
開始時刻 終了時刻 自部署（役職） 他部署

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/7/14 15:00 15:05 電話連絡 一般職 株式会社東日本地建 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/7/14 15:50 16:03 電話連絡 一般職 アドバンエンジ株式会社 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/7/20 13:30 13:42 電話連絡 一般職 株式会社マリン・ワーク・ジャパン 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/7/21 10:52 10:57 電話連絡 一般職 株式会社シーズプロジェクト 代表取締役 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/7/29 9:00 9:07 電話連絡 一般職 天糸瓜ネット合同会社 代表者員 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/8/22 16:00 16:05 電話連絡 一般職 株式会社コントレイルズ 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 〇 2022/8/25 13:30 14:30 機構内会議室 一般職 公益財団法人日本分析センター 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/9/5 17:08 17:10 電話連絡 一般職 藤本科学株式会社 水戸営業所長 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/9/6 10:50 11:00 電話連絡 一般職 一般財団法人九州環境管理協会 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/9/12 11:00 11:05 機構内会議室 一般職 株式会社鈴倉プラント建設 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/9/15 16:00 16:05 電話連絡 一般職 セイコー・イージーアンドジー株式会社 所長 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/9/16 10:00 10:05 機構内会議室 一般職 株式会社アトックス 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/9/27 10:40 10:45 電話連絡 一般職 株式会社ネクシス光洋 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/9/27 11:40 11:45 電話連絡 一般職 株式会社ネクシス光洋 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/9/28 11:40 11:44 電話連絡 一般職 株式会社日建設計 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 福島事業管理部 調達課 - 2022/9/28 16:30 16:35 電話連絡 一般職 ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社 契約手続（契約部門）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 廃炉環境国際共同研究センター
放射性物質マネジメントディビジョン 廃棄物管理研究グループ

- 2022/7/14 16:00 16:05 電話連絡 一般職 株式会社ヨシダ 担当部長 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 廃炉環境国際共同研究センター
放射性物質マネジメントディビジョン 廃棄物管理研究グループ

- 2022/8/3 14:07 14:11 電話連絡 一般職 理工科学株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 廃炉環境国際共同研究センター
放射性物質マネジメントディビジョン 廃棄物管理研究グループ

- 2022/9/5 9:35 9:38 電話連絡 一般職 中山商事株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 廃炉環境国際共同研究センター
放射性物質マネジメントディビジョン 廃棄物管理研究グループ

- 2022/9/7 16:00 16:03 電話連絡 一般職 株式会社コクゴ 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 廃炉環境国際共同研究センター
研究推進室

〇 2022/8/18 15:00 16:00 機構内会議室 一般職 株式会社Rivella 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 廃炉環境国際共同研究センター
研究推進室

〇 2022/9/13 14:00 15:00 オンライン会議 一般職 株式会社Rivella 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 廃炉環境国際共同研究センター
環境影響研究ディビジョン 環境分析研究グループ

〇 2022/7/6 10:00 12:00 オンライン会議 グループリーダー、一般職 日揮株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 廃炉環境国際共同研究センター
環境影響研究ディビジョン 環境分析研究グループ

- 2022/9/15 9:45 9:50 電話連絡 グループリーダー 株式会社ペスコ 参与 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 廃炉環境国際共同研究センター
環境影響研究ディビジョン 環境分析研究グループ

- 2022/9/21 10:40 10:45 電話連絡 グループリーダー 原子力エンジニアリング株式会社 所長 見積・仕様等（契約請求部署）
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福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/7/6 10:33 10:34 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/7/6 11:49 12:00 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/7/11 14:20 14:31 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/7/12 16:36 16:48 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/7/14 14:01 14:33 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

〇 2022/7/19 13:00 15:00 機構内会議室 一般職 大熊施設部大熊建設室 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/7/20 14:54 15:03 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/7/22 13:46 14:22 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

〇 2022/7/27 10:00 12:00 機構内会議室 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/7/27 13:20 13:25 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/7/27 14:04 14:05 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/8/2 14:43 15:01 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/8/3 17:53 17:57 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

〇 2022/8/4 13:15 14:30 機構内会議室 部長、課長、一般職 日本原子力防護システム株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

〇 2022/8/5 10:00 12:00 機構内会議室 課長、一般職 大熊施設部大熊建設室 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/8/5 15:57 16:06 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

〇 2022/8/24 13:10 15:00 機構内会議室 一般職 大熊施設部大熊建設室 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

〇 2022/8/25 13:10 15:00 機構内会議室 一般職 日本原子力防護システム株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/8/25 16:55 17:03 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

〇 2022/9/8 16:00 17:00 機構内会議室 一般職 日本原子力防護システム株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

〇 2022/9/20 13:10 15:00 機構内会議室 課長、一般職 大熊施設部大熊建設室 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

〇 2022/9/22 9:30 11:00 機構内会議室 課長、一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/9/22 9:33 9:37 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

〇 2022/9/22 16:00 17:00 機構内会議室 一般職 日本原子力防護システム株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/9/27 13:30 14:30 機構内会議室 一般職 新日本空調株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）
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福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/9/27 14:30 15:30 機構内会議室 一般職 株式会社アトックス 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/9/28 13:30 13:33 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 分
析・研究施設整備部 整備課

- 2022/9/28 16:43 16:52 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 大熊
施設部 大熊工務課

〇 2022/9/5 13:30 14:30 機構内オープンスペース 一般職 株式会社倉伸 福島事業所 福島第一作業所長 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 大熊
施設部 大熊工務課

〇 2022/9/7 15:00 16:00 機構内オープンスペース 一般職 株式会社関電工 見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター 大熊
施設部 大熊工務課

〇 2022/9/14 13:00 14:00 機構内オープンスペース対面及びオンライン会議一般職
新日本空調株式会社 原子力事業部 技術一部
福島事業所長、東芝エネルギーシステムズ株式会

見積・仕様等（契約請求部署）

福島研究開発部門 福島研究開発拠点 大熊分析・研究センター プロ
ジェクト管理課

〇 2022/7/26 10:00 11:00 機構内会議室 一般職
 株式会社ビーンズクリーンサービス 取締役、株

式会社五光 主任
見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/7/7 15:00 15:10 電話連絡 一般職 FTEC株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/7/13 13:15 13:20 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/7/13 14:40 14:45 電話連絡 一般職 日本原子力防護システム株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/7/14 14:15 14:20 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/7/14 14:25 14:30 電話連絡 一般職 FTEC株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/7/15 15:10 15:20 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/7/25 10:55 11:00 電話連絡 一般職 トーワエレックス株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/7/25 13:15 13:20 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/7/25 15:20 15:30 電話連絡 一般職 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 福井営業所 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/7/26 9:40 9:50 電話連絡 一般職 トーワエレックス株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/7/26 11:15 11:25 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/7/29 15:00 17:00 電話連絡 一般職 トランスニュークリア株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/1 10:00 10:10 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/2 13:40 13:45 電話連絡 一般職 トーワエレックス株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/2 15:00 15:05 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/3 14:25 14:30 電話連絡 一般職 新菱冷熱工業株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/4 13:10 13:15 電話連絡 一般職 清水建設株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/5 9:30 9:35 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）
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敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/8 13:10 13:15 電話連絡 一般職 清水建設株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/9 9:50 10:00 電話連絡 一般職 トーワエレックス株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/9 14:30 14:40 機構内会議室 一般職 轟産業株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/10 10:00 10:10 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/10 16:00 16:05 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/19 9:45 9:50 電話連絡 一般職 三菱重工業株式会社 関西原子力部 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/19 13:40 13:45 機構内会議室 一般職 轟産業株式会社 敦賀支店 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/19 15:55 16:00 機構内会議室 一般職 轟産業株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/22 15:20 15:25 電話連絡 一般職 トーワエレックス株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/23 11:00 11:10 電話連絡 一般職 清水建設株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/24 11:50 13:30 電話連絡 一般職 三菱電線工業株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/24 13:10 13:20 電話連絡 一般職 東芝電力放射線テクノサービス株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/25 10:00 10:10 電話連絡 一般職 三菱電機株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/26 15:15 15:20 機構内会議室 一般職 日本レコードマネジメント株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/31 10:00 10:05 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/8/31 15:30 15:35 電話連絡 一般職 轟産業株式会社 敦賀支店 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/2 13:00 13:05 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/6 15:30 15:35 電話連絡 一般職 株式会社TAS 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/7 14:25 14:45 電話連絡 一般職 FTEC株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/8 15:30 15:40 電話連絡 一般職 轟産業株式会社 敦賀支店 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/9 14:00 14:05 電話連絡 一般職 新菱冷熱工業株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/9 16:20 16:30 電話連絡 一般職 轟産業株式会社 敦賀支店 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/12 15:45 17:00 電話連絡 一般職 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 科学システム本部契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/12 16:00 16:10 電話連絡 一般職 株式会社NESI 敦賀支社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/15 15:00 15:10 電話連絡 一般職 FTEC株式会社 契約手続（契約部門）
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敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/16 16:00 16:10 電話連絡 一般職 株式会社TAS 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/21 14:30 14:35 電話連絡 一般職 株式会社TAS 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/22 13:45 13:50 機構内会議室 一般職 株式会社TAS 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/26 15:00 15:05 電話連絡 一般職 株式会社大林組 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/29 10:50 11:20 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/29 14:50 14:55 機構内会議室 一般職 オスログレーン株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/29 15:30 15:45 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 敦賀廃止措置実証本部 事業管理部 調達課 - 2022/9/30 16:30 16:35 電話連絡 一般職 FTEC株式会社 契約手続（契約部門）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保全課 〇 2022/7/5 13:30 14:30 ふげん原子炉建屋（現場、管理区域）一般職 株式会社堤サッシュ工業 取締役 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保
全課

