
随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

(Microfab)MAI TAI Laser care FY2019
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
スペクトラ・フィジックス株式会社
東京都目黒区中目黒4-6-1　大和中目黒ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元以外の者と契約した場合、製造元の保証が
受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 1,375,000 －

3D顕微レーザーラマン・PLシステム　一式の賃
貸借

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
東京センチュリー株式会社　福岡営業部
福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-1　アーバンネット
博多ビル7階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 907,098 －

AMR社製オートサンプラー及びHPLC 保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社ウインクス  大阪事務所
大阪府茨木市上穂東町4-24

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,635,000 －

Advion社製 Expression CMS-S保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 1,705,000 －

Agilent FTIR・FPA保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
西川計測株式会社　沖縄営業所
沖縄県那覇市久茂地1-12-12

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,771,032 －

Allinea ソフトウェア保守更新
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
アーム株式会社
神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12　新横浜スクエア
ビル１７階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,684,896 －

ArcGISサイトライセンス　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
ESRIジャパン株式会社
東京都千代田区平河町2-7-1 塩崎ビル4F

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,620,000 －

COMSOL Multiphysicsサブスクリプション　一式
の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
計測エンジニアリングシステム株式会社
東京都千代田区内神田1丁目9-5　井門内神田ビル5F

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

8,322,480 －

Chromium保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 1,263,600 －

Editing Services
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
個人

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,710,792 －
15,360USD

Embarkオンライン入学願書システム契約料
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
Embark Corporation
880 Broadway,5th FI New York, NY

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該サービスを提供可能な者は契約相手方のみであり、競
争を許さないため。

- 1,893,460 －
17,000USD

FIMMWAVE及びCrystalWave保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社オプトデザイン
東京都八王子市南大沢3-2-6-108

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,675,125 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

GigaCC ASP Premiumサービス
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
日本ワムネット株式会社
東京都中央区新川1-5-17　エイハ新川9階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
学園の要求する仕様を満足するサービスを提供可能な者
は契約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 1,461,440 －

HEART(財務会計・人事管理)システム運用保守
業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
アビームコンサルティング株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 丸の内永楽ビル
ディング

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
前年度以前に企画競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

80,330,519 －

Hawk Visionビジュアルサーボシステム保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社猪原商会　沖縄営業所
沖縄県那覇市泊2丁目4-9　シティハイムとまり1F

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,620,000 －

IBM SPSS保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
日本アイ・ビー・エム株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町19-21　日本アイ・ビー・エ
ムビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,169,856 －

IDM契約更新業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
One Identity Software International Ltd.
32 Molesworth Street, Dublin 2, D02Y512, Ireland

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,202,539 －
10,796.72USD

IDカード発⾏管理業務の運⽤⽀援業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社ハヤト・インフォメーション
東京都新宿区三栄町23-1　ライラック三栄ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,308,000 －

Ingenuity解析ソフト（IPA)　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,503,304 －

JTB海外旅行保険
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
三井住友海上火災保険株式会社
東京都千代田区神田駿河台3-9

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
前年度企画競争方式により業者選定された契約と密接に
関連する業務であるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

19,000,000 －

Juniperネットワーク機器の保守（J-Care）業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社　福岡支店
福岡県福岡市中央区天神4-1-1　第7明星ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 3,175,200 －

LPガスの購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄協同ガス株式会社
沖縄県名護市字我部祖河1035-1

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 190円/㎥ －

単価契約
予定調達金額:
3,097,000円
(税込)

Lab Chip GXII Touch HT保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 1,863,900 －

LabVIEWソフトウェアアカデミックサイトライセンス
一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
東京都港区芝大門1-9-9　野村不動産芝大門ビル8F

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,657,260 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

Leco社製質量分析装置保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社ウインクス  大阪事務所
大阪府茨木市上穂東町4-24

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 3,564,300 －

MATLAB TAH Full Suiteライセンス　一式の購
入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
マスワークス合同会社
東京都港区赤坂4-15-1　赤坂ガーデンシティ7階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 4,688,146 －

Mathematicaサイトライセンス契約
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社ヒューリンクス
東京都中央区日本橋箱崎町5-14

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,784,240 －

Matrix Science社製ソフトウェアライセンス保守業
務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社ウインクス  大阪事務所
大阪府茨木市上穂東町4-24

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 1,232,000 －

MoFlo-XDP 保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,267,200 －

NICE EnginFrame HPC保守サービス
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社HPCソリューションズ
東京都中央区日本橋大伝馬町3-2

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,103,760 －

PacBio社ゲノムシーケンサー保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

9,900,000 －

QIAQube及びQIAgility の保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 1,057,518 －

SAPソフトウェア保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
SAPジャパン株式会社
東京都千代田区麹町1-6-4

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
既存の機器の性能・効用維持の観点から、既存機器の納
入元による対応が不可欠であり、競争を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

19,962,921 －

SFX ASPサービス
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
ユサコ株式会社
東京都港区東麻布2-17-12

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該サービスの取扱いがあるのは契約相手方のみであり、
競争を許さないため。

- 1,001,592 －

SLURMスケジューラー技術サポートサービス
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
SchedMD LLC
39 South Livemore Ave. Suite 201 Li　94550　US

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,443,485 －
12,960USD

STED・ SP8 超解像顕微鏡保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 4,486,900 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

SalesForceライセンス使用ライセンス　一式の購
入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社セールスフォース・ドットコム
東京都千代田区丸の内2-7-2　JPタワー12階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
別途締結したライセンス契約に基づくソフトウェアライセンス
の追加購入であり、競争を許さないため。

- 2,101,075 －

SolidWorks保守更新業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社　名古屋支店
愛知県名古屋市中区錦1-5-11　伊藤忠ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,259,712 －

Sony Cell Sorter保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社エル・エム・エス
東京都文京区本郷3-6-7　田中ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 2,256,300 －

Strategic Planに係るコンサルティング業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
個人

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
学園の要求する仕様を満足する業務を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

5,637,455 －

SymmetraPX 2G UPS 及び In-Row RC空調機保
守業務（4月）

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社NTTファシリティーズ　九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅前1-17-21?NTTデータ博
多駅前ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第10号
入札不調による随意契約

- 1,075,680 －

University Management に係るコンサルティング
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
個人

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

6,009,255 －
47,250EUR

VDI環境サービス(運用保守)
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
個人

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 3,924,000 －

Waters社XevoTQS-micro, SIC社製N2ガス発生
装置保守契約　一式

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社エル・エム・エス　沖縄営業所
沖縄県宜野湾市愛知3-7-55

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 3,953,430 －

Waters社製質量分析装置他保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
高信化学株式会社　沖縄オフィス
沖縄県那覇市真嘉比3-7-9　Olive 1F

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

7,401,130 －

WorldCat Local & LibMaxサービス
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社紀伊國屋書店　九州営業部
福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目3番11号　KDX
博多ビル6階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該サービスの取扱いがあるのは契約相手方のみであり、
競争を許さないため。

- 3,258,723 －

X線マイクロCTシステム 一式の賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
日立キャピタル株式会社　九州法人支店
福岡県福岡市博多区店屋町1-35　博多三井ビル2号館
10階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 2,112,480 －

X線回折装置（Bruker D8 Discover）の保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社新興精機
福岡県福岡市東区馬出6丁目14番17号

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 3,300,000 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

auひかりちゅらホーム（ネットサービス）
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄セルラー電話株式会社
沖縄県那覇市松山1-2-1

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該サービスを提供可能な者は契約相手方のみであり、競
争を許さないため。

- 1,506,816 －

career development training
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
個人

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
学園の要求する仕様を満足する役務を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 1,026,822 －
9,219.09USD

mira Floating License ソフトウェア保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
FEI SAS
3, Impasse Rudolf Diesel - BP 50227, 33708　France

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争を
許さないため。

- 3,054,597 －
27,425USD

アズビル社製自動制御保全業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
アズビル株式会社　ビルシステムカンパニー九州支店
福岡県福岡市博多区冷泉町2番1号 博多祇園M-
SQUARE 2階

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元以外の者と契約した場合、製造元の保証が
受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

23,075,300 －

アマゾンウェブサービス
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社Fusic
福岡県福岡市中央区天神4-1-7 第3明星ビル6F

