダイバータ構造に発
生する電磁力の評価

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.7
三菱重工業株式会社　 東京都港区
港南２丁目１６番５号
法人番号8010401050387

一般 － 4,158,000 －

129
IFMIF/EVEDA原型加速器オープン
エアークリーンシステムの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.7
アルバック販売株式会社　 東京都
中央区八重洲２丁目３番１号
法人番号2010001084519

一般 － 1,890,000 －

130
BAサイト積算線量測定用ガラス
線量計リーダの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.7
株式会社千代田テクノル　東京都文
京区湯島１丁目７番１２号
法人番号7010001004851

一般 － 9,180,000 －

131
陰的解法 full MHD コードのた
めの高次精度ベクトル有限要素
モジュールの拡張作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.8

一般財団法人高度情報科学技術研究
機構　　茨城県那珂郡東海村大字白
方字白根２番地の４
法人番号7050005010710

一般 － 3,390,120 － （一財） 国所管 2

132
遠隔実験センター用データ保管
システムの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.10

システムワークス株式会社　 静岡
県浜松市中区西浅田２丁目１０番２
２号
法人番号9080401001770

一般 － 4,312,116 －

133
BAサイト自動制御機器定期点検
作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.15
アズビル株式会社　東京都千代田区
丸の内2-7-3　法人番号
9010001096367

一般 － 1,678,320 －

134
IFMIF/EVEDA原型加速器スローポ
ンピングシステム用ドライ排気
ユニットの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.21
株式会社アールデック　茨城県つく
ば市二の宮１丁目１６番地の１０
法人番号4050001015278

一般 － 2,354,400 －

135
BAサイト構内道路等の除排雪作
業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.22

株式会社鳥山土木工業　 青森県上
北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎２３２
番地１４
法人番号5420001011791

一般 － 4,843,800 －

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

136
増殖機能材料開発に関わる労働
者派遣契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.24

日本アドバンストテクノロジー株式
会社　茨城県那珂郡東海村大字村松
字平原３１２９番地４５　法人番号
6050001004683

一般 － 2,485,080 －

137
IFMIF/EVEDA原型加速器磁気軸受
式ターボ分子ポンプユニットの
修理作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.27
株式会社アールデック　茨城県つく
ば市二の宮１丁目１６番地の１０
法人番号4050001015278

一般 － 1,155,600 －

138
トリチウム増殖材料の成分分析
装置の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.27
株式会社天満理化研究所　大阪府大
阪市北区同心二丁目１５番１８号
法人番号4120001124542

一般 － 2,938,680 －

139
核融合原型炉プラズマ平衡制御
解析と解析コードの改造

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.28
クラボーンエンヂニアリング株式会
社　東京都目黒区八雲２丁目２３番
１９　法人番号　6011001100699

一般 － 5,702,400 －

140
核融合原型炉における真空容器
の構造検討作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.11.30
三菱重工業株式会社　 東京都港区
港南２丁目１６番５号
法人番号8010401050387

一般 － 9,882,000 －

141 特性評価用W板材の製作

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.4
株式会社アライドマテリアル　東京
都港区芝１丁目１１番１１号
法人番号6010401059967

一般 － 3,931,200 －

142
低放射化フェライト鋼の突合せ
レーザー溶接試験片製作

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.4
三菱重工業株式会社　 東京都港区
港南２丁目１６番５号
法人番号8010401050387

一般 － 4,212,000 －

143
IFMIF/EVEDA原型加速器ビーム診
断用広帯域デジタル・オシロス
コープの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.5

美和電気工業株式会社　 東京都新
宿区新宿１丁目８番５号新宿御苑室
町ビル６階
法人番号9011101020778

一般 － 6,295,320 －

144
8861型疲労試験機真空高温槽の
オーバーホール作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.5

インストロンジャパンカンパニイリ
ミテッド　神奈川県川崎市宮前区宮
前平１丁目８番９号　（国外：アメ
リカ合衆国イリノイ州グレンビュー
ウエストレイクアベニュー３６０
０）
法人番号3700150013579