〇 2022/7/14 15:30 16:40 機構内会議室 一般職 株式会社上組 エネルギー事業本部 部長 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保
全課

〇 2022/7/26 15:30 16:25 機構内会議室 一般職 株式会社アトックス 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保全課 〇 2022/8/19 9:30 10:00 ふげん原子炉建屋（現場、管理区域）一般職
株式会社江村工設 代表取締役、ミノルエンジニ
アリング株式会社 専務取締役

見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保
全課

〇 2022/8/26 14:00 15:00 機構内会議室 一般職 北陸日立株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保全課 〇 2022/9/1 13:30 15:30 ふげん原子炉建屋（現場、管理区域）一般職 クニ興業株式会社、株式会社野村塗装店 取締役 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保全課 〇 2022/9/5 13:30 15:30 ふげん原子炉建屋（現場、管理区域）一般職
株式会社野村塗装店 取締役、日本クリエート株
式会社 代表取締役

見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保
全課

- 2022/9/5 15:00 15:40 機構内会議室 一般職 関電プラント株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保全課 〇 2022/9/9 9:30 10:30 ふげん原子炉建屋（現場、管理区域）一般職
株式会社野村塗装店 取締役、株式会社サンテッ
クタナカ

見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保
全課

〇 2022/9/14 13:00 14:00 機構内会議室 一般職 日立産機システム株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実
証課

- 2022/7/1 14:00 15:00 機構内会議室 一般職 株式会社テクノハーツ 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実
証課

〇 2022/7/12 13:10 14:10 オンライン会議 一般職
  公益財団法人若狭湾エネルギー 研究センター

技術担当
見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実
証課

- 2022/7/19 14:00 15:00 機構内会議室 一般職 株式会社テクノハーツ 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実
証課

- 2022/7/28 10:40 12:00 機構内会議室 一般職 株式会社テクノハーツ 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実
証課

- 2022/8/2 9:30 10:00 電話連絡 一般職 TAS株式会社 部長級 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実
証課

- 2022/8/5 13:30 14:00 電話連絡 一般職 千代田テクノル株式会社 営業所長 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実
証課

〇 2022/8/8 13:10 14:10 オンライン会議 一般職
  公益財団法人若狭湾エネルギー 研究センター

技術担当
見積・仕様等（契約請求部署）
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敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実
証課

〇 2022/8/23 10:00 11:00 機構内オープンスペース 一般職 株式会社TAS 工事課担当者 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実
証課

〇 2022/8/23 13:10 14:10 機構内オープンスペース 一般職 株式会社アトックス ふげん作業所担当者 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実
証課

〇 2022/9/8 14:00 16:00
ふげん原子炉建屋（現場、
管理区域）

一般職 株式会社TAS 工事課長、担当者 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実
証課

〇 2022/9/13 10:30 11:30 機構内会議室 一般職 株式会社クリハラント 敦賀作業所担当者 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実
証課

〇 2022/9/15 15:00 15:30 機構内会議室 一般職
関電プラント株式会社 敦賀事業所工事課長、担
当者

見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 安全・品質保証部
施設保安課

〇 2022/9/21 15:00 17:00 オンライン会議 課長、一般職 日本核燃料開発株式会社 グループリーダー 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 安全・品質保証部
安全管理課

〇 2022/7/4 13:00 14:00 機構内会議室 一般職 株式会社TAS 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 安全・品質保証部
安全管理課

〇 2022/7/5 10:00 11:00 機構内会議室 一般職 轟産業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/7/5 13:30 15:00 機構内オープンスペース 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/7/7 9:00 10:00 オンライン会議 一般職 機械保全課 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/7/7 10:00 12:00 機構内会議室 一般職 機械保全課 FTEC株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/7/12 10:00 11:00 オンライン会議 一般職 機械保全課 FTEC株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/7/12 11:00 12:00 機構内会議室 一般職 機械保全課 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/7/12 15:00 17:00 オンライン会議 一般職 機械保全課 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/7/13 13:30 15:00 オンライン会議 一般職 清水建設株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/7/14 13:00 17:00 相手方所属会社会議室 一般職 機械保全課 新菱冷熱工業株式会社、FTEC株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/7/15 9:00 12:00 相手方所属会社会議室 一般職 機械保全課 新菱冷熱工業株式会社、FTEC株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/7/15 9:30 15:00 相手方所属会社会議室 一般職 株式会社アトックス 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/7/19 14:30 15:30 オンライン会議 一般職 機械保全課 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/7/20 14:30 16:30 オンライン会議 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/8/1 10:20 11:40 オンライン会議 一般職 機械保全課 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/8/1 10:20 11:40 オンライン会議 一般職 機械保全課 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/8/19 14:00 15:00 機構内会議室 一般職 機械保全課 三菱重工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/8/25 16:00 17:00 オンライン会議 一般職 機械保全課 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 廃止措
置計画課

〇 2022/8/29 14:00 14:30 機構内会議室 一般職 機械保全課 FTEC株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）
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敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 電気保
全課

- 2022/7/12 16:30 16:40 電話連絡 一般職 三菱電機株式会社 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 電気保
全課

- 2022/7/19 13:35 13:45 電話連絡 一般職 三菱電機株式会社 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 電気保
全課

〇 2022/7/20 10:00 11:00 機構内会議室 一般職 三菱電機株式会社 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 電気保
全課

〇 2022/8/1 14:00 16:00 機構内会議室 一般職 三菱電機株式会社 営業・設計 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 電気保
全課

- 2022/8/19 13:00 13:40 電話連絡 一般職 三菱電機株式会社 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 電気保
全課

〇 2022/8/31 15:00 16:00 機構内会議室 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 電気保
全課

- 2022/9/13 15:00 16:00 電話連絡 一般職 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 電気保
全課

〇 2022/9/15 14:00 15:00 対面及びオンライン会議 一般職 富士電機株式会社 部長、営業、設計 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 計画管
理課

〇 2022/7/29 13:30 15:10 機構内会議室 一般職 株式会社NESI 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/7/5 10:25 10:30 電話連絡 一般職 株式会社NESI 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/7/5 17:30 18:00 電話連絡 一般職 轟産業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/7/7 8:30 8:45 電話連絡 一般職 轟産業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

〇 2022/7/7 9:30 11:00 機構内会議室 一般職 FTEC株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/7/7 10:00 10:30 電話連絡 一般職 三菱重工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

〇 2022/7/8 18:00 19:00 機構内会議室 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/7/12 11:40 11:50 電話連絡 一般職 株式会社NESI 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/7/20 16:45 16:55 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/7/26 17:30 18:00 電話連絡 一般職 三菱重工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/7/28 14:40 14:50 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

〇 2022/8/2 13:30 15:00 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

〇 2022/8/8 10:00 12:00 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/8/8 17:30 18:00 電話連絡 一般職 三菱重工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/8/18 13:10 13:15 電話連絡 一般職 株式会社NESI 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/8/24 14:10 14:20 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

〇 2022/8/25 10:30 12:00 機構内会議室 一般職 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）
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敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

〇 2022/9/2 9:30 11:00 機構内会議室 一般職 株式会社NESI 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/9/7 9:45 10:00 電話連絡 一般職 株式会社TAS 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

〇 2022/9/7 10:30 12:00 機構内会議室 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/9/13 10:00 10:30 電話連絡 一般職 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

〇 2022/9/13 13:10 14:00 機構内会議室 一般職 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

〇 2022/9/14 13:30 15:00 機構内会議室 一般職 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/9/14 17:45 18:00 電話連絡 一般職 株式会社TAS 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 機械保
全課

- 2022/9/16 9:25 9:30 電話連絡 一般職 株式会社NESI 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 管理課 - 2022/7/13 16:50 16:55 電話連絡 一般職 株式会社タニグチ 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 安全・品質保証部
施設保安課

〇 2022/7/4 15:30 15:40 電話連絡 一般職 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 安全・品質保証部
施設保安課

〇 2022/7/11 10:00 10:10 電話連絡 一般職 FTEC株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

総務部 総務課 〇 2022/7/20 14:30 15:30 総合管理棟屋上 一般職 株式会社アトックス 見積・仕様等（契約請求部署）

総務部 総務課 〇 2022/8/9 11:00 12:00 総合管理棟屋上 一般職 株式会社野内 見積・仕様等（契約請求部署）

総務部 総務課 〇 2022/9/1 11:00 11:45 機構内会議室 一般職 住友不動産株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