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 4,967,966 －

エフイー・アイ社製電子顕微鏡の保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
日本エフイー・アイ株式会社
東京都品川区東品川4-12-2　品川シーサイドウエストタ
ワー１F

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元以外の者と契約した場合、製造元の保証が
受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

78,245,200 －

エフイー・アイ社製電子顕微鏡保業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
日本エフイー・アイ株式会社
東京都品川区東品川4-12-2　品川シーサイドウエストタ
ワー１F

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
既存の機器の性能・効用維持の観点から、既存機器の納
入元による対応が不可欠であり、競争を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

14,868,700 －

エルゼビア　サイエンスダイレクト購読
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
Elsevier B.V.
Radarweg 29, Amsterdam 1043 NX NL

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該サービスの取扱いがあるのは契約相手方のみであり、
競争を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

49,091,460 －

オフィススペースの賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
Aligned Wealth
"757 3rd Ave, 20th Floor, New York,

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
学園の要求する仕様を満足する役務を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 942,816 －
8,400USD

オリンパス社製顕微鏡保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社中央医療器
沖縄県島尻郡南風原町神里409-5

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 3,960,000 －

オリンパス社製顕微鏡保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社中央医療器
沖縄県島尻郡南風原町神里409-5

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

7,140,100 －

カールツァイス社製X線顕微鏡保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
カールツァイス株式会社
東京都新宿区四谷本塩町13番11号

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

6,976,000 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

キャノンCXDI701G保守契約（X線受像部）
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社中央医療器
沖縄県島尻郡南風原町神里409-5

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 1,231,632 －

コヒレント社製Verdi V18保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
コヒレント・ジャパン株式会社
東京都渋谷区代々木2-1-1　新宿マインズタワー26階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 1,259,820 －

コヒレント社製レーザー機器保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
コヒレント・ジャパン株式会社
東京都渋谷区代々木2-1-1　新宿マインズタワー26階

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元以外の者と契約した場合、製造元の保証が
受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

6,647,076 －

コヒレント社製レーザー装置保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
コヒレント・ジャパン株式会社
東京都渋谷区代々木2-1-1　新宿マインズタワー26階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,625,940 －

サイエンスコミュニケーショントレーニング
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
Principiae
Kapellelaan 103, 1950 Kraainem Belgium

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
学園の要求する仕様を満足する役務を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 1,764,372 －
13,873.03EUR

サーマルサイクラー保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 3,513,400 －

シスコダイレクト保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
シスコシステムズ合同会社
東京都港区赤坂9-7-1　ミッドタウン・タワー

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

32,844,509 －

シスコファイアウォールのライセンス更新及び保
守　一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
三井情報株式会社
東京都港区愛宕2-5-1

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

15,279,840 －

タクシー利用契約
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社沖東交通
沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣1730

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

9,541,120 －
単価契約

ダイアモンドアンヴィルの購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社シンテック
神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1　リーディングベン
チャープラザ2号館　403号室

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該物品を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 4,524,850 －
単価契約

ツァイス社製顕微鏡LSM880保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

5,812,290 －

ツァイス社製顕微鏡保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

5,762,790 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

ツァイス社製顕微鏡（7台）の保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

12,260,380 －

ニコン社製顕微鏡システム保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社猪原商会　沖縄営業所
沖縄県那覇市泊2丁目4-9　シティハイムとまり1F

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

11,930,050 －

ヒューマノイドロボット　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
東京ロボティクス株式会社
東京都新宿区西早稲田2-10-18　パティオ西早稲田
101-2号室

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
学園の要求する仕様を満足する物品を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

14,860,800 －

ブルカーバイオスピン社製超伝導NMRスぺクトロ
メーター保守業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 2,651,400 －

ベックマン・コールター社製ラボラトリーロボッ自
動分注装置保守業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 2,770,200 －

ベックマン・コールター社製遠心機保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 2,773,440 －

ペクトラ・フィジックス社製レーザーケア保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
スペクトラ・フィジックス株式会社
東京都目黒区中目黒4-6-1　大和中目黒ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

5,014,900 －

マイクロソフトプレミアサポートサービス
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
日本マイクロソフト株式会社
東京都港区港南二丁目16番3号　品川グランドセントラ
ルタワー

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

27,135,000 －

マスクレスUVリソグラフィー　一式の賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
東京センチュリー株式会社　福岡営業部
福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-1　アーバンネット
博多ビル7階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 1,369,734 －

マリンサイエンスステーション実験系排水処理設
備保守業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社エス・エル
大阪府大阪市福島区野田5-17-22　大拓ビル6階

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 2,877,600 －

マルバーン社製カロリーメーター保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社ロジックバイオ
大阪府茨木市中穂積3-14-10

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 2,398,000 －

メルクミリポア社製純水・超純水保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 1,245,520 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

ライカ社製顕微鏡システム保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,045,000 －

リガク社製Ｘ線回折装置の保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

5,852,000 －

レオロジー物性測定システム年間保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,309,000 －

レンタカー賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社日産レンタリース沖縄
沖縄県那覇市松山2-2-12

契約事務取扱規則第31条第1項第6号
見積合わせによる随意契約

- 915,600 －

一般廃棄物収集運搬廃棄
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
瀬良垣清掃事業所
沖縄県国頭郡恩納村字前兼久580-1

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,068,000 －

人事評価Webシステム(HR-Platform)保守・運用
一式

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
フォスターリンク株式会社
東京都新宿区高田馬場1-34-6　八光ビル7階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,419,800 －
単価契約

低エネルギー電子顕微鏡　一式の賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
東京センチュリー株式会社　福岡営業部
福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-1　アーバンネット
博多ビル7階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 3,012,324 －

健康管理システム 保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社システム・ビット　沖縄支社
沖縄県那覇市牧志2-16-8　BITPLAZA4F

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 1,569,600 －

公益通報ホットライン窓口業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
個人

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,111,800 －

共焦点顕微鏡　一式の賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
オリックス・レンテック株式会社　福岡支店
福岡県福岡市博多区博多駅前4-4-15　博多駅前H-44
ﾋﾞﾙ7F

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 937,836 －

化学物質情報検索データベース"Scifinder-N"ラ
イセンス　一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
一般社団法人化学情報協会
東京都文京区本駒込6-25-4　中居ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

18,453,750 －

化学物質管理システム運用保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
前年度以前に一般競争方式（総合評価方式）により業者選
定された契約と密接に関連する業務であるため。

- 1,650,000 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

収束イオンビーム装備型回折顕微鏡　一式の賃
貸借

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
東京センチュリー株式会社　福岡営業部
福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-1　アーバンネット
博多ビル7階

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

7,415,964 －

収束イオンビーム装備型回析顕微鏡　一式の賃
貸借

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
東京センチュリー株式会社　福岡営業部
福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-1　アーバンネット
博多ビル7階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

5,496,606 －

学生用宿泊施設清掃業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社国際ビル産業
沖縄県浦添市勢理客3-9-11

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,749,180 －
単価契約

実験動物管理（LAMS）システム保守サービス
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
メディアテック株式会社
宮城県石巻市開成1-20

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
既存の機器の性能・効用維持の観点から、既存機器の納
入元による対応が不可欠であり、競争を許さないため。

- 1,517,400 －

小動物用磁気共鳴イメージングシステム年間保
守契約

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
ブルカー・バイオスピン株式会社
神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元以外の者と契約した場合、製造元の保証が
受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

11,663,000 －

山善社製自動設定中厚分取液体クロマトグラフ
システム＆MSシステム保守業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,268,000 －

島津/KRATOS製 X線光電子分析装置の保守
業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社島津アクセス 京都支店
京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町1　島津製作所N5
号館3F

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

5,670,000 －

島津製作所製GCMS及びGC保守契約
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 2,175,800 －

手動両面マスクアライナ　一式の賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
東京センチュリー株式会社　福岡営業部
福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-1　アーバンネット
博多ビル7階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 1,289,034 －

招聘旅行者登録システムの運用保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社テラ・ウェブクリエイト
沖縄県浦添市伊祖1-21-2　牧港建設第一ビル302

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,308,000 －

排水水質検査業務（2019年4月分）
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社南西環境研究所
沖縄県中頭郡西原町東崎4-4