一般 － 1,695,600 －

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

145
IFMIF/EVEDA原型加速器保護用中
性子遮蔽ブロックの製作

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.8
株式会社関東技研　 茨城県那珂郡
東海村大字村松４０５番地
法人番号5050001004767

一般 － 10,476,000 －

146
高速高容量画像センサーシステ
ムの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.11
株式会社ＮＥＳＩ　茨城県ひたちな
か市新光町３８番地
法人番号2010501019247

一般 － 2,710,800 －

147
IFMIF/EVEDA原型加速器用可搬型
スペクトルサーベイメータの購
入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.12
クリアパルス株式会社　 東京都大
田区中央６丁目２５番１７号
法人番号8010801003341

一般 － 5,076,000 －

148
IFMIF/EVEDA原型加速器機器モニ
タ監視システムの構築

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.13
開発電業株式会社　 青森県八戸市
八太郎５丁目２１番１号
法人番号7420001005692

一般 － 9,482,400 －

149
ベリライド微小球製造装置にお
ける電圧制御系システムの改造

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.13
株式会社化研　茨城県水戸市堀町１
０４４番地
法人番号6050001000658

一般 － 2,527,200 －

150
ITER-DS性能確証試験用データ処
理装置の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.15
株式会社ＮＥＳＩ　茨城県ひたちな
か市新光町３８番地
法人番号2010501019247

一般 － 1,725,084 －

151
トリチウム増殖材料成分分析用
純水・超純水製造装置の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.15
東北化学薬品株式会社　青森県弘前
市大字神田１丁目３番地の１
法人番号5420001009282

一般 － 3,369,600 －

152
プラズマ安定性・応答計算用線
形MHD解析コードの整備作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.18

一般財団法人高度情報科学技術研究
機構　茨城県那珂郡東海村大字白方
字白根２番地の４
法人番号7050005010710

一般 － 1,490,400 －

153
核融合原型炉における超伝導コ
イルによる誤差磁場解析作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.18
株式会社日立製作所　東京都千代田
区丸の内１丁目６番６号
法人番号7010001008844

一般 － 3,456,000 －

落札率

公益法人の場合

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

154
高感度ガスセンサーシステム類
の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.18
東北化学薬品株式会社　青森県弘前
市大字神田１丁目３番地の１
法人番号5420001009282

一般 － 4,860,000 －

155
ITER-DS触媒酸化系試験用流量計
の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.18
理工科学株式会社　 茨城県水戸市
河和田町１１６４番地１５
法人番号2050001002451

一般 － 2,041,200 －

156 大流量水蒸気発生装置の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.18
株式会社リガク　 東京都昭島市松
原町３丁目９番１２号
法人番号5012801002680

一般 － 4,881,600 －

157
IFMIF/EVEDA原型加速器用高分解
能シンチレーションガンマ線検
出器の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.19
応用光研工業株式会社　 東京都福
生市大字熊川１６４２番地２６
法人番号5013101000061

一般 － 2,138,400 －

158
CADデータから核解析形状データ
への自動変換コード開発

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.21

ＭＨＩニュークリアシステムズ・ソ
リューションエンジニアリング株式
会社　 兵庫県神戸市兵庫区和田宮
通７丁目１番１４号
法人番号5140001013370

一般 － 4,698,000 －

159

逃走電子ビーム制御の数値実験
のためのディスラプションシ
ミュレーションコードの整備作
業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.21

一般財団法人高度情報科学技術研究
機構　茨城県那珂郡東海村大字白方
字白根２番地の４
法人番号7050005010710

一般 － 2,062,800 －

160
核融合原型炉における超伝導ト
ロイダル磁場コイルの製作性向
上に向けた設計検討

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.21
三菱電機株式会社　 東京都千代田
区丸の内２丁目７番３号
法人番号4010001008772