総務部 総務課 〇 2022/9/1 13:00 13:40 機構内会議室 一般職 株式会社ディックエンタープライズ 見積・仕様等（契約請求部署）

総務部 総務課 〇 2022/9/6 10:00 10:30 機構内会議室 一般職 三井不動産ビルマネジメント株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

総務部 総務課 〇 2022/9/12 11:00 11:30 機構内会議室 一般職 三井不動産ビルマネジメント株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

総務部 総務課 〇 2022/9/13 10:00 10:30 機構内会議室 一般職 株式会社ディックエンタープライズ 見積・仕様等（契約請求部署）

総務部 総務課 〇 2022/9/20 9:30 10:00 機構内会議室 一般職 清水建設株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

総務部 総務課 〇 2022/9/20 11:00 11:30 機構内会議室 一般職 三井不動産ビルマネジメント株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

総務部 総務課 - 2022/9/27 11:15 11:20 電話連絡 一般職 株式会社アトックス 見積・仕様等（契約請求部署）

総務部 総務課 - 2022/9/27 11:30 11:35 電話連絡 一般職 株式会社野内 見積・仕様等（契約請求部署）

総務部 総務課 〇 2022/9/28 13:00 13:30 機構内会議室 一般職 株式会社ビルディング企画 見積・仕様等（契約請求部署）

財務部 管財課 〇 2022/7/7 10:30 11:30 撤去品置場 一般職 株式会社潮来工機 見積・仕様等（契約請求部署）

財務部 管財課 - 2022/9/20 10:30 10:35 電話連絡 一般職 株式会社やまたけ 見積・仕様等（契約請求部署）
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高速炉・新型炉研究開発部門 敦賀総合研究開発センター 高速炉プラ
ント技術開発部 ナトリウム技術開発グループ

〇 2022/7/27 13:30 14:30 機構内会議室 一般職 株式会社TAS 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 敦賀総合研究開発センター 高速炉プラ
ント技術開発部 ナトリウム技術開発グループ

〇 2022/8/29 13:30 14:30 機構内オープンスペース 一般職
 株式会社創電 社長、三和シヤッター工業株式会

社 事務所長
見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 敦賀総合研究開発センター レーザー・
革新技術共同研究所

- 2022/8/8 15:14 15:18 電話連絡 一般職 株式会社NESI 課長代理 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 敦賀総合研究開発センター レーザー・
革新技術共同研究所

- 2022/8/10 13:27 13:35 電話連絡 一般職 FLCS株式会社 営業担当 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 敦賀総合研究開発センター レーザー・
革新技術共同研究所

- 2022/9/15 14:00 14:10 電話連絡 一般職 株式会社テラバイト 営業担当 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 保安管理部 危機管理課 〇 2022/9/12 15:00 15:15 電話連絡 一般職 株式会社創テック 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 保安管理部 危機管理課 〇 2022/9/14 13:15 13:30 電話連絡 一般職 SFD総業 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 保安管理部 危機管理課 〇 2022/9/22 13:30 15:00 機構内会議室 一般職 株式会社創テック 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 保安管理部 危機管理課 〇 2022/9/26 13:30 15:00 機構内会議室 一般職 SFD総業 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 燃料材料開発部 燃料試験課

〇 2022/8/3 14:00 16:30 機構内会議室 一般職    株式会社ヤマダデンキ 水戸営業所 所長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 燃料材料開発部 集合体試験課

〇 2022/8/22 13:30 15:05 機構内会議室 一般職 菱和工業株式会社 所長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/7/1 10:00 10:05 電話連絡 一般職 株式会社東芝 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/7/1 13:10 14:15 機構内オープンスペース 一般職 東興機械工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/7/4 13:10 14:15 機構内オープンスペース 一般職 S.P.エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/7/5 13:30 15:15 機構内オープンスペース 一般職 株式会社計測舎 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/7/5 16:30 16:35 電話連絡 一般職 日進技研株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/7/6 16:00 17:00 機構内オープンスペース 一般職 株式会社東芝 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/7/11 14:00 14:15 機構内オープンスペース 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/7/12 13:10 14:50 機構内オープンスペース 一般職 新光エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/7/13 13:10 14:30 機構内オープンスペース 一般職 株式会社日立パワーソリューションズ 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/7/14 13:10 14:30 機構内オープンスペース 一般職 新光エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/7/20 13:30 15:00 機構内オープンスペース 一般職 株式会社イッシン 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/7/20 14:00 15:00 オンライン会議 一般職 三菱重工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/7/20 15:20 16:20 機構内会議室 一般職
 太陽計測株式会社、横河ソリューションサービス

株式会社
見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/7/26 9:30 11:50 機構内オープンスペース 一般職 株式会社日立パワーソリューションズ 見積・仕様等（契約請求部署）
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高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/7/26 14:00 17:00 機構内会議室 一般職 株式会社日立パワーソリューションズ 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/7/27 9:30 16:00 機構内オープンスペース 一般職 株式会社日立パワーソリューションズ 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/8/1 15:05 15:10 電話連絡 一般職 株式会社ヤマダ電機 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/8/2 13:10 15:00 機構内オープンスペース 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/8/2 13:15 14:15 機構内オープンスペース 一般職 株式会社ヤマダ電機 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/8/2 15:30 15:45 電話連絡 一般職 能美防災株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/8/9 13:10 15:00 機構内オープンスペース 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/8/23 9:05 9:10 電話連絡 一般職 東神電池工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/8/23 13:10 15:00 機構内オープンスペース 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/8/24 10:35 10:40 電話連絡 一般職 株式会社YAMABISHI 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/8/24 11:00 12:00 オンライン会議 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/8/24 15:35 15:45 電話連絡 一般職 株式会社YAMABISHI 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/8/30 13:10 15:00 機構内オープンスペース 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/9/5 9:30 9:35 機構内オープンスペース 一般職 株式会社巴商会 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/9/5 15:05 15:10 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/9/6 13:15 13:30 機構内オープンスペース 一般職 株式会社東芝 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/9/7 10:05 10:10 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/9/12 9:35 9:40 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/9/14 13:05 14:30 機構内オープンスペース 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/9/20 16:35 16:40 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/9/21 9:45 9:50 電話連絡 一般職 株式会社東芝 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/9/21 13:25 13:30 電話連絡 一般職 株式会社東芝 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/9/22 11:25 11:30 電話連絡 一般職 株式会社東芝 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

- 2022/9/26 9:55 10:00 電話連絡 一般職 新日本空調株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高速炉サイクル研究開発セ
ンター 高速実験炉部 高速炉第２課

〇 2022/9/30 14:00 16:00 機構内オープンスペース 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）



開始時刻 終了時刻 自部署（役職） 他部署

利害関係者等との接触に関する記録一覧（令和4年度第2四半期）

組織名 事前予定 接触年月日
接触時間帯

接触場所
機構対応者

所属会社名・役職名等 用務

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 水素・熱利用研究開発部 カーボンフリー水素研究開発グループ

〇 2022/9/14 9:10 9:20 電話連絡 一般職 日本防蝕工業株式会社 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 水素・熱利用研究開発部 カーボンフリー水素研究開発グループ

- 2022/9/15 17:00 17:10 電話連絡 一般職  大日機械工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 水素・熱利用研究開発部 カーボンフリー水素研究開発グループ

〇 2022/9/22 10:30 11:30 機構内オープンスペース 一般職 有限会社田山工務店 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 水素・熱利用研究開発部 カーボンフリー水素研究開発グループ

〇 2022/9/22 11:20 11:30 オンライン会議 一般職 日本防蝕工業株式会社 技術者 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 水素・熱利用研究開発部 ＨＴＴＲ－熱利用試験準備室

- 2022/7/1 18:07 18:27 電話連絡 一般職 株式会社シー・エス・エー・ジャパン 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 水素・熱利用研究開発部 ＨＴＴＲ－熱利用試験準備室

- 2022/7/13 17:50 17:53 電話連絡 一般職 株式会社ナイス 一般職 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 水素・熱利用研究開発部 ＨＴＴＲ－熱利用試験準備室

〇 2022/7/15 10:00 11:20 オンライン会議 室長、一般職 株式会社先端力学シミュレーション研究所 部長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 水素・熱利用研究開発部 ＨＴＴＲ－熱利用試験準備室

- 2022/7/20 13:32 13:42 電話連絡 一般職 株式会社先端力学シミュレーション研究所 部長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 水素・熱利用研究開発部 ＨＴＴＲ－熱利用試験準備室

- 2022/7/20 18:02 18:12 電話連絡 一般職 株式会社先端力学シミュレーション研究所 部長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 水素・熱利用研究開発部 ＨＴＴＲ－熱利用試験準備室

- 2022/7/22 13:30 13:33 電話連絡 一般職 株式会社先端力学シミュレーション研究所 部長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 水素・熱利用研究開発部 ＨＴＴＲ－熱利用試験準備室

〇 2022/8/31 15:00 16:00 オンライン会議 一般職 アドバンスソフト株式会社 営業、技術 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 水素・熱利用研究開発部 ＨＴＴＲ－熱利用試験準備室

〇 2022/9/15 9:20 12:00 HTTR研究棟４F 一般職 三菱重工業株式会社、新菱冷熱工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 水素・熱利用研究開発部 ＨＴＴＲ－熱利用試験準備室