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 3,410,560 －

日本ウォーターズ社QDA装置の年間保守委託
業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
高信化学株式会社　沖縄オフィス
沖縄県那覇市真嘉比3-7-9　Olive 1F

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,722,600 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。

9/33



随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

日本ベクトンディッキンソン社製装置保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 3,561,840 －

日本電子社製核磁気共鳴装置保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

6,468,000 －

日本電子社製機器保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

96,093,360 －

時系列ステレオPIVシステム一式の賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
オリックス・レンテック株式会社　福岡支店
福岡県福岡市博多区博多駅前4-4-15　博多駅前H-44
ﾋﾞﾙ7F

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 2,659,164 －

業務プロセス可視化オンサイトセミナー
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
一般社団法人日本能率協会
東京都千代田区一ツ橋1-2-2　住友商事竹橋ビル14階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務/を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,470,200 －

業務利用レンタカー賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社日産レンタリース沖縄
沖縄県那覇市松山2-2-12

契約事務取扱規則第31条第1項第6号
見積合わせによる随意契約

- 1,046,400 －

海外旅行保険
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
損保ジャパン日本興亜株式会社
東京都千代田区霞が関８丁目7番3号

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 3,080,000 －

液体クロマトグラフィ質量分析計　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
学園の要求する仕様を満足する物品を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

85,244,400 －

無冷媒高磁場光学システム　一式の賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
オリックス・レンテック株式会社　福岡支店
福岡県福岡市博多区博多駅前4-4-15　博多駅前H-44
ﾋﾞﾙ7F

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 824,040 －

自動追跡装置付き共焦点レーザー顕微鏡シス
テム　一式の賃貸借

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
日立キャピタル株式会社　九州法人支店
福岡県福岡市博多区店屋町1-35　博多三井ビル2号館
10階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 1,087,344 －

複合機の賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
沖縄ゼロックス株式会社
沖縄県那覇市おもろまち1丁目3番12号

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
前年度に一般競争方式により業者選定された契約と密接に
関連する業務であるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

11,493,138 －
単価契約

覆⼯板レンタル
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
有限会社有志建設
沖縄県中頭郡読谷村字座喜味126番地1

契約事務取扱規則第31条第1項第1・６号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 3,854,400 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。

10/33



随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

認証型WEB申請・審査システム保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
一般社団法人高知医療再生機構
高知県高知市丸ノ内1丁目2-20

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
既存の装置との互換性を有するソフトウェアを提供可能な
者は契約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 3,762,000 －

走査型電子顕微鏡　一式の賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
日立キャピタル株式会社　九州法人支店
福岡県福岡市博多区店屋町1-35　博多三井ビル2号館
10階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 1,610,280 －

超短パルス高出力レーザー　一式の賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
東京センチュリー株式会社　福岡営業部
福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-1　アーバンネット
博多ビル7階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 1,076,220 －

超解像・全反射エバネッセント顕微鏡システム
一式の賃貸借

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
東京センチュリー株式会社　福岡営業部
福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-1　アーバンネット
博多ビル7階

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 1,185,570 －

超解像度顕微鏡　一式の賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
日立キャピタル株式会社　九州法人支店
福岡県福岡市博多区店屋町1-35　博多三井ビル2号館
10階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 3,309,588 －

電子ビーム描画システム　一式の賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
東京センチュリー株式会社　福岡営業部
福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-1　アーバンネット
博多ビル7階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 2,199,138 －

電子入札及びリバースオークションシステムサー
ビスの利用

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
日本エンタープライズ株式会社
東京都渋谷区渋谷1-17-8　松岡渋谷ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
前年度以前に企画競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 1,962,000 －

電子文書管理システム（DMS）ソフトウェア保守
業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
オープンテキスト株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-3丸の内トラストタワー本館
18F

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
前年度以前に企画競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 4,778,560 －

館内出入り口用マットの賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社ダスキンサーヴ九州
沖縄県沖縄市美里5丁目18-33

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,056,970 －
単価契約

館内用観葉植物の賃貸借
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
株式会社桃原農園
沖縄県那覇市西2丁目25番6号

契約事務取扱規則第31条第1項第6号
見積合わせによる随意契約

- 1,700,000 －
単価契約

高反復率超高速再生式レーザーシステム　一式
の賃貸借

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
日立キャピタル株式会社　九州法人支店
福岡県福岡市博多区店屋町1-35　博多三井ビル2号館
10階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 3,155,760 －

高密度プラズマ CVD/エッチング装置の保守業
務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社
東京都品川区東品川3-32-42 I・Sビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,001,240 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

高密度プラズマCVD/エッチング装置　一式の
賃貸借

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月1日
日立キャピタル株式会社　九州法人支店
福岡県福岡市博多区店屋町1-35　博多三井ビル2号館
10階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

- 1,569,708 －

LinkedIn法人契約
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月2日
LinkedIn Singapore Pte Ltd
10 Marina Boulevard, Marina Bay Fin

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 3,174,330 －

イルミナ機器保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月2日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,944,000 －

外部連携推進業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月2日
個人

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
学園の要求する仕様を満足する役務を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 1,528,352 －

宜野座IDCハウジングサービス
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月2日
NTTビジネスソリューションズ株式会社　九州支店
沖縄県那覇市楚辺1丁目14番16号　NTT西日本楚辺ビ
ル1階

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
前年度以前に一般競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

8,904,864 －

貴重動植物等対策検討業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月2日
日本工営株式会社・株式会社イーエーシー共同体
沖縄県那覇市壺川3丁目5番地1　コートクビル2階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
前年度以前に簡易公募型プロポーザルにより業者選定さ
れた契約と密接に関連する業務であるため。

- 3,960,000 －

純水装置設備消耗品　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月4日
沖縄環境企画株式会社
沖縄県那覇市字仲井真107番地

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,314,440 －

動物施設系統空調機用フィルター交換業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月5日
九州三建サービス株式会社　沖縄営業所
沖縄県那覇市国場1183-4

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 4,999,320 －

1500oC Compact Muffle Furnace　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月10日
AAポータブルパワー株式会社
東京都北区王子本町1-12-3　パティオビル1階

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,438,640 －

抗血清アフィニティ精製業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月10日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,399,680 －

第25回理事会・第21回評議員会開催及び理事・
評議員の第2回学位記授与式出席に係る支援
業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月10日
株式会社日本旅行沖縄
沖縄県那覇市久茂地3-21-1 國場ビル2階

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 4,991,040 －

第25回理事会及び第21回評議員会に係わる同
時通訳委託業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月10日
株式会社NHKグローバルメディアサービス
東京都渋谷区神山町9-23

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 2,567,008 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

ZEISS Celldiscoverer7保守委託業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月11日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,025,640 －

AMR社多機能オートサンプラ一保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月12日
株式会社ウインクス  大阪事務所
大阪府茨木市上穂東町4-24

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,002,800 －

InSight DS+ W2SE にかかる保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月15日
スペクトラ・フィジックス株式会社
東京都目黒区中目黒4-6-1　大和中目黒ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,484,000 －

コヒレント社製レーザー装置保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月15日
コヒレント・ジャパン株式会社
東京都渋谷区代々木2-1-1　新宿マインズタワー26階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元以外の者と契約した場合、製造元の保証が
受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 3,592,188 －

スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置　2
式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月15日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 1,988,820 －

系統的ゲノム研究と系統学的分析、生命情報学
データ処理、高性能計算、及びその他のデータ
解析

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月16日
個人 契約事務取扱規則第31条第1項第1号

参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

5,404,559 －
47,605.89USD

セーフティーラック　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月17日
九動株式会社 熊本営業所
熊本県熊本市北区植木町今藤395

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 4,320,000 －

アコヤガイのゲノムアッセンブリ業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月18日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,317,600 －

光増幅器型半導体レーザーシステム　一式の購
入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月23日
トプティカフォトニクス株式会社
東京都府中市宮西町2-9-5　岡嵜ビル２F－A

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

6,007,716 －

超低温フリーザー　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月23日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,929,392 －

Bibliometric benchmarking and data
visualization services

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月24日
Digital Science & Research Ltd.
625 Massachusetts Avenue, Cambridge MA, USA