一般 － 4,428,000 －

161
核融合原型炉概念のCADデータに
基づく説明・アウトリーチ用CG
画像作成

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.22

株式会社アルゴグラフィックス　 
東京都中央区日本橋箱崎町５番１４
号
法人番号7010001062783

一般 － 4,935,600 －

162
IFMIF/EVEDA原型加速器機器保護
システム用プログラマブルロ
ジックコントローラの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.25
英和株式会社　 大阪府大阪市西区
北堀江４丁目１番７号
法人番号6120001041612

一般 － 3,302,208 －

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

163
BA計画調整グループにおける業
務環境整備品の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.25
株式会社ＮＥＳＩ　茨城県ひたちな
か市新光町３８番地
法人番号2010501019247

一般 － 2,225,664 －

164
IFMIF/EVEDA原型加速器入射器用
ヘリウムリークディテクタの購
入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.26
アルバック販売株式会社　 東京都
中央区八重洲２丁目３番１号
法人番号2010001084519

一般 － 3,132,000 －

165
計算機・遠隔実験棟計算機室フ
リーアクセス用パネルの更新

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.27

株式会社岡山建設　 青森県上北郡
六ヶ所村大字倉内字芋ケ崎３２４番
地２
法人番号8420001011756

一般 － 2,365,200 －

166
核融合中性子源施設の安全設計
のための早期公衆被ばく線量評
価コードの改良

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.27

株株式会社ヴィジブルインフォメー
ションセンター　 茨城県那珂郡東
海村大字村松４４０番地
法人番号5050001004809

一般 － 4,827,600 －

167
低放射化フェライト鋼を用いた
微小試験片の製作

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.27

株式会社神戸工業試験場　 兵庫県
神戸市兵庫区和田宮通３丁目２番２
４号
法人番号1140001014570

一般 － 4,728,240 －

168

IFMIF/EVEDA原型加速器制御デー
タ収集系システムのデータベー
スフォーマット変換ツールの作
成

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.12.27
株式会社ジーアイテック　 青森県
八戸市大字大久保字行人塚７番地１
法人番号1420001007579

一般 － 2,754,000 －

169
先進核融合中性子源（A-FNS）
ターゲットアッセンブリの構造
検討と熱流動解析

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.4

三菱重工機械システム株式会社　 
兵庫県神戸市兵庫区和田崎町１丁目
１番１号 
法人番号2140001013316

一般 － 4,957,200 －

170
平成29年度BAサイト灯油売買単
価契約(第4四半期)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.9

有限会社六ヶ所燃料　 青森県上北
郡六ヶ所村大字尾駮字野附４７２番
地
法人番号9420002018857

一般 － 5,292,000 －

171
核融合中性子源設計用熱流動設
計解析端末の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.9
株式会社ＮＥＳＩ　茨城県ひたちな
か市新光町３８番地
法人番号2010501019247

一般 － 3,024,000 －

落札率

公益法人の場合

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

172 BAサイト業務用車両のリース

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.10
株式会社三八五オートリース　 青
森県八戸市柏崎２丁目４番１７号
法人番号1420001006647

一般
（総合評価）

－ 4,261,248 －

173
六ヶ所核融合研究所新築建屋地
盤調査業務

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.11
株式会社東北基礎調査　 青森県八
戸市大字沢里字上沢内８６番地
法人番号8420001006186

一般 － 3,996,000 －

174
スーパーコンピュータシステム
の借入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.15

①クレイ・ジャパン・インク　東京
都千代田区内幸町１丁目２－２日比
谷ダイビル１５階
法人番号5700150000567
②芙蓉総合リース株式会社　 東京
都千代田区神田三崎町３丁目３番２
３号
法人番号3010001028689

一般
（総合評価）

－ 2,670,697,440 －

175
IFMIF/EVEDA原型加速器フェーズ
Bにおけるビーム軌道解析の環境
整備作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.15

東芝エネルギーシステムズ株式会社　
 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番
地３４
法人番号7020001121200