〇 2022/9/27 10:00 10:15 機構内オープンスペース 一般職 新菱冷熱工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 高温工学試験研究炉部 ＨＴＴＲ運転管理課

- 2022/7/27 17:00 17:05 電話連絡 一般職 八洲電機株式会社 セクションマネージャー 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 高温工学試験研究炉部 ＨＴＴＲ運転管理課

- 2022/7/27 17:10 17:15 電話連絡 一般職 菱和工業株式会社 大洗・東海事業所 所長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 高温工学試験研究炉部 ＨＴＴＲ運転管理課

- 2022/8/10 13:00 13:20 電話連絡 一般職  アイリス株式会社 代表取締役 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 高温工学試験研究炉部 ＨＴＴＲ運転管理課

- 2022/9/6 17:15 17:30 電話連絡 一般職  コロナ商事株式会社 営業部主任 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 高温工学試験研究炉部 ＨＴＴＲ運転管理課

- 2022/9/7 9:05 9:10 電話連絡 一般職 八洲電機株式会社 セクションマネージャー 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 高温工学試験研究炉部 ＨＴＴＲ運転管理課

- 2022/9/14 15:00 16:00 オンライン会議 一般職 株式会社アトックス 課長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 高温工学試験研究炉部 ＨＴＴＲ運転管理課

- 2022/9/20 9:05 9:10 電話連絡 一般職 日本建設工業株式会社 常磐作業所 所長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 高温ガス炉研究開発セン
ター 高温工学試験研究炉部 ＨＴＴＲ運転管理課

- 2022/9/28 11:50 11:55 電話連絡 一般職 菱和工業株式会社 大洗・東海事業所 所長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/6 15:00 15:15 電話連絡 一般職  日本レイテック株式会社 営業担当 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/6 16:00 16:10 電話連絡 一般職 東京ニュークリア・サービス株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/8 13:50 13:55 電話連絡 一般職 新日本空調株式会社 東海村営業所長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/8 16:15 16:20 電話連絡 一般職 阿部化学株式会社 契約手続（契約部門）
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高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/13 15:05 15:15 電話連絡 一般職
 新菱冷熱工業株式会社 営業二部 東海センター

所長
契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/15 14:50 14:55 電話連絡 一般職 株式会社タナックス 代表取締役 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/20 14:15 14:20 電話連絡 一般職   菱和工業株式会社 大洗東海事業所長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/20 17:00 17:05 電話連絡 一般職 株式会社タナックス 代表取締役 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/21 15:00 15:10 電話連絡 一般職 東興機械工業株式会社 大洗事業所長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/21 15:40 15:45 電話連絡 一般職
日本放射線エンジニアリング株式会社 営業統括
部 課長

契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/26 15:45 15:50 電話連絡 一般職   東興機械工業株式会社 大洗事業所長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/27 16:00 16:10 電話連絡 一般職 ハピネスデンキ株式会社 水戸営業所長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/28 11:15 11:30 電話連絡 一般職 東興機械工業株式会社 大洗事業所長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/29 9:30 9:40 電話連絡 一般職 日本電子株式会社筑波支店 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/29 14:00 14:10 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/7/29 16:00 16:10 電話連絡 一般職  東神電池工業株式会社 営業課長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/1 15:10 15:15 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/3 15:00 15:05 電話連絡 一般職  ハピネスデンキ株式会社 水戸営業所長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/4 15:45 16:50 電話連絡 一般職 東興機械工業株式会社 大洗事業所長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/4 16:05 16:10 電話連絡 一般職 株式会社日立パワーソリューションズ 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/8 9:10 9:15 電話連絡 一般職 株式会社日立パワーソリューションズ 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/8 9:20 9:25 電話連絡 一般職  ハピネスデンキ株式会社 水戸営業所長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/8 9:40 9:45 電話連絡 一般職 光音電波株式会社 営業部 課長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/8 14:40 14:45 機構内会議室 一般職 太陽計測株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/9 15:30 15:40 電話連絡 一般職 ハピネスデンキ株式会社 戸営業所長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/9 17:00 17:10 電話連絡 一般職 ハピネスデンキ株式会社 水戸営業所長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/9 17:35 17:40 電話連絡 一般職 ハピネスデンキ株式会社 戸営業所長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/10 16:35 16:50 電話連絡 一般職 三菱重工業株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/19 14:50 14:55 電話連絡 一般職 検査開発株式会社 契約手続（契約部門）
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高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/22 14:05 14:10 電話連絡 一般職 株式会社テプコシステムズ 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/24 9:00 9:10 電話連絡 一般職 太陽計測株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/26 15:40 15:45 電話連絡 一般職 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/30 15:00 15:10 電話連絡 一般職 日本イーエスアイ株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/8/31 11:30 11:40 電話連絡 一般職  三菱重工業株式会社 部長代理 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/1 13:50 13:55 電話連絡 一般職 原子力セキュリティサービス株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/1 14:00 14:15 電話連絡 一般職 光音電波株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/2 16:40 16:45 電話連絡 一般職 日本放射線エンジニアリング株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 〇 2022/9/5 10:00 10:50 機構内会議室 課長、一般職
アズビルトレーディング株式会社 北関東支店
つくば営業所長

契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 〇 2022/9/5 10:00 10:50 機構内会議室 課長、一般職
アズビルトレーディング株式会社 北関東支店つ
くば営業所長

契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/5 11:00 11:05 電話連絡 一般職 株式会社明電エンジニアリング 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/5 17:00 17:10 電話連絡 一般職 光音電波株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/6 9:10 9:15 電話連絡 一般職 東京ニュークリア・サービス株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/7 14:50 14:55 電話連絡 一般職  三菱重工業株式会社 原子力部 部長代理 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/13 9:05 9:10 電話連絡 一般職 日本放射線エンジニアリング株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/13 15:40 15:50 電話連絡 一般職   株式会社永木精機 営業担当 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/14 14:00 14:05 電話連絡 一般職 株式会社シー・エス・エー・ジャパン 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 〇 2022/9/14 14:30 15:30 機構内会議室 課長、一般職
アズビルトレーディング株式会社 北関東支店
つくば営業所長

契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/15 9:30 9:40 電話連絡 一般職 新日本空調株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/15 16:20 16:25 電話連絡 一般職 三菱ＦＢＲシステムズ株式会社  部長代理 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/20 14:00 14:10 電話連絡 一般職 MHI原子力研究開発株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/21 15:20 15:30 電話連絡 一般職 MHI原子力研究開発株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/22 13:15 13:20 電話連絡 一般職 MHI原子力研究開発株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/22 14:00 14:10 電話連絡 一般職 株式会社アセンド営業部営業課長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/22 14:30 14:35 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）
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高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/22 16:30 16:35 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/26 11:30 11:35 電話連絡 一般職
アズビルトレーディング株式会社 北関東支店

 サブリーダー
契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/26 14:20 14:25 電話連絡 一般職 日本核燃料開発株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/26 17:00 17:10 電話連絡 一般職
アズビルトレーディング株式会社 北関東支店つ
くば営業所

契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/28 17:05 17:15 電話連絡 一般職 原子力エンジニアリング株式会社 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/29 11:30 11:35 電話連絡 一般職  東興機械工業株式会社 大洗事業所長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 - 2022/9/30 9:30 9:40 電話連絡 一般職 菱和工業株式会社 大洗東海事業所長 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 調達課 〇 2022/9/30 13:30 14:00 機構内会議室 課長、一般職 株式会社明電エンジニアリング 契約手続（契約部門）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/1 14:50 15:00 電話連絡 一般職 いわきレジン株式会社 茨城営業所長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/1 15:20 15:30 電話連絡 一般職 小野防水株式会社 専務 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/1 16:00 16:10 電話連絡 一般職 植田防水工業株式会社 部長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/4 13:30 13:40 電話連絡 一般職 株式会社大昭鋼建 一般職 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/4 16:30 16:40 電話連絡 一般職 有限会社田山工務店 取締役 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/4 16:40 16:50 電話連絡 一般職 株式会社田口工務店 一般職 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/4 17:00 17:10 電話連絡 一般職 和知商事株式会社 課長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/4 17:00 17:10 電話連絡 一般職 愛功建設株式会社 代表取締役 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 〇 2022/7/5 10:30 11:00 機構内オープンスペース 一般職 有限会社田山工務店 取締役 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/5 11:20 11:30 電話連絡 一般職 株式会社アコオ 一般職 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 〇 2022/7/7 14:00 14:15 機構内会議室 一般職 いわきレジン株式会社 茨城営業所長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 〇 2022/7/7 14:30 14:45 機構内会議室 一般職 植田防水工業株式会社 取締役 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/8 9:30 9:45 電話連絡 一般職 株式会社田口工務店 一般職 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/8 11:00 11:15 電話連絡 一般職 愛功建設株式会社 代表取締役 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/8 16:00 16:30 電話連絡 一般職 株式会社トヨタレンタリース茨城 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/11 9:00 9:30 電話連絡 一般職 株式会社トヨタレンタリース茨城 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/11 17:15 17:30 電話連絡 一般職 三菱オートリース株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）
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高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/13 14:00 14:30 電話連絡 一般職 三菱オートリース株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 〇 2022/7/25 10:00 10:30 機構内オープンスペース 一般職 有限会社田山工務店 取締役 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 - 2022/7/27 10:15 10:30 電話連絡 一般職 株式会社白土工務店 代表取締役 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 〇 2022/7/29 16:30 17:00 機構内オープンスペース 一般職 有限会社田山工務店 取締役 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 〇 2022/8/3 10:00 11:00 機構内オープンスペース 一般職 長尾産業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 〇 2022/8/10 11:00 11:30 機構内会議室 一般職 有限会社田山工務店 取締役 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 〇 2022/8/24 13:20 13:30 電話連絡 一般職 常陸環境開発株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 〇 2022/9/1 10:40 10:50 電話連絡 一般職 常陸環境開発株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 〇 2022/9/7 16:30 16:40 電話連絡 一般職 常陸環境開発株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 〇 2022/9/16 10:00 10:10 電話連絡 一般職  常陸環境開発株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 管理部 工務課 〇 2022/9/21 13:30 14:30 機構内オープンスペース 一般職 小野防水株式会社 専務 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 廃止措置推進課