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,500,000 －

IncuCyte Warranty保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月24日
高信化学株式会社　沖縄オフィス
沖縄県那覇市真嘉比3-7-9　Olive 1F

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,411,575 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

MERLIN SEM保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月24日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,013,000 －

Multiphoton objective lens　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月24日
株式会社中央医療器
沖縄県島尻郡南風原町神里409-5

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 1,944,000 －

ピエゾステージ搭載BIOSステージ　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月24日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,481,458 －

フルスケール発電機用タービン及びフロントコア
製作業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月26日
ジャノメダイカスト株式会社
山梨県都留市井倉775

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該物品を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,669,760 －

ロボティックマイクロマニピュレーター　一式の購
入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年4月26日
株式会社otobe
愛知県額田郡幸田町大字桐山字縄手27番地1

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
既存の機器を機能拡張する資材を追加購入するものであ
り、競争を許さないため。

- 1,803,600 －

センター棟熱源室冷却水ポンプPCD-CA-BTR2
用インバータ修繕業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月7日
東光電気工事株式会社　沖縄営業所
沖縄県国頭郡恩納村字恩納7168

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,296,000 －

Microsoft研修及びWebスキル研修委託業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月8日
株式会社ワイズライン
沖縄県那覇市久茂地1-4-9

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 1,591,360 －

チラー用消音ボックス作成及び設置（Lab1
C04a）業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月8日
株式会社沖縄日立
沖縄県那覇市字安謝230番地

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,297,080 －

オンチップシステムの保守　一式
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月9日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 2,716,200 －

ゲノムシーケンシング装置の消耗品 一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月9日
Oxford Nanopore Technologies Ltd.
One Letterman Drive, Building D SuiOxford Science
Park, Oxford, OX4 4G

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
学園の要求する仕様を満足する物品を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 2,716,229 －
24,095USD

研究棟1 デシカント空調機系統圧縮機整備業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月9日
沖縄ビル・メンテナンス株式会社
沖縄県那覇市曙2-8-18

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,547,640 －

競争的研究資金応募支援業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月9日
一般社団法人先端科学技術研究支援協会
東京都千代田区富士見1-5-8

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
学園の要求する仕様を満足する業務を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 1,100,000 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

ソーラー式外灯の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月13日
株式会社新拓沖縄
沖縄県沖縄市松本３－１８－１

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,000,000 －

第5研究棟造成工事に伴う重要な動植物の保全
対策業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月13日
株式会社イーエーシー
沖縄県浦添市屋富祖3-34-17

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 4,400,000 －

放射線取扱施設管理システム保守点検
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月15日
富士電機株式会社　九州支社
福岡県福岡市博多区店屋町5-18　博多NSビル

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,691,280 －

マクロ蛍光顕微鏡　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月16日
株式会社中央医療器
沖縄県島尻郡南風原町神里409-5

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,885,382 －

DELL Precision Tower 7920Tower XCTO Base
の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月21日
株式会社オーシーシー
沖縄県浦添市沢岻2-17-1 OCCコンピュータビル

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,403,000 －

ＦＲＰテーパーダクト及びＦＲＰサイドフロート製作
業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月22日
オオシロ造船
沖縄県糸満市西崎町1-6-26

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 4,311,360 －

EndNote サイトライセンスの購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月23日
ユサコ株式会社
東京都港区東麻布2-17-12

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該ライセンスの取扱いがあるのは契約相手方のみであ
り、競争を許さないため。

- 2,602,476 －

高密度プラズマ CVD/エッチング装置用ターボ
ポンプ標準交換業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月23日
オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社
東京都品川区東品川3-32-42 I・Sビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元以外の者と契約した場合、製造元の保証が
受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 1,655,748 －

Cr-Te 単結晶薄膜の平面・断面 TEM 観察
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月24日
株式会社コベルコ科研　九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 2,970,432 －

FY2019 Media Training
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月24日
Thibodeau Media Group
432 State Street Annapolis, MD 21403

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
学園の要求する仕様を満足するサービスを提供可能な者
は契約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 3,743,989 －
33,212USD

排水処理施設活性炭ろ材納入費・運搬費・処分
費

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月27日
株式会社エス・エル
大阪府大阪市福島区野田5-17-22　大拓ビル6階

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,296,000 －

電子ビーム描画システムのメンテナンス作業
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月28日
株式会社エリオニクス
東京都八王子市元横山町3-7-6

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元以外の者と契約した場合、製造元の保証が
受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 3,817,800 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

感染系排水処理装置点検作業（Lab3 A750）
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月29日
株式会社ナイカイ
大阪府大阪市港区市岡3-14-11

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 1,339,200 －

液晶空間光変調器　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月29日
フォトテクニカ株式会社
埼玉県さいたま市南区南浦和1-2-17

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,371,086 －

ディレイステージ、モーションコントローラ―と光
学除振台の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年5月31日
株式会社日本レーザー
東京都新宿区西早稲田2-14-1　TOHMA西早稲田ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

21,222,616 －

抗体産生細胞サービス委託業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月4日
PrimmBiotech, Inc.
Box 425695 Kendall Square, Cambridge, MA　US

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,020,978 －
18,230USD

二光子励起顕微鏡　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月5日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

42,775,542 －

Neurologgers　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月6日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,201,636 －

グローブボックス部品交換及び保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月6日
高信化学株式会社　沖縄オフィス
沖縄県那覇市真嘉比3-7-9　Olive 1F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,672,406 －

瀬良垣WECダクト設置委託業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月6日
有限会社沖海工
沖縄県那覇市長田2-33-49　OSSビル2階

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 3,996,000 －

自動運転用ステレオカメラ　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月7日
株式会社ZMP
東京都文京区小石川5丁目41番10号　住友不動産小
石川ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,988,576 －

瀬良垣検証実験用機材製作業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月11日
長浜工作所
沖縄県恩納村字山田243

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,750,000 －

LEEMマニピュレータ　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月13日
株式会社チーバック
京都府相楽郡精華町光台1丁目7　けぃはんなプラザ ラ
ボ棟10F

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
既存の機器を機能拡張する資材を追加購入するものであ
り、競争を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

14,014,000 －

10X Genomics社試薬 一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月14日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,489,480 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

PLD装置加熱機構　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月14日
株式会社パスカル
大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目16番4号

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,999,240 －

集束イオンビーム装置保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月14日
株式会社日立ハイテクサイエンス
東京都港区西新橋1丁目24番14号

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元以外の者と契約した場合、製造元の保証が
受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 3,128,328 －

Zoomビデオ会議サービスライセンス　一式の購
入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月17日
NECネッツエスアイ株式会社　沖縄営業所
沖縄県那覇市久茂地2-2-2　タイムスビル7F

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該サービスの取扱いがあるのは契約相手方のみであり、
競争を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

9,588,979 －

FROG autocorrelator　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月19日
Femto Easy
Batiment Sonora Parc scientifique et technologique
Laseris 1　Avenue du Médoc 33114 Le Barp France

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 4,155,963 －
33,421.5EUR

業務プロセス可視化セミナー 第2回
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月19日
一般社団法人日本能率協会
東京都東京都港区芝公園3-1-22

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,383,200 －

業務プロセス可視化セミナー 第3回
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月19日
一般社団法人日本能率協会
東京都東京都港区芝公園3-1-22

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,357,200 －

国際カンファレンス「SWARM2019」開催支援業
務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月20日
株式会社日本旅行沖縄
沖縄県那覇市久茂地3-21-1 國場ビル2階

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,722,445 －

第2研究棟（A607）家具　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月21日
株式会社オキジム
沖縄県浦添市港川458

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,052,000 －

Strategic Planに係る翻訳業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月24日
株式会社NHKグローバルメディアサービス
東京都渋谷区神山町9-23

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
学園の要求する仕様を満足する役務を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 2,447,660 －

WECダクト組立業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月25日
長浜工作所
沖縄県恩納村字山田243

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,485,000 －

オンキャンパスアパート家具　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月25日
株式会社加島事務機
沖縄県浦添市勢理客3-11-5

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,674,080 －

ハイブリッドHPCクラスタの構築と検証にかかる
ハイパフォーマンス・パブリッククラウド・サービス

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月26日
日本オラクル株式会社
東京都港区北青山2-5-8