一般 － 4,698,000 －

176
リチウムターゲットアセンブリ
の構造健全性評価に係る真空デ
シケーター等の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.17
東北化学薬品株式会社　青森県弘前
市大字神田１丁目３番地の１
法人番号5420001009282

一般 － 4,039,200 －

177
試験片ID刻印用ハイブリッド
レーザーマーカの製作

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.19
株式会社和泉テック　 宮城県仙台
市泉区市名坂字御釜田１４３－４
法人番号6370001000485

一般 － 4,924,800 －

178
液体リチウム試験ループ構造健
全性評価用試験片の製作

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.22

株式会社神戸工業試験場　 兵庫県
神戸市兵庫区和田宮通３丁目２番２
４号
法人番号1140001014570

一般 － 3,245,400 －

179
先進核融合中性子源の主要設備
に係る設計検討

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.22
三菱重工業株式会社　 東京都港区
港南２丁目１６番５号
法人番号8010401050387

一般 － 4,968,000 －

180
IFMIF/EVEDA開発試験棟空調ダク
ト部遮蔽体の製作

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.22
株式会社関東技研　 茨城県那珂郡
東海村大字村松４０５番地
法人番号5050001004767

一般 － 19,807,200 －

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

181
IFMIF/EVEDA原型加速器における
SRF用RFモジュール4号機等の輸
送・搬入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.23
株式会社上組　 兵庫県神戸市中央
区浜辺通４丁目１番１１号
法人番号6140001006951

一般 － 1,382,103 －

182
IFMIF/EVEDA原型加速器制御デー
タ収集系システムの自動バック
アップロジック等の作成

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.24

日本アドバンストテクノロジー株式
会社　　茨城県那珂郡東海村大字村
松字平原３１２９番地４５
法人番号6050001004683

一般 － 4,968,000 －

183
溶接低温割れ感受性評価のため
のy形溶接割れ試験

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.24

ＪＦＥテクノリサーチ株式会社　 
東京都千代田区大手町２丁目７番１
号
法人番号4010001090119

一般 － 1,479,600 －

184
IFMIF/EVEDA原型加速器二次冷却
水質調整用薬剤自動滴下システ
ムの構築

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.24
株式会社アケア　青森県八戸市北イ
ンター工業団地３丁目２番８８号
法人番号9420001005567

一般 － 4,860,000 －

185
IFMIF/EVEDA原型加速器における
SRFリニアック等の輸送・搬入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.29
株式会社上組　 兵庫県神戸市中央
区浜辺通４丁目１番１１号
法人番号6140001006951

一般 － 2,010,319 －

186
IFMIF/EVEDA原型加速器中央制御
用機器の移設作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.30
開発電業株式会社　 青森県八戸市
八太郎５丁目２１番１号
法人番号7420001005692

一般 － 2,268,000 －

187
IFMIF/EVEDA開発試験棟電源室点
検用小型高所作業車の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.30
株式会社東酸　 青森県青森市原別
５丁目１１番５６号
法人番号5420001001495

一般 － 1,920,240 －

188
増殖機能材料の原料調製機器類
の購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.1.31
株式会社コクゴ　東京都千代田区神
田富山町25　法人番号
3010001016487

一般 － 9,180,000 －

189
IFMIF/EVEDA原型加速器高感度
パーティクルカウンターの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.2.5
ヤマト科学株式会社　東京都中央区
日本橋本町２丁目２番２号
法人番号7010001059565

一般 － 4,241,160 －

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

備考



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-3

公益法人
の区分

国所管、都道府県
所管の区分

応札・
応募者数

190
酸素・水分濃度雰囲気制御チャ
ンバー部品の交換作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.3.5
Ｓ．Ｐ．エンジニアリング株式会社　
茨城県日立市旭町2-2-11　         
法人番号2050001022994

一般 － 2,214,000 －

191
IFMIF/EVEDA原型加速器用2次冷
却水補給水配管の補修作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H30.3.5
株式会社大湊精電社　青森県むつ市
大湊新町8-5
法人番号4420001012337

一般 － 2,936,520 －

※公益法人の区分において「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」をいう。
（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