〇 2022/7/11 13:30 14:30 機構内オープンスペース 一般職  原子力エンジニアリング株式会社 営業課 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 廃止措置推進課

〇 2022/7/14 14:00 14:30 機構内会議室 マネージャー、一般職 富士電機株式会社 営業課 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 廃止措置推進課

〇 2022/9/5 11:00 12:00 機構内オープンスペース 一般職 技術課、原子炉課  原子力エンジニアリング株式会社 技術営業部 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 廃止措置推進課

〇 2022/9/20 15:30 16:00 機構内オープンスペース 課長、マネージャー 株式会社創テック 代表取締役 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/7/1 10:00 10:05 電話連絡 一般職 東京ニュークリア・サービス株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/7/1 13:30 13:35 電話連絡 一般職 日本試験検査株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/7/1 15:00 15:05 電話連絡 一般職 ハピネスデンキ株式会社 作業担当者 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/7/4 16:00 16:05 機構内オープンスペース 一般職 株式会社創テック 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/7/7 14:15 14:25 電話連絡 一般職 シンテック有限会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/7/7 14:30 14:40 電話連絡 一般職 菱和工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/7/8 9:25 9:30 機構内オープンスペース 一般職 東興機械工業株式会社 作業担当者 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/7/8 11:25 11:30 電話連絡 一般職 菱和工業株式会社 作業担当者 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

〇 2022/7/8 15:30 16:30 機構内会議室 一般職 株式会社マシンクラフト 代表取締役 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

〇 2022/7/8 15:30 16:30 機構内会議室 一般職 マシンクラフト株式会社 代表 見積・仕様等（契約請求部署）
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高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/7/8 16:30 16:35 電話連絡 一般職 シンテック有限会社 代表取締役社長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

〇 2022/7/15 14:00 15:00 電話連絡 一般職 エイ・ティ・エス株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/7/15 16:30 16:40 機構内オープンスペース 一般職 東興機械工業株式会社 作業担当者 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

〇 2022/7/15 電話連絡 一般職 エスティーラボ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

〇 2022/7/20 9:00 15:30 相手方所属会社会議室 課長、一般職
 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部、

核不拡散・核セキュリティ総合支援セン
住友商事株式会社 原子燃料チーム長代理 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/7/27 13:05 13:10 電話連絡 一般職 菱和工業株式会社 作業担当者 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/7/28 10:50 10:55 電話連絡 一般職 株式会社アトックス 主任 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

〇 2022/8/4 13:30 14:00 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

〇 2022/8/19 10:00 10:30 機構内会議室 一般職 株式会社新光エンジニア 社長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/8/22 15:50 15:55 電話連絡 一般職 株式会社巴商会 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/8/22 15:55 16:00 電話連絡 一般職 株式会社タナックス 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/8/25 17:25 17:30 電話連絡 一般職 日本試験検査株式会社 所長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/8/29 17:10 17:15 電話連絡 一般職 アズビル株式会社 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/8/31 9:55 10:00 電話連絡 一般職 太陽計測株式会社 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/8/31 13:35 13:40 電話連絡 一般職 原子力エンジニアリング株式会社 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/9/2 11:10 11:15 電話連絡 一般職 東鉱商事株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/9/2 11:20 11:25 電話連絡 一般職 中山商事株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/9/7 16:50 16:55 電話連絡 一般職 シンテック有限会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/9/13 16:30 16:35 電話連絡 一般職 菱和工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/9/26 15:15 15:20 電話連絡 一般職 菱和工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 原子炉課

- 2022/9/26 15:20 15:25 電話連絡 一般職 シンテック有限会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 技術課

〇 2022/7/1 9:30 11:00 機構内会議室 一般職 有限会社アユー 社長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 技術課

〇 2022/7/26 13:30 15:00 機構内会議室 一般職
日立プラントコンストラクション株式会社 主任
技師

見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 技術課

〇 2022/8/30 10:00 12:00 機構内会議室 一般職
日立プラントコンストラクション株式会社 主任
技師

見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 技術課

- 2022/8/30 16:00 16:05 電話連絡 一般職 日本通運株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）



開始時刻 終了時刻 自部署（役職） 他部署

利害関係者等との接触に関する記録一覧（令和4年度第2四半期）

組織名 事前予定 接触年月日
接触時間帯

接触場所
機構対応者

所属会社名・役職名等 用務

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 技術課

〇 2022/9/1 10:00 12:00 機構内会議室 一般職 有限会社アユー 社長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 材
料試験炉部 技術課

〇 2022/9/8 13:30 15:00 機構内会議室 一般職 東芝プラントシステム株式会社 グループ長 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 環
境保全部 減容処理施設準備室

〇 2022/7/4 13:30 15:00 機構内会議室 一般職 放射線管理部放射線管理2課 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所 環境技術開発センター 環
境保全部 減容処理施設準備室

〇 2022/7/12 14:00 15:00 機構内会議室 一般職 菱和工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 臨界ホット試験技術部 臨界
技術第１課

- 2022/7/12 11:45 11:50 電話連絡 課長 富士電機株式会社 茨城営業所長 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 臨界ホット試験技術部 実用
燃料試験課

〇 2022/7/26 10:30 11:30 機構内会議室 一般職 株式会社アート科学 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 臨界ホット試験技術部 実用
燃料試験課

〇 2022/8/3 15:00 16:00 機構内会議室 一般職 株式会社アトックス 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 臨界ホット試験技術部 実用
燃料試験課

〇 2022/8/4 13:30 14:30 オンライン会議 一般職 島津サイエンス東日本株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 臨界ホット試験技術部 実用
燃料試験課

〇 2022/9/27 10:00 10:15 機構内会議室 課長 原子力エンジニアリング株式会社 課長 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 臨界ホット試験技術部 ＢＥ
ＣＫＹ技術課

〇 2022/7/4 13:30 16:00 NUCEF実験棟 一般職
株式会社クマヒラ、株式会社原子力セキュリティ
サービス

見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 臨界ホット試験技術部 ＢＥ
ＣＫＹ技術課

〇 2022/7/8 10:00 10:30 機構内会議室 一般職 株式会社アトックス 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 臨界ホット試験技術部 ＢＥ
ＣＫＹ技術課

〇 2022/8/23 10:30 11:00 NUCEF管理棟 一般職 株式会社クマヒラ 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 臨界ホット試験技術部 ＢＥ
ＣＫＹ技術課

- 2022/9/22 16:00 17:00 NUCEF施設実験棟 一般職
 株式会社原子力セキュリティサービス、信栄電気

株式会社
見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 臨界ホット試験技術部 ＢＥ
ＣＫＹ技術課

- 2022/9/26 14:30 15:20 機構内会議室 一般職
 島津サイエンス東日本株式会社、株式会社島津製

作所
見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 臨界ホット試験技術部 ＢＥ
ＣＫＹ技術課

〇 2022/9/26 16:00 17:00 オンライン会議 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 放射線計測技
術課

- 2022/7/14 14:05 14:10 機構内オープンスペース 一般職 日本レイテック株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 放射線管理第
２課

- 2022/9/1 17:15 17:30 電話連絡 一般職 日本放射線エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 放射線管理第
２課

- 2022/9/2 15:30 15:45 電話連絡 一般職 日本レイテック株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 放射線管理第
２課

〇 2022/9/26 13:30 14:00 機構内会議室 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 放射線管理第
２課

- 2022/9/28 15:00 15:20 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 放射線システム部 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 放射線管理第
１課

- 2022/8/3 13:25 13:29 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 一般職員 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 放射線管理第
１課

〇 2022/8/5 11:00 11:13 機構内オープンスペース 一般職 日本レイテック株式会社 水戸営業所 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 放射線管理第
１課

〇 2022/8/10 10:00 11:00 機構内会議室 一般職 ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 放射線管理第
１課

- 2022/8/26 17:02 17:07 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 一般職員 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 放射線管理第
１課

- 2022/8/30 14:36 14:42 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 一般職員 見積・仕様等（契約請求部署）