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該サービスを提供可能な者は契約相手方のみであり、競
争を許さないため。

- 2,123,741 －
単価契約

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

学生用パソコン（MacBook Pro）　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月26日
株式会社オーシーシー
沖縄県浦添市沢岻2-17-1 OCCコンピュータビル

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,309,200 －

BLS（第一次救命処置）インストラクター養成講座
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月27日
MFAジャパン株式会社
東京都小平市学園西町2-13-33

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,489,298 －

RO水製造装置定期点検業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月27日
沖縄設計サービス株式会社
沖縄県浦添市宮城5-7-8

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,038,675 －

トムソンロイター社のInCites Benchmarking購読
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月27日
株式会社紀伊國屋書店　沖縄営業所
沖縄県那覇市首里石嶺町4-99-1

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,360,000 －

学生用パソコン（DELL）　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年6月28日
デル株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館
20F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,304,800 －

2019年度監査契約（2019年7月～2020年3月分）
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月1日
新日本有限責任監査法人
東京都千代田区内幸町2-2-3　日比谷国際ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
企画競争方式による随意契約

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

9,220,860 －

GEヘルスケア社製機器　スポット点検一式
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月2日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 1,321,080 －

PatSnapライセンスサブスクリプション　一式の購
入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月2日
PatSnap (UK) Ltd,
Building 11, Chiswick Business Park

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
学園の要求する仕様を満足する物品を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 2,215,027 －
19,980.4USD

UV-Visible Spectrophotometer　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月2日
高信化学株式会社　沖縄オフィス
沖縄県那覇市真嘉比3-7-9　Olive 1F

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 1,882,872 －

iMac Pro 及びアクセサリ　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月2日
株式会社オーシーシー
沖縄県浦添市沢岻2-17-1 OCCコンピュータビル

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 1,618,920 －

10X Genomics 社 試薬 一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月4日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,489,480 －

Dell Latitude 7390　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月4日
株式会社オーシーシー
沖縄県浦添市沢岻2-17-1 OCCコンピュータビル

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,466,800 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

HPCクラスター使用ログの解析と HPC稼動の予
測分析用のソフトウェア及び
プロフェッショナルサービス

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月4日
株式会社HPCソリューションズ
東京都中央区日本橋大伝馬町3-2

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
学園の要求する仕様を満足するサービスを提供可能な者
は契約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 3,175,200 －

走査型デュアルX線光電子分光分析装置　一式
の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月4日
アルバック・ファイ株式会社
神奈川県茅ケ崎市円蔵370

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
学園の要求する仕様を満足する物品を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

155,100,000 －

波長可変半導体レーザーシステムの購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月5日
トプティカフォトニクス株式会社
東京都府中市宮西町2-9-5　岡嵜ビル２F－A

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
既存のシステムに追加改造を行うものであり、競争を許さな
いため。

- 2,999,997 －

ソーラーシミュレーター　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月10日
株式会社日本レーザー
東京都新宿区西早稲田2-14-1　TOHMA西早稲田ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
学園の要求する仕様を満足する物品を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

8,170,800 －

OISTサイエンスフェスタ２０１９開催支援業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月11日
株式会社ビガロエージェンシー
沖縄県那覇市港町2-16-7　ビガロ港町3F

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 4,879,600 －

ServiceNow ITSM Fundamentalsトレーニング&
ワークショップ

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月11日
ServiceNow Japan K.K.
東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該サービスを提供可能な者は契約相手方のみであり、競
争を許さないため。

- 2,721,600 －

エネセン非常用発電機始動用蓄電池交換修繕
業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月12日
沖縄トヨタ自動車株式会社
沖縄県浦添市勢理客4-18-1

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 2,779,920 －

OISTStrategic Planの小冊子作成及び印刷業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月16日
ネイチャー・ジャパン株式会社
東京都港区虎ノ門4-3-1　城山トラストタワー5階

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

13,012,560 －

ケージ交換ステーション　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月19日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,374,064 －

リクルート及びアドミッション用クラウドソフトウェア
サービスFY19

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月19日
Technolutions, Inc.
234 Church Street, 15th Floor, New Haven, CT 06510,
USA

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
学園の要求する仕様を満足するサービスを提供可能な者
は契約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 3,819,200 －
35,000USD

MTI furnace　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月22日
AAポータブルパワー株式会社 (バッテリースペース)
東京都北区王子本町1-12-3　パティオビル1階

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,438,640 －

Motorized xy stage　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月22日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 1,639,349 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

住宅拡張部（PFI事業）造成その他工事に伴う重
要な動植物の保全対策業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月22日
株式会社イーエーシー
沖縄県浦添市屋富祖3-34-17

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,980,000 －

ScanImage Optimized Data Acquisition Sys　一
式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月23日
Vidrio Technologies, LLC
PO Box 1870 Leesburg, VA 20177 U.S.

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,032,807 －
18,629.1USD

Medical Microwave Radiometryプロジェクトにか
かるコンサルタント業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月24日
RES Company LTD
Bolshaya Pochtovaya, 55/59 b.1, 105

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該サービスを提供可能な者は契約相手方のみであり、競
争を許さないため。

- 2,250,000 －

Lab1 B044家具　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月29日
株式会社オキジム
沖縄県浦添市港川458

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,490,640 －

Optical Table Assemblyの購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月29日
アメテック株式会社　TMC事業部
東京都港区芝大門1-1-30　芝NBFタワー3F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,707,000 －

TOMY製オートクレーブ、遠心機、インキュベー
タスポット点検 一式

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月29日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 2,883,650 －

ガスクロマトグラフ質量分析計　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月29日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,918,806 －

観察ユニット2ダイクロ部改造 　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月29日
株式会社猪原商会　沖縄営業所
沖縄県那覇市泊2丁目4-9　シティハイムとまり1F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,376,000 －

ServiceNow オンライントレーニング
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月31日
ServiceNow Japan K.K.
東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該サービスを提供可能な者は契約相手方のみであり、競
争を許さないため。

- 1,153,440 －

粒子計算分析装置の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年7月31日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,999,160 －

IVIS Lumina III イメージングシステム LIII-BFS
一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月2日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

26,699,976 －

TOTAX・ZETAシステムPC及びバッテリー　一式
の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月5日
セコム琉球株式会社
沖縄県那覇市久茂地1-7-1

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
既存の機器の性能・効用維持の観点から、既存機器の納
入元による対応が不可欠であり、競争を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

5,830,000 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

イメージインテンシファイアユニット　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月5日
浜松ホトニクス株式会社　西日本営業所
福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13-6　竹山博多ビ
ル5階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
既存の機器を機能拡張する資材を追加購入するものであ
り、競争を許さないため。

- 2,677,840 －

研究棟2エレベーター部品交換修繕業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月7日
沖縄ビル・メンテナンス株式会社
沖縄県那覇市曙2-8-18

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,244,160 －

シーサイドハウスセミナールームAVシステムアッ
プグレード

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月8日
富士ソフト株式会社
大坂府大阪市中央区本町1-6-17

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,468,176 －

第26回理事会開催支援業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月8日
株式会社日本旅行沖縄
沖縄県那覇市久茂地3-21-1 國場ビル2階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,182,070 －

自動車保険(16台）
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月8日
ネッツトヨタ沖縄株式会社
沖縄県浦添市港川247

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,068,590 －

Entrust SSLサーバ証明書更新　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月9日
エントラストジャパン株式会社
東京都品川区大崎1-6-3　日精ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
学園の要求する仕様を満足する物品を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 4,517,402 －

Chromiumシングルセル 3'ライブラリー&ゲル
ビーズ解析用試薬キット　一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月19日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,489,480 －

“Leadership and Management Skills Course”for
Postdocs

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月19日
hfp consulting
Steigerweg 55 Heidelberg Germany

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
学園の要求する仕様を満足する役務を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 1,973,924 －
18,063USD

キャンパスバスの賃貸借（再リース）
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月21日
住友三井オートサービス株式会社
東京都新宿区西新宿3-20-2

契約事務取扱規則第31条第1項第1・6号
当該サービスを提供可能な者は契約相手方のみであり、競
争を許さないため。

- 3,906,878 －

２D材料用製作セットアップ　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月21日
株式会社日本レーザー
東京都新宿区西早稲田2-14-1　TOHMA西早稲田ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
既存の機器を機能拡張する資材を追加購入するものであ
り、競争を許さないため。