落札率

公益法人の場合

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

一般競争入札・
指名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-4

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者数

1 職員等用住宅賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1 非公表（個人情報に該当するため）

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ラ
契約の目的物が、他の物をもって
代えることのできない特定の土
地、建物等又は美術品、工芸品等
であるとき

－ 3,900,000 －

2 職員等用住宅賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1 非公表（個人情報に該当するため）

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ラ
契約の目的物が、他の物をもって
代えることのできない特定の土
地、建物等又は美術品、工芸品等
であるとき

－ 6,240,000 －

3 職員等用住宅賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1 非公表（個人情報に該当するため）

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ラ
契約の目的物が、他の物をもって
代えることのできない特定の土
地、建物等又は美術品、工芸品等
であるとき

－ 3,864,000 －

4 職員等用住宅賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1 非公表（個人情報に該当するため）

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ラ
契約の目的物が、他の物をもって
代えることのできない特定の土
地、建物等又は美術品、工芸品等
であるとき

－ 3,720,000 －

5 職員等用住宅賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

相和物産株式会社　 青森県上北郡
六ヶ所村大字倉内字笹崎１０３１番
地１２
法人番号4420001011776

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ラ
契約の目的物が、他の物をもって
代えることのできない特定の土
地、建物等又は美術品、工芸品等
であるとき

－ 1,356,000 －

6 職員等用住宅賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1 非公表（個人情報に該当するため）

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ラ
契約の目的物が、他の物をもって
代えることのできない特定の土
地、建物等又は美術品、工芸品等
であるとき

－ 1,200,000 －

7 職員等用住宅賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1 非公表（個人情報に該当するため）

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ラ
契約の目的物が、他の物をもって
代えることのできない特定の土
地、建物等又は美術品、工芸品等
であるとき

－ 3,120,000 －

予定価格

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

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

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（物品・役務等）

公益法人の場合

随意契約によることとした業務方
法書又は会計規定等の根拠規定及
び理由

契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-4

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者数

8 職員等用住宅賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1 非公表（個人情報に該当するため）

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ラ
契約の目的物が、他の物をもって
代えることのできない特定の土
地、建物等又は美術品、工芸品等
であるとき

－ 1,200,000 －

9 職員等用住宅賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1 非公表（個人情報に該当するため）

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ラ
契約の目的物が、他の物をもって
代えることのできない特定の土
地、建物等又は美術品、工芸品等
であるとき

－ 1,164,000 －

10
トリチウムプロセス研究棟等　
賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

国立研究開発法人日本原子力研究開
発機構　茨城県那珂郡東海村大字舟
石川７６５番地１
法人番号6050005002007

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ヨ
当該場所でなければ機構の業務を
行うことが不可能であることから
場所が限定され、供給者が一に特
定される土地や建物を購入又は賃
借契約（当該契約に付随する契約
を含む。）するとき

－ 2,588,139 －

11 職員等用住宅賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
六ヶ所村　 青森県上北郡六ヶ所村
大字尾駮字野附４７５
法人番号8000020024112

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ラ
契約の目的物が、他の物をもって
代えることのできない特定の土
地、建物等又は美術品、工芸品等
であるとき

－ 4,284,000 －

12 職員等用住宅賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1 非公表（個人情報に該当するため）

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ラ
契約の目的物が、他の物をもって
代えることのできない特定の土
地、建物等又は美術品、工芸品等
であるとき

－ 5,400,000 －

13 職員等用住宅賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1 非公表（個人情報に該当するため）

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ラ
契約の目的物が、他の物をもって
代えることのできない特定の土
地、建物等又は美術品、工芸品等
であるとき

－ 840,000 －

14 職員等用住宅賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1 非公表（個人情報に該当するため）