開始時刻 終了時刻 自部署（役職） 他部署

利害関係者等との接触に関する記録一覧（令和4年度第2四半期）

組織名 事前予定 接触年月日
接触時間帯

接触場所
機構対応者

所属会社名・役職名等 用務

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 放射線管理第
１課

〇 2022/9/1 14:30 15:30 機構内会議室 一般職 セイコー・イージーアンドジー株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 放射線管理第
１課

- 2022/9/14 15:00 15:03 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 一般職員 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部 放射線管理第
１課

- 2022/9/14 16:00 16:06 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 一般職員 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 保安管理部 安全対策課 - 2022/7/12 15:25 15:35 電話連絡 一般職 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 調査役 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 保安管理部 安全対策課 - 2022/7/14 17:10 17:20 電話連絡 一般職 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 調査役 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 保安管理部 安全対策課 〇 2022/8/31 10:30 11:10 安全管理棟3階会議室 一般職 株式会社シマダ 課長 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 保安管理部 安全対策課 - 2022/8/31 16:10 16:20 電話連絡 一般職 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 調査役 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 保安管理部 安全対策課 - 2022/9/7 9:10 9:20 電話連絡 一般職 株式会社日立物流東日本 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 保安管理部 安全対策課 - 2022/9/7 9:40 9:50 電話連絡 一般職  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 調査役 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 保安管理部 安全対策課 - 2022/9/28 14:40 14:50 電話連絡 一般職  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 調査役 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 物質科学研究センター 放射
光エネルギー材料研究ディビジョン エネルギー材料研究グループ

〇 2022/7/11 16:00 17:00
機構内会議室及びオンライ
ン会議

一般職  株式会社トヤマ 営業部、エンジニアリング部 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 物質科学研究センター 放射
光エネルギー材料研究ディビジョン エネルギー材料研究グループ

〇 2022/8/19 11:00 17:00 機構内会議室 一般職  株式会社トヤマ 営業部、エンジニアリング部 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 物質科学研究センター 中性
子材料解析研究ディビジョン 強相関材料物性研究グループ

〇 2022/7/13 15:00 16:00 JRR-3実験利用棟 一般職 明昌機工株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 物質科学研究センター 研究
推進室

〇 2022/8/30 13:00 15:00 オンライン会議 事務統括
システム計算科学センター情報セキュリ
ティ統括室、人事部人事課

アイフォレンセ日本データ復旧研究所株式会社
代表取締役

見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 先端基礎研究センター 研究
推進室

〇 2022/9/16 13:30 14:30 機構内オープンスペース 一般職
株式会社原子力セキュリティサービス、株式会社
茨城日商

見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 工務技術部 施設保全課 - 2022/7/5 14:00 14:05 機構内オープンスペース 一般職
ダイキン工業株式会社つくばサービスステーショ
ン

見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 工務技術部 施設保全課 - 2022/8/24 14:30 14:45 電話連絡 一般職 株式会社守谷商会 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 工務技術部 施設保全課 - 2022/8/25 10:50 11:00 電話連絡 一般職 株式会社守谷商会 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 工務技術部 施設保全課 - 2022/9/1 10:30 10:40 電話連絡 一般職 東興機械工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 工務技術部 施設保全課 〇 2022/9/7 14:00 15:00 機構内会議室 一般職 東興機械工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 工務技術部 施設保全課 - 2022/9/13 16:20 16:30 電話連絡 一般職 株式会社伊藤鐵工所 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 工務技術部 施設保全課 - 2022/9/14 15:00 15:10 電話連絡 一般職 東興機械工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 工務技術部 施設保全課 〇 2022/9/15 13:30 14:30 機構内会議室 一般職 東興機械工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 工務技術部 施設保全課 〇 2022/9/16 15:00 15:30 機構内オープンスペース 一般職 瀬谷工業株式会社 社長 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
燃料・材料工学ディビジョン 防食材料技術開発グループ

〇 2022/7/15 13:30 14:00 機構内会議室 一般職 株式会社アート科学 営業 見積・仕様等（契約請求部署）
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原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
燃料・材料工学ディビジョン 燃料サイクル科学研究グループ

〇 2022/9/8 13:00 13:30 機構内会議室 グループリーダー  太陽計測株式会社 営業部副部長 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
燃料・材料工学ディビジョン 燃料サイクル科学研究グループ

〇 2022/9/21 9:30 10:10 機構内会議室 グループリーダー 一般財団法人放射線利用振興協会 事務局長 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
核工学・炉工学ディビジョン 原子力センシング研究グループ

〇 2022/8/26 13:05 13:10 電話連絡 一般職 S.P.エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
核工学・炉工学ディビジョン 原子力センシング研究グループ

〇 2022/9/28 13:00 13:30 機構内オープンスペース 一般職 検査開発株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
核工学・炉工学ディビジョン 核変換システム開発グループ

〇 2022/7/20 10:00 11:30 機構内会議室 一般職 株式会社アート科学 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
核工学・炉工学ディビジョン 核変換システム開発グループ

〇 2022/7/20 13:30 14:00 オンライン会議 グループリーダー、一般職 サイバネットシステム株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
核工学・炉工学ディビジョン 核変換システム開発グループ

〇 2022/8/9 11:00 12:00 機構内会議室 一般職 株式会社アート科学 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
核工学・炉工学ディビジョン 核変換システム開発グループ

〇 2022/8/26 9:30 10:00 機構内オープンスペース グループリーダー、一般職 東昌産業株式会社 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
核工学・炉工学ディビジョン 核変換システム開発グループ

〇 2022/9/5 15:00 15:30 機構内オープンスペース 一般職 原子力エンジニアリング株式会社 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
核工学・炉工学ディビジョン 核変換システム開発グループ

〇 2022/9/13 13:30 14:00 機構内オープンスペース 一般職 東京ニュークリア・サービス株式会社 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
核工学・炉工学ディビジョン 核変換システム開発グループ

〇 2022/9/16 14:00 14:30 機構内会議室 グループリーダー、一般職 株式会社エヌデーデー 在籍型出向者受入（受入部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
化学・環境・放射線ディビジョン 原子力化学研究グループ

〇 2022/7/19 10:30 11:30 機構内オープンスペース 一般職
旭テクネイオン株式会社 機器販売事業部 東日
本営業部長

見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
化学・環境・放射線ディビジョン 原子力化学研究グループ

〇 2022/9/2 14:00 15:00 オンライン会議 一般職  藤本科学株式会社、株式会社リガク 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
化学・環境・放射線ディビジョン 原子力化学研究グループ

〇 2022/9/7 8:30 9:30 機構内オープンスペース 一般職 株式会社キーエンス 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
化学・環境・放射線ディビジョン 原子力化学研究グループ

〇 2022/9/7 10:30 11:30 オンライン会議 一般職
ジーエルサイエンス株式会社、NISSHAエフアイ
エス株式会社

見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
化学・環境・放射線ディビジョン 原子力化学研究グループ

〇 2022/9/14 13:30 14:30 機構内オープンスペース 一般職   株式会社オヅ商会、スペクトリス株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター
化学・環境・放射線ディビジョン 原子力化学研究グループ

〇 2022/9/26 16:30 17:00 機構内オープンスペース 一般職 ライカマイクロシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施
設管理課

〇 2022/7/14 15:00 16:00 JRR-3炉室 一般職 株式会社関東技研 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施
設管理課

〇 2022/7/15 10:00 10:45 機構内会議室 一般職 原子力エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施
設管理課

〇 2022/7/21 15:30 16:30 機構内会議室 一般職 三菱重工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施
設管理課

〇 2022/7/26 9:30 10:40 JRR-3コンプレッサー棟 一般職 株式会社茨城エヤコン 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施
設管理課

〇 2022/7/15 10:00 10:40 機構内会議室 一般職 原子力エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施
設管理課

〇 2022/7/27 10:00 10:50 機構内会議室 一般職
 原子力エンジニアリング株式会社、有限会社進栄

工機
見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施
設管理課

〇 2022/8/2 9:00 10:00 オンライン会議 一般職 サイバネットシステム株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施
設管理課

〇 2022/8/4 13:30 14:30 機構内会議室 一般職 原子力エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）
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原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施
設管理課

〇 2022/8/8 13:30 14:30 オンライン会議 一般職 株式会社東京エンジニアリング 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施
設管理課

〇 2022/8/23 13:30 14:30 機構内会議室 一般職 原子力エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施
設管理課

〇 2022/8/25 15:30 16:00 機構内会議室 一般職 原子力エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施
設管理課

〇 2022/8/29 15:30 16:30 機構内会議室 一般職
 太陽計測株式会社、横河ソリューションサービス

株式会社
見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施
設管理課

〇 2022/9/1 13:30 15:00 JRR-３炉室 一般職 原子力エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 利用施
設管理課

〇 2022/9/2 15:00 16:45 JRRー3炉室 一般職 菱和工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 研究炉
技術課

〇 2022/7/11 10:30 11:30 機構内会議室 一般職  原子力エンジニアリング株式会社 主査 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 研究炉
技術課

〇 2022/7/12 13:30 15:30 機構内会議室 一般職 株式会社神戸製鋼所 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 研究炉
技術課