- 2,997,000 －

フラッシュクロマトグラフィー装置　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月27日
高信化学株式会社　沖縄オフィス
沖縄県那覇市真嘉比3-7-9　Olive 1F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,926,800 －

分子線エピタキシー装置移設業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月28日
株式会社エイコー
東京都千代田区鍛冶町2-10-7フェスタビル2F

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元以外の者と契約した場合、製造元の保証が
受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

6,111,111 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

サーマルサイクラー・DNA/RNA 測定・ウェスタン
用機器　一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月30日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,791,638 －

ネットワークアセスメント業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年8月30日
シスコシステムズ合同会社
東京都港区赤坂9-7-1　ミッドタウン・タワー

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
学園の要求する仕様を満足する役務を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

14,300,000 －

寒剤フリー超電導マグネット制御システム　一式
の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月2日
ロックゲート株式会社
東京都荒川区西日暮里1-61-23

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

6,954,640 －

International Networking Training & Project
Management Training

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月3日
ピアソン・ジャパン株式会社
東京都千代⽥区神⽥猿楽町1-5-15 猿楽町SSビル3階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,568,000 －

ミニチュア顕微鏡アップグレード　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月4日
Inscopix,Inc.
2462 Embarcadero Way, Palo Alto, CA

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
既存の機器を機能拡張する資材を追加購入するものであ
り、競争を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

9,658,800 －
90,000USD

遺伝子導入装置　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月4日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,381,400 －

ゲノムシーケンシング装置の消耗品 一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月5日
Oxford Nanopore Technologies Ltd.
One Letterman Drive, Building D SuiOxford Science
Park, Oxford, OX4 4G

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
園の要求する仕様を満足する物品を提供可能な者は契約
相手方のみであり、競争を許さないため。

- 2,724,639 －
25,388USD

作業環境測定業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月6日
株式会社沖縄環境保全研究所
沖縄県うるま市字洲崎7-11

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,045,000 －

FRPテーパーダクト制作業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月9日
オオシロ造船
沖縄県糸満市西崎町1-6-26

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,948,000 －

マイクロチャネルの流動測定装置ソフトウェア追
加モジュール　一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月9日
高信化学株式会社　沖縄オフィス
沖縄県那覇市真嘉比3-7-9　Olive 1F

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

9,244,260 －

第26回理事会同時通訳業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月9日
株式会社NHKグローバルメディアサービス
東京都渋谷区神山町9-23

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,314,786 －

メールセキュリティシステムの購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月10日
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
東京都千代田区霞が関3-2-5　霞が関ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,318,272 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

ITネットワークチームサポート業務(2019 10/1～
2020/3/31)

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月11日
NSK株式会社
東京都千代田区九段南2-3-1

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
今年度見積合わせによる随意契約により業者選定された契
約と密接に関連する業務であるため。

- 2,660,900 －

シブヤ製油圧コアドリル　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月11日
高信化学株式会社　沖縄オフィス
沖縄県那覇市真嘉比3-7-9　Olive 1F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 1,612,960 －

ペプチド抗体作製業務委託
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月11日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 2,116,400 －

コンクリートケーソン　製作一式
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月12日
株式会社キョウリツ
沖縄県

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該業務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,562,000 －

バキュームプロダクツ　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月17日
伯東株式会社
東京都新宿区新宿1-1-13

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,893,000 －

ミニワークステーション　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月17日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,999,916 －

バンドパスフィルタ－　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月18日
株式会社ハナムラオプティクス
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,714,250 －

HEARTシステム機能追加業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月19日
アビームコンサルティング株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 丸の内永楽ビル
ディング

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
前年度以前に企画競争方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

8,539,731 －

コーボルト社製TECプレート付レーザー　一式の
購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月19日
カンタムエレクトロニクス株式会社
神奈川県横浜市都筑区池辺町4666

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 1,815,000 －

Allegro Targeted Genotypingの購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月20日
Tecan Genomics, Inc.
900 Chesapeake Drive Redwood City,

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
学園の要求する仕様を満足する物品を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 2,558,927 －
23,843.89USD

ＡＣＤＰ観測の準備及び回収にかかる関連業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月20日
株式会社マリン・ワーク・ジャパン
神奈川県横須賀市追浜東町三丁目54番1号

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 3,344,259 －

Imaging Software and Workstation　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月24日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,935,425 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

CFMS用DC電機測定プローブ　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月25日
株式会社東京インスツルメンツ
東京都江戸川区西葛西6丁目18-14

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,970,000 －

High sensitivity scientific CMOS cameraの購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月27日
アイリックス株式会社
東京都江東区青海2-4-10

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,545,750 －

ServiceNow Service Portal Customization
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月27日
NewRocket, Inc.
2820 La Mirada, Suite C , Vista, CA 92081 US

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 4,829,400 －
45,000USD

10G通信回線サービス
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月30日
株式会社GLBBジャパン
沖縄県中頭郡北谷町字浜川225-1

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
前年度一般競争入札により業者選定された契約と密接に
関連する業務であるため。

- 3,049,200 －

労働災害補償保険　一式
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年9月30日
マーシュジャパン株式会社
東京都港区赤坂9-7-1　ミッドタウン・タワー

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,093,970 －

Cisco Stealthwatch　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月2日
三井情報株式会社　沖縄営業室
沖縄県那覇市松山1-1-19　JPR那覇ビル12F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 1,702,646 －

Leadership and Management Skills Course
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月2日
hfp consulting
Steigerweg 55 Heidelberg Germany

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 3,068,994 －
28,298.7USD

スーパーエレクトロポレーターNEPA21 一式の購
入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月7日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,317,480 －

2019年度 起業家育成プログラム
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月8日
The George Washington University
2033 K Street NW, Suite 750, Washington, DC US

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

6,584,951 －
60,718.77USD

サイバーセキュリティ保険
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月8日
マーシュジャパン株式会社
東京都港区赤坂9-7-1　ミッドタウン・タワー

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,717,700 －

三菱電機社製MELBAS電力監視設備定期点検
及び部品交換業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月9日
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社　九州本部
福岡県福岡市博多区上牟田1丁目17-1

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
既存の機器の性能・効用維持の観点から、既存機器の納
入元による対応が不可欠であり、競争を許さないため。

- 2,420,000 －

事務部⾨⽤パソコン（20台）　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月9日
株式会社オーシーシー
沖縄県浦添市沢岻2-17-1 OCCコンピュータビル

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,530,000 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

MOM Computer System with MOM Fast Data
Acquisition Box　一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月10日
SUTTER INSTRUMENT
One Digital Drive, Novato CA

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
学園の要求する仕様を満足する物品を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 1,681,550 －
15,505.3USD

電子入札システム機能追加業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月11日
日本エンタープライズ株式会社
東京都渋谷区渋谷1-17-8　松岡渋谷ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
既存のシステムに追加改造を行うものであり、競争を許さな
いため。

- 1,754,500 －

Research data analytics and visualization
services

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月18日
Digital Science & Research Solution
625 Massachusetts Avenue, Cambridge

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
学園の要求する仕様を満足する役務を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 3,325,000 －

Licensed Scrum Master 研修開催業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月21日
Scrum Inc. Japan株式会社
東京都港区西新橋一丁目2番9号日比谷セントラルビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
学園の要求する仕様を満足する役務を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 4,207,640 －

Waters SYNAPT G2S コントロール/データ解析
用 Windows 10 ワークステーション更新　二式

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月24日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,882,000 －

リニアモーターステージ、 モーションコントロー
ラー、ドライバー、ケーブル
　一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月25日
株式会社日本レーザー
東京都新宿区西早稲田2-14-1　TOHMA西早稲田ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 3,543,650 －

真空遠心濃縮機　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月25日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 4,228,400 －

Q Exactive HF制御用PC Windows 10 アップグ
レードパッケージ　一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月29日
株式会社ウインクス  大阪事務所
大阪府茨木市上穂東町4-24

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,244,000 －

RFID 定置式リーダー　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月31日
株式会社ハヤト・インフォメーション
東京都新宿区三栄町23-1　ライラック三栄ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,300,000 －