契約事務取扱細則２９条１－
（１）ラ
契約の目的物が、他の物をもって
代えることのできない特定の土
地、建物等又は美術品、工芸品等
であるとき

－ 13,980,000 －

公益法人の場合

随意契約によることとした業務方
法書又は会計規定等の根拠規定及
び理由

落札率
再就職の
役員の数

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

予定価格 契約金額
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



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-4

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者数

15
国際核融合エネルギー研究セン
ター用地賃貸借契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
新むつ小川原株式会社　 東京都千
代田区大手町１丁目３番２号
法人番号9010001070280

契約事務取扱細則第29条第1項(1)
ヨ
当該場所でなければ機構の業務を
行うことが不可能であることから
場所が限定され、供給者が一に特
定される土地や建物を購入又は賃
借契約（当該契約に付随する契約
を含む。）するとき

－ 85,332,540 －

16
ＢＡサイト管理研究棟他清掃作
業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

六ヶ所総合管理株式会社　 青森県
上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎２８
７番地
法人番号8420001011822

契約事務取扱細則第２９条１－
（１４）
競争に付しても入札者がないと
き、又は再度の入札をしても落札
者がいないとき

－ 3,518,640 －

17

核融合実験炉（ITER）調達活動
のためのトリチウム除去設備の
機器調達及び性能確証試験に係
る労働者派遣契約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1

ゼネラルエンジニアリング株式会社　
 東京都大田区南蒲田２丁目１６番
１号
法人番号3010801006233

契約事務取扱細則第２９条１－
（１４）
競争に付しても入札者がないと
き、又は再度の入札をしても落札
者がいないとき

－ 7,787,016 －

18
核融合原型炉設計活動における
計算機プログラミング及び設計
計算業務1名の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社ＮＥＳＩ　茨城県ひたちな
か市新光町３８番地
法人番号2010501019247

契約事務取扱細則第２９条１－
（１４）
競争に付しても入札者がないと
き、又は再度の入札をしても落札
者がいないとき

－ 9,684,360 －

19
核融合原型炉の核設計及び情報
セキュリティ管理の支援業務1名
の派遣

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.4.1
株式会社ＮＥＳＩ　茨城県ひたちな
か市新光町３８番地
法人番号2010501019247

契約事務取扱細則第２９条１－
（１４）
競争に付しても入札者がないと
き、又は再度の入札をしても落札
者がいないとき

－ 10,573,740 －

20
計算機・遠隔実験棟冷水循環設
備定期点検作業

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.30
新日本空調株式会社　東京都中央区
日本橋浜町二丁目３１番１号
法人番号2010001062912

契約事務取扱細則第２９条１－
（１４）
競争に付しても入札者がないと
き、又は再度の入札をしても落札
者がいないとき

－ 6,923,880 －

21

キネマティックス解析による核
融合中性子源施設テストセル内
機器の遠隔保守概念の工学的成
立性の評価

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長　中井川　泉
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.8.31
株式会社東芝　東京都港区芝浦一丁
目１番１号
法人番号2010401044997

契約事務取扱細則第２９条１－
（１４）
競争に付しても入札者がないと
き、又は再度の入札をしても落札
者がいないとき

－ 9,990,000 －

落札率
再就職の
役員の数

公益法人の場合

随意契約によることとした業務方
法書又は会計規定等の根拠規定及
び理由

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

予定価格 契約金額
物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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



平成29年4月～平成30年3月契約締結分

様式3-4

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者数

22
IFMIF/EVEDA原型加速器中性子計
測用レムカウンタの購入

国立研究開発法人量子科学技術研究開発
機構　核融合エネルギー研究開発部門  
六ヶ所核融合研究所                   
管理部長  境野　武
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番
地166

H29.10.30
富士電機株式会社　神奈川県川崎市
川崎区田辺新田１番１号
法人番号9020001071492

契約事務取扱細則第２９条１－
（１４）
競争に付しても入札者がないと
き、又は再度の入札をしても落札
者がいないとき

－ 4,946,400 －

※公益法人の区分において「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（物品・役務等）

及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の
名称及び数量

契約担当者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

随意契約によることとした業務方
法書又は会計規定等の根拠規定及
び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

公益法人の場合

備考