〇 2022/9/14 10:00 12:00 機構内会議室 一般職  原子力エンジニアリング株式会社 主査 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 ＮＳＲ
Ｒ管理課

- 2022/7/1 16:00 16:10 電話連絡 一般職 株式会社関東技研 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 ＮＳＲ
Ｒ管理課

- 2022/8/12 17:00 17:05 電話連絡 一般職 株式会社関東技研 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 ＮＳＲ
Ｒ管理課

- 2022/8/18 15:00 15:05 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 ＮＳＲ
Ｒ管理課

〇 2022/8/30 14:00 15:30 機構内会議室 一般職 菱和工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 ＮＳＲ
Ｒ管理課

- 2022/8/30 16:50 17:05 電話連絡 一般職 菱和工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 ＮＳＲ
Ｒ管理課

- 2022/9/1 17:00 17:10 電話連絡 一般職 株式会社タナックス 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 ＮＳＲ
Ｒ管理課

- 2022/9/9 15:30 15:35 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 ＮＳＲ
Ｒ管理課

- 2022/9/20 14:45 14:50 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 ＮＳＲ
Ｒ管理課

〇 2022/9/22 11:00 11:40 機構内会議室 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 ＪＲＲ
－３管理課

〇 2022/7/12 13:00 15:00 機構内会議室 一般職 長尾産業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 研究炉加速器技術部 ＪＲＲ
－３管理課

〇 2022/9/14 10:00 12:00 機構内会議室 一般職 東康建設工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 バックエンド技術部 放射性
廃棄物管理技術課

〇 2022/7/4 10:00 11:30 機構内会議室 マネージャー、一般職 日揮株式会社 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 バックエンド技術部 放射性
廃棄物管理技術課

〇 2022/8/2 13:00 14:30 第４研究棟 一般職 株式会社アート科学 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 バックエンド技術部 高減容
処理技術課

- 2022/7/11 10:00 12:00 機構内オープンスペース 一般職 勝田環境株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 バックエンド技術部 高減容
処理技術課

〇 2022/8/5 14:00 14:15 機構内会議室 一般職 京葉ガスエナジーソリューション株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 バックエンド技術部 高減容
処理技術課

〇 2022/8/8 10:00 11:00 機構内会議室 一般職 有限会社岡本設備工業 見積・仕様等（契約請求部署）
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原子力科学研究部門 原子力科学研究所 バックエンド技術部 高減容
処理技術課

〇 2022/8/9 10:00 11:00 機構内会議室 一般職 原子力エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 バックエンド技術部 高減容
処理技術課

〇 2022/9/1 15:30 15:45 機構内会議室 一般職 京葉ガスエナジーソリューション株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 バックエンド技術部 高減容
処理技術課

〇 2022/9/15 13:15 14:15 機構内会議室 一般職 原子力エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 バックエンド技術部 高減容
処理技術課

- 2022/9/21 9:55 10:00 電話連絡 一般職 巴商会 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 バックエンド技術部 高減容
処理技術課

〇 2022/9/30 10:00 12:00 機構内会議室 一般職 原子力エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 Ｊ－ＰＡＲＣセンター 物質・生命科学ディビ
ジョン 中性子源セクション

- 2022/8/3 10:00 12:00 オンライン会議 一般職 木村化工機株式会社 営業、技術担当 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 Ｊ－ＰＡＲＣセンター 情報システムセクション - 2022/7/28 15:20 15:30 電話連絡 一般職 株式会社大塚商会 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 Ｊ－ＰＡＲＣセンター 加速器ディビジョン 加
速器第四セクション

〇 2022/8/24 15:00 16:00 機構内オープンスペース 一般職 菱和工業株式会社 営業担当 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 Ｊ－ＰＡＲＣセンター 加速器ディビジョン 加
速器第四セクション

〇 2022/9/16 9:30 12:00 機構内加速器トンネル 一般職 株式会社アトックス、京和工業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 Ｊ－ＰＡＲＣセンター 加速器ディビジョン 加
速器第一セクション

〇 2022/7/4 13:30 14:30 オンライン会議 一般職 スペディア株式会社 営業担当 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 Ｊ－ＰＡＲＣセンター 加速器ディビジョン 加
速器第一セクション

〇 2022/7/29 14:30 15:15 オンライン会議 一般職 キヤノン電子管デバイス株式会社 営業担当 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 Ｊ－ＰＡＲＣセンター 加速器ディビジョン 加
速器第一セクション

〇 2022/8/2 9:30 10:15 機構内オープンスペース 一般職 グレイトフルサービス 営業担当 見積・仕様等（契約請求部署）

原子力科学研究部門 Ｊ－ＰＡＲＣセンター 加速器ディビジョン 加
速器第一セクション

〇 2022/9/6 13:30 14:30 オンライン会議 一般職 株式会社アールアンドケー 営業担当 見積・仕様等（契約請求部署）

建設部 設備課 - 2022/7/1 14:00 14:10 電話連絡 一般職 株式会社アトックス 見積・仕様等（契約請求部署）

建設部 設備課 〇 2022/9/1 13:30 14:30 機構内会議室 一般職   株式会社三興 エネルギー事業部営業部、課長 見積・仕様等（契約請求部署）

建設部 設備課 〇 2022/9/12 13:30 15:00 機構内会議室 一般職 金沢産業株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

建設部 設備課 〇 2022/9/20 13:20 13:50 オンライン会議 一般職 松本エンジニアリング株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

建設部 設備課 〇 2022/9/27 13:30 14:30 機構内オープンスペース 一般職  株式会社三和トレーディング 第一営業部 見積・仕様等（契約請求部署）

契約部 契約第３課 〇 2022/7/13 16:00 17:00 機構内会議室 課長、一般職  大熊施設部大熊建設室、建設部 株式会社安藤・間 東北支店 契約手続（契約部門）

契約部 契約第３課 〇 2022/7/28 9:30 12:00 機構内会議室 課長、一般職
 大熊分析・研究センター 大熊建設室、

建設部、建設部設備課
 株式会社クリハラント 営業担当者等 契約手続（契約部門）

契約部 契約第３課 〇 2022/7/28 9:30 12:00 機構内会議室 課長、一般職  大熊施設部大熊建設室、建設部 株式会社クリハラント 北関東支社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第３課 〇 2022/7/28 15:30 17:30 機構内会議室 課長、一般職
 大熊分析・研究センター 大熊建設室、

建設部、建設部設備課
 株式会社関電工 営業担当者等 契約手続（契約部門）

契約部 契約第３課 〇 2022/7/28 15:30 17:00 機構内会議室 課長、一般職  大熊施設部大熊建設室、建設部 関電工・新生テクノス特定建設工事共同企業体 契約手続（契約部門）

契約部 契約第３課 〇 2022/7/29 9:30 12:00 機構内会議室 課長、一般職
 大熊分析・研究センター 大熊建設室、

建設部、建設部設備課
 株式会社アトックス 営業担当者等 契約手続（契約部門）

契約部 契約第３課 〇 2022/7/29 9:30 12:00 機構内会議室 課長、一般職  大熊施設部大熊建設室、建設部 株式会社アトックス 契約手続（契約部門）



開始時刻 終了時刻 自部署（役職） 他部署

利害関係者等との接触に関する記録一覧（令和4年度第2四半期）

組織名 事前予定 接触年月日
接触時間帯

接触場所
機構対応者

所属会社名・役職名等 用務

契約部 契約第３課 〇 2022/7/29 15:30 16:30 機構内会議室 課長、一般職
 大熊分析・研究センター 大熊建設室、

建設部、建設部設備課
 株式会社研空社 営業担当者等 契約手続（契約部門）

契約部 契約第３課 〇 2022/7/29 15:30 16:30 機構内会議室 課長、一般職  大熊施設部大熊建設室、建設部 株式会社研空社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第３課 〇 2022/9/20 14:00 15:00 機構内会議室 課長、一般職 核燃料サイクル工学研究所 労務課
積水ハウス不動産東京株式会社、日本ビルシステ
ム株式会社