キャンパス内サーバールーム監視用CCTV設置
工事

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年10月31日
NSK株式会社
東京都千代田区九段南2-3-1

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,196,800 －

ゲノムシーケンシング装置の消耗品 一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月1日
Oxford Nanopore Technologies Ltd.
One Letterman Drive, Building D SuiOxford Science
Park, Oxford, OX4 4G

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
学園の要求する仕様を満足する物品を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 2,601,716 －
23,990USD

学用車運転及び運行管理業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月1日
株式会社　那覇ハイヤー
沖縄県豊見城市字我那覇282番地1

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 2,035,000 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

Dell PowerEdge R640 Server　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月5日
デル株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館
20F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,998,400 －

機械学習計算用　GPUサーバの購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月5日
株式会社エルザジャパン
東京都港区芝3-42-10 三田UTビル

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,840,000 －

超高速核酸塩基配列決定システム 一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月5日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,999,997 －

Beckman Coulter製自動分注機 Windows 10
アップグレード 一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月7日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,999,700 －

マウス用IVCケージ　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月7日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 4,816,000 －

動物施設系統空調機用フィルター交換業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月7日
九州三建サービス株式会社　沖縄営業所
沖縄県那覇市国場1183-4

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 4,999,500 －

第3研究棟全熱交換器ロータ更新業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月7日
沖縄ビル・メンテナンス株式会社
沖縄県那覇市曙2-8-18

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,628,000 －

FindAPhD への広告掲載業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月8日
FindA University Ltd
151 Arundel Street Sheffield S1 2NU

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,007,362 －
7,177.5GBP

Genomics 10x reagents for single-cell
transcriptomics 一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月8日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,949,010 －

アプリケーションスペシフィックコンピューティング
ハードウェア一式 Dell サーバ保守

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月12日
株式会社HPCソリューションズ
東京都中央区日本橋大伝馬町3-2

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 2,830,410 －

BragGrate Notch Filters　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月13日
株式会社ハナムラオプティクス
神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,712,700 －

水槽システムメンテナンス及び部品交換 業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月13日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該業務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,591,800 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

フリューダイム社製マスサイトメーター 保守点検
業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月14日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 1,145,100 －

DELL Precision T7920の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月15日
デル株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館
20F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 1,913,670 －

サファイア材およびマコール材の加工業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月15日
株式会社サートンワークス
神奈川県横浜市都筑区池辺町3315

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,430,000 －

モバイルコンビPLD装置移設業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月15日
株式会社パスカル
大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目16番4号

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元以外の者と契約した場合、製造元の保証が
受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

5,860,030 －

Bシリコン神経プローブ及び制御システム 一式
の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月18日
Interuniversity Microelectronics Centre
Kapeldreef 75 - B-3001 Leuven, Belgium

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 1,902,882 －
15,738EUR

Inscopix社製ミニチュア顕微鏡の保守
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月18日
Inscopix,Inc.
2462 Embarcadero Way, Palo Alto, CA

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
既存の機器の性能・効用維持の観点から、既存機器の納
入元による対応が不可欠であり、競争を許さないため。

- 1,637,250 －
15,000USD

Spirit and NOPA レーザーシステム移設業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月19日
スペクトラ・フィジックス株式会社
東京都目黒区中目黒4-6-1　大和中目黒ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元以外の者と契約した場合、製造元の保証が
受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 3,300,000 －

XUV CCD カメラの修理業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月19日
株式会社東京インスツルメンツ
東京都江戸川区西葛西6丁目18-14

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 1,650,000 －

Light Source System for LT-STM, 一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月21日
株式会社日本レーザー
東京都新宿区西早稲田2-14-1　TOHMA西早稲田ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,998,600 －

Motorized xy stage set up　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月21日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 1,724,654 －

電動ピペット改作費　一式
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月21日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,310,000 －

Integrated Amp/Multiplier Chain の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月25日
株式会社アムテックス
東京都世田谷区経堂5丁目20番16号

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
学園の要求する仕様を満足する物品を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 2,561,295 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。

27/33



随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

NMRワークステーションのアップグレード　一式
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月25日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
既存の機器の性能・効用維持の観点から、既存機器の納
入元による対応が不可欠であり、競争を許さないため。

- 4,327,400 －

任意信号発生器　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月25日
西川計測株式会社　沖縄営業所
沖縄県那覇市久茂地1-12-12

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 1,617,000 －

QRadar ヘルスアセスメント支援業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月26日
日本アイ・ビー・エム株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町19-21　日本アイ・ビー・エ
ムビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
学園の要求する仕様を満足するサービスを提供可能な者
は契約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 3,850,000 －

Springer 電子ブックコレクションの購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月26日
Springer Customer Service Center
Tiergartenstrasse 15-17, Heidelberg

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

7,461,964 －

クライオスタットPS-HT-200の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月26日
ナガセテクノエンジニアリング株式会社
東京都中央区日本橋小舟町５番１号

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,520,000 －

デジタル・オシロスコープ　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月26日
テレダイン・レクロイ・ジャパン株式会社
東京都府中市緑町3-11-5　芳文社府中ﾋﾞﾙ3F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,100,800 －

固定資産システム奉行 マイグレーション
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月27日
株式会社オービックオフィスオートメーション
東京都中央区京橋2-2-1　京橋エドグラン8F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,310,000 －

100mm Phi Integrating Sphereの購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月28日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
見積合わせによる随意契約

- 2,041,908 －

Electrophysiology Equipment 一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月28日
株式会社フィジオテック
東京都千代田区岩本町1丁目6番3号　岩本町163ビル
4F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,998,600 －

Springer Natureの提供するオンラインジャーナ
ルの購読

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月28日
Springer Customer Service Center
Tiergartenstrasse 15-17, Heidelberg

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

33,951,003 －

ゲノムシーケンシング装置の消耗品 一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月28日
Oxford Nanopore Technologies Ltd.
One Letterman Drive, Building D SuiOxford Science
Park, Oxford, OX4 4G

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
学園の要求する仕様を満足する物品を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 3,795,145 －
34,770USD

研究棟１空調機AC-L1C-L3冷水コイル取替工
事

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月28日
ダイダン株式会社　九州支社
福岡県福岡市中央区警固3丁目1番24号

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,683,000 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

OIST職員意識調査業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月29日
コーン・フェリー・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワーN14

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
学園の要求する仕様を満足する役務を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 4,989,600 －

セコム安否確認システムの機能追加
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年11月29日
セコム琉球株式会社
沖縄県那覇市久茂地1-7-1

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
既存のシステムに追加改造を行うものであり、競争を許さな
いため。

- 1,320,000 －

研究棟1屋外喫煙ブース本体設置工事
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月2日
株式会社トルネックス
大阪府大阪市淀川区西中島3-9-13

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,731,200 －

超高真空極低温走査型プローブ顕微鏡システ
ム移設業務

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月2日
株式会社ユニソク
大阪府枚方市春日野2丁目4番3号

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
既存の機器の性能・効用維持の観点から、既存機器の納
入元による対応が不可欠であり、競争を許さないため。

- 2,693,677 －

インフラストラクチャハードウェア保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月3日
デル株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館
20F

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
既存の機器の性能・効用維持の観点から、既存機器の納
入元による対応が不可欠であり、競争を許さないため。

- 4,876,432 －

寒剤フリー冷凍機用超伝導マグネット電源　一
式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月3日
ロックゲート株式会社
東京都荒川区西日暮里1-61-23

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

5,570,400 －

Quadrupole Mass Spectrometer with 510 mass
range　一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月4日
イノベーションサイエンス株式会社
神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1　KSP東棟210

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,997,500 －

セキュリティイベント管理システム　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月4日
日本アイ・ビー・エム株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町19-21　日本アイ・ビー・エ
ムビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
学園の要求する仕様を満足する物品を提供可能な者は契
約相手方のみであり、競争を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

8,920,877 －

Sabsalve 社製水中リフター　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月6日
高信化学株式会社　沖縄オフィス
沖縄県那覇市真嘉比3-7-9　Olive 1F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 1,969,000 －

次世代HPCクラスター　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月6日
デル株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館
20F