契約手続（契約部門）

契約部 契約第３課 - 2022/9/20 17:00 17:15 電話連絡 一般職 住友商事株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/1 10:30 10:50 電話連絡 一般職 株式会社エイ・イー・エス 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/5 11:30 11:35 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/5 13:25 13:30 電話連絡 一般職 エイ・ティ・エス株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/6 9:10 9:15 電話連絡 一般職 日立造船株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/7 14:35 14:40 電話連絡 一般職 株式会社アトックス 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/8 11:30 11:35 電話連絡 一般職 株式会社ダイキンアプライドシステムズ 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/12 14:00 15:00 電話連絡 一般職 株式会社パルスパワー技術研究所 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/12 14:30 14:35 電話連絡 一般職 ストウ工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/12 14:40 14:45 電話連絡 一般職 茨城沿海地区漁業協同組合連合会 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/13 11:00 12:00 電話連絡 一般職 日本放射線エンジニアリング株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/13 11:20 11:30 電話連絡 一般職 八洲電機株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/15 10:30 10:35 電話連絡 一般職 株式会社明電エンジニアリング 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/15 11:30 12:00 電話連絡 一般職 株式会社タナックス 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/15 14:40 14:45 電話連絡 一般職 株式会社化研 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/21 11:00 14:00 電話連絡 一般職 東興機械工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/21 13:45 13:50 電話連絡 一般職 東興機械工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/21 14:30 14:45 電話連絡 一般職 三菱重工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/22 10:10 10:15 電話連絡 一般職 アルバック販売株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/22 11:15 11:20 電話連絡 一般職 株式会社天満理化研究所 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/22 14:40 14:45 電話連絡 一般職 株式会社日立テクノロジーアンドサービス 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/25 15:25 15:35 電話連絡 一般職 石澤商工株式会社 契約手続（契約部門）
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契約部 契約第２課 - 2022/7/26 10:00 10:05 電話連絡 一般職 日本核燃料開発株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/27 9:30 9:40 電話連絡 一般職 検査開発株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/27 10:45 10:50 電話連絡 一般職 FTEC株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/27 10:45 10:55 電話連絡 一般職 株式会社コベルコ科研 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/27 14:15 14:25 電話連絡 一般職 ハピネスデンキ株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/27 15:40 15:45 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/28 10:45 10:50 電話連絡 一般職 東興機械工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/29 10:05 10:10 電話連絡 一般職 日揮株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/29 14:40 14:45 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/7/29 15:20 15:30 電話連絡 一般職 株式会社IDX 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/1 10:00 10:05 電話連絡 一般職 中日本航空株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/2 11:00 11:10 電話連絡 一般職 株式会社日立製作所 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/3 9:00 9:05 電話連絡 一般職 株式会社竹中工務店 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/3 10:45 10:50 電話連絡 一般職 アズビル株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/4 11:30 11:35 電話連絡 一般職 有限責任あずさ監査法人 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/4 14:10 14:15 電話連絡 一般職 凸版印刷株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/4 15:30 15:35 電話連絡 一般職 凸版印刷株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/4 15:35 15:45 電話連絡 一般職 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/4 16:15 16:25 電話連絡 一般職 大陽日酸株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/5 11:30 11:40 電話連絡 一般職 JFEテクノリサーチ株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/5 16:30 16:40 電話連絡 一般職 双日マシナリー株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/9 9:30 9:35 電話連絡 一般職 株式会社ダイフク 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/9 11:30 11:35 電話連絡 一般職 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/16 10:30 10:40 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/17 9:35 9:40 電話連絡 一般職 八洲電機株式会社 契約手続（契約部門）
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契約部 契約第２課 - 2022/8/18 10:30 10:45 電話連絡 一般職 株式会社日本アクシス 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/18 11:30 12:00 電話連絡 一般職 東興機械工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/18 16:10 16:15 電話連絡 一般職 株式会社原子力セキュリティサービス 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/19 10:45 10:50 電話連絡 一般職 株式会社ケーシーエス 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/19 13:35 13:45 電話連絡 一般職 一般財団法人高度情報科学技術研究機構 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/19 17:20 17:30 電話連絡 一般職 日揮株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/22 10:00 10:10 電話連絡 一般職 鹿島建設株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/22 10:40 10:50 電話連絡 一般職 東興機械工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/22 10:40 10:50 電話連絡 一般職 三菱重工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/22 11:30 11:40 電話連絡 一般職 日機装株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/23 11:00 12:00 電話連絡 一般職 東興機械工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/24 9:50 10:00 電話連絡 一般職 東興機械工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/24 10:00 10:10 電話連絡 一般職 八州電機株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/26 10:00 11:00 電話連絡 一般職 エイ・ティ・エス株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/30 14:40 14:45 電話連絡 一般職 株式会社地圏環境テクノロジー 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/8/30 15:30 15:40 電話連絡 一般職  三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/2 11:30 11:35 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/2 13:30 13:45 電話連絡 一般職 株式会社天満理化研究所 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/2 14:00 15:00 電話連絡 一般職 株式会社タナックス 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/5 9:30 9:35 電話連絡 一般職 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/5 10:00 10:10 電話連絡 一般職 三菱重工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/7 9:00 9:10 電話連絡 一般職 エイ・ティ・エス株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/7 9:30 9:45 電話連絡 一般職 原子力エンジニアリング株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/7 10:30 10:45 電話連絡 一般職 東興機械工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/8 14:15 14:30 電話連絡 一般職  三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 契約手続（契約部門）
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契約部 契約第２課 - 2022/9/9 9:20 9:30 電話連絡 一般職 太陽計測株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/12 10:20 10:30 電話連絡 一般職 東興機械工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/12 10:30 10:35 電話連絡 一般職 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/12 14:30 14:35 電話連絡 一般職 三菱重工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/13 10:45 10:50 電話連絡 一般職 島津サイエンス東日本株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/13 13:05 13:10 電話連絡 一般職 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/14 16:00 16:05 電話連絡 一般職 株式会社ペスコ 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/15 10:30 10:35 電話連絡 一般職 株式会社明電エンジニアリング 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/15 14:20 14:25 電話連絡 一般職 株式会社明電エンジニアリング 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/20 9:00 10:00 電話連絡 一般職 株式会社IHI回転機械エンジニアリング 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/20 10:00 11:00 電話連絡 一般職 朝日機工株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/20 13:05 13:10 電話連絡 一般職 株式会社太平洋コンサルタント 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/20 15:30 15:35 電話連絡 一般職 清水建設株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/22 10:40 10:50 電話連絡 一般職 東京ニュークリアサービス株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/27 9:55 10:05 電話連絡 一般職 島津サイエンス東日本株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/27 11:30 11:35 電話連絡 一般職 株式会社明電エンジニアリング 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/28 14:50 15:00 電話連絡 一般職 光音電波株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/29 10:00 10:05 電話連絡 一般職 三菱重工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/29 14:30 14:35 電話連絡 一般職 株式会社戸上電機製作所 契約手続（契約部門）

契約部 契約第２課 - 2022/9/30 15:00 15:10 電話連絡 一般職 株式会社IHI 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/7/1 11:00 11:05 電話連絡 一般職 東洋炭素株式会社 営業担当 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/7/4 11:20 11:30 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/7/4 14:00 14:10 電話連絡 一般職 三菱重工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/7/8 10:30 10:40 電話連絡 一般職 セイコー・イージーアンドジー株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/7/14 10:15 10:20 電話連絡 一般職 S.P.エンジニアリング株式会社 契約手続（契約部門）
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契約部 契約第１課 - 2022/7/14 10:30 10:35 電話連絡 一般職  株式会社米倉製作所 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/7/22 11:40 11:50 電話連絡 一般職  株式会社JECC 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/7/27 16:35 16:40 電話連絡 一般職 株式会社アドフューテック 営業担当 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/1 16:00 16:10 電話連絡 一般職
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株

 式会社
契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/2 15:00 15:10 機構内会議室 一般職
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株

 式会社
契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/4 13:10 13:20 電話連絡 一般職 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/4 14:21 14:25 電話連絡 一般職 新興工機株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/5 10:15 10:20 電話連絡 一般職 株式会社千代田テクノル 営業担当 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/8 10:00 10:10 電話連絡 一般職  日立金属株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/10 13:51 14:00 電話連絡 一般職
ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社
営業担当

契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/10 14:00 14:10 電話連絡 一般職  株式会社パルスパワー技術研究所 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/18 10:32 10:36 電話連絡 一般職 三菱重工機械システム株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 〇 2022/8/19 11:20 11:30 電話連絡 一般職 アメテック株式会社 カメカ事業部 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/19 16:30 16:40 電話連絡 一般職 日本レイテック株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/24 11:05 11:15 電話連絡 一般職 理工科学株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/30 10:00 10:10 電話連絡 一般職  株式会社JECC 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/30 14:45 14:55 電話連絡 一般職  東興機械工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/31 14:10 14:25 電話連絡 一般職 日進技研株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/31 14:40 14:42 電話連絡 一般職 株式会社日立ハイテクネクサス 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/8/31 15:06 15:10 電話連絡 一般職 株式会社日立ハイテクネクサス 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 〇 2022/9/5 11:00 11:10 電話連絡 一般職  シエンタオミクロン株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/9/8 11:35 11:40 電話連絡 一般職 木村化工機株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/9/9 9:30 9:35 電話連絡 一般職 理工科学株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 〇 2022/9/16 14:00 14:20 電話連絡 一般職  株式会社アート科学 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 〇 2022/9/20 14:00 14:50 電話連絡 一般職  株式会社パルスパワー技術研究所 契約手続（契約部門）
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契約部 契約第１課 - 2022/9/20 14:30 14:40 電話連絡 一般職  株式会社ヨシダ 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/9/21 9:38 9:40 電話連絡 一般職 株式会社ASICON 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/9/21 15:55 16:00 電話連絡 一般職 株式会社日立パワーソリューションズ 営業担当 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/9/22 14:20 14:25 電話連絡 一般職 株式会社アトックス 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/9/26 14:00 14:05 電話連絡 一般職 株式会社日立パワーソリューションズ 営業担当 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 〇 2022/9/26 16:08 16:15 電話連絡 一般職  株式会社パルスパワー技術研究所 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/9/27 14:00 14:50 電話連絡 一般職  株式会社パルスパワー技術研究所 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/9/28 13:04 13:10 電話連絡 一般職 三菱