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
企画競争方式による随意契約

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

813,500,000 －

Mastercam for Solidworks　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月9日
ケイシン工業株式会社
大分県中津市三光成恒208

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 1,699,975 －

MaterialsStudioアカデミックサイトライセンス　一
式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月9日
ダイキン工業株式会社
東京都港区港南2-18-1

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

8,316,000 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

MathSciNetの購読
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月9日
丸善雄松堂株式会社　沖縄営業所
沖縄県那覇市泉崎1-12-7 不動産会館ビル6階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,781,812 －

Slack Enterprise Grid ライセンス更新
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月9日
Slack Technologies Limited
One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該物品を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 2,160,000 －

Translation for 9 articles
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月9日
Qabiria Studio SLNE
Carrer Lleida, 3 1-2 08912 Balalona, Spain

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,152,821 －
17,676.5EUR

ネットワーク設定改善支援サービス
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月9日
シスコシステムズ合同会社
東京都港区赤坂9-7-1　ミッドタウン・タワー

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

6,600,000 －

事務部門用パソコン　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月10日
株式会社オーシーシー
沖縄県浦添市沢岻2-17-1 OCCコンピュータビル

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,896,200 －

安否確認システム 機能追加　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月10日
株式会社ハヤト・インフォメーション
東京都新宿区三栄町23-1　ライラック三栄ビル

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
既存のシステムに追加改造を行うものであり、競争を許さな
いため。

- 2,200,000 －

Imaris upgrade modules　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月11日
高信化学株式会社　沖縄オフィス
沖縄県那覇市真嘉比3-7-9　Olive 1F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 1,940,180 －

ブロア棟浄化槽交換用膜カートリッジ　一式の購
入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月11日
沖縄水質改良株式会社
沖縄県那覇市曙3-20-12　とみはまビル2階

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,960,000 －

10X Genomics社試薬　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月12日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,009,588 －

Journal of Visualized Experiments　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月12日
ユサコ株式会社
東京都港区東麻布2-17-12

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 4,908,640 －

MOM Computer System with MOM Fast Data
Acquisition Box 一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月12日
Sutter Instrument
One Digital Drive, Novato CA, US

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
既存の機器の性能・効用維持の観点から、既存機器の納
入元による対応が不可欠であり、競争を許さないため。

- 1,704,032 －
15,505.3USD

省エネルギー超低温フリーザー　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月12日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,962,300 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。

30/33



随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

Belbin team workshop and lecture
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月13日
BELBIN ASSOCIATES
3-4 Bennell Court, West Street, Comberton,
Cambridge, CB23 7　England, UK

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,691,890 －
11,724GBP

Tunable diode Laser system　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月13日
トプティカフォトニクス株式会社
東京都府中市宮西町2-9-5　岡嵜ビル２F－A

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
既存のシステムに追加改造を行うものであり、競争を許さな
いため。

- 3,917,650 －

マルチ検出モードマイクロプレートリーダー 一式
の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月13日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,999,920 －

ATL 用コンプレッサードック　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月16日
日本カンタム・デザイン株式会社
東京都豊島区高松一丁目11番16号　西池袋フジタビル
2階

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 3,311,000 －

紫外可視近赤外分光光度計 UV-3600Plus　一
式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月16日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,990,000 －

長焦点実体顕微鏡及び実体顕微鏡　一式の購
入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月16日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,444,440 －

高安定モノクロ光源MLS-1510　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月16日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,248,400 －

IEEE/IET Electronic Library（IEL）一式の購読
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月17日
丸善雄松堂株式会社　沖縄営業所
沖縄県那覇市泉崎1-12-7 不動産会館ビル6階

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
当該物品の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

9,075,161 －

フラッシュ自動精製システム　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月17日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,541,000 －

全自動電気泳動システム　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月17日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,663,000 －

Imaris ライセンス保守業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月18日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 2,662,000 －

オートクレーブ法定点検作業
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月18日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
機器の製造元の指定外業者と契約した場合、製造元の保
証が受けられず機器の性能を損なう恐れがあるため。

- 1,232,715 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

レーザー除振台移設作業
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月18日
株式会社ナイカイ
大阪府大阪市港区市岡3-14-11

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,628,000 －

Stratix 10 MX PCIe board　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月19日
株式会社マクニカ
大阪府大阪市北区中之島2-3-33 大阪三井物産ビル
14F

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,731,135 －

10X Genomics社試薬 一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月20日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 3,356,100 －

Ultra-Low Freezer　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月20日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,637,500 －

Optical spectrum analyzer　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月23日
西川計測株式会社　沖縄営業所
沖縄県那覇市久茂地1-12-12

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,620,000 －

Rios200RO膜交換、点検業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月23日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務の取扱いがあるのは契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 1,980,418 －

ノンフロン超低温フリーザー　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月23日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,006,950 －

超低温フリーザー　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月23日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,999,700 －

高速冷却遠心機　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月23日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,750,000 －

Dark Field Optical Microscopy system　一式の
購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月24日
株式会社中央医療器
沖縄県島尻郡南風原町神里409-5

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,731,905 －

Mac Proタワー　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月24日
株式会社オーシーシー
沖縄県浦添市沢岻2-17-1 OCCコンピュータビル

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,749,230 －

Miniature multi-channel extracellular recording
system　一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月24日
Bio-Signal Technologies, LLC
5201 Collin McKinney Pkwy APT
1311,McKinney,Texas, US

契約事務取扱規則第31条第1項第1・5号
学園の要求する仕様を満足する物品/を提供可能な者は
契約相手方のみであり、競争を許さないため。

- 4,739,548 －
43,126USD

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

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
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会計法令の根拠条文及び理由
（規格競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備　　考

OIST戦略プランの印刷業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月24日
丸正印刷株式会社
沖縄県中頭郡西原町小那覇1215番地

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,716,000 －

TA Instruments Rheometer Fixtures　一式の購
入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月24日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 2,932,792 －

真空ライン　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月24日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 3,402,146 －

Biochip sensor device業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月25日
Metro Products Inc.
21F.-2, No.7, Sec. 3, New Taipei Blvd., Xinzhuang
Dist., New Taipeo City 24250, Taiwan

契約事務取扱規則第31条第1項第1・7号
当該役務を提供可能な者は契約相手方のみであり、競争
を許さないため。

- 3,022,250 －
27,500USD

Storage server for cryo-EM data　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月25日
Ewiz Corporation (SuperBiiz)
2079 N. Capitol Avenue San Jose, CA, US

契約事務取扱規則第31条第1項第5号
見積合わせによる随意契約

- 4,555,063 －
41,447.34USD

タンパク質合成業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月25日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第7号
見積合わせによる随意契約

- 1,122,000 －

ラボ用オートクレーブLSX-500　四式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月25日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,643,056 －

ロータリーエバポレーター　一式の購入
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月25日
沖縄メディックス株式会社
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1582

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 2,637,371 －

共焦点顕微鏡SP8スキャンヘッドアップグレード
一式の購入

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月25日
トミー沖縄ノボサイエンス株式会社
沖縄県浦添市牧港2-44-1　SUNマンション102

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
参加確認型公募に付したが、参加者がなかったため。

- 4,933,896 －

第四研究棟 施設・設備保全業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2019年12月26日
沖縄ビル・メンテナンス株式会社
沖縄県那覇市曙2-8-18

契約事務取扱規則第31条第1項第1号
前年度に総合評価落札方式により業者選定された契約と
密接に関連する業務であるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

9,900,000 －

GPGPUシステム拡張 保守 FY2019
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2020年1月22日
デル株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館
20F

契約事務取扱規則第14条第1項第1号
前年度以前に、複数年にわたる見込み数量を前提に競争
的手続きを行い、継続して契約を行うもの

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

6,765,000 －

OISTフォーラム2020企画運営委託業務
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
理事長　ピーター・グルース
沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1

2020年2月12日
株式会社ニューズピックス
東京都港区六本木7-7-7　TRI-SEVEN ROPPONGI
13F

契約事務取扱規則第4条第2項及び企画競争実施要領
企画競争方式による随意契約

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがあるた
め公表しない

16,141,340 －

（注）1. 公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

          2. 予定価格、契約金額については、消費税込みとする。

          3. 予定価格：公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は学園の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。
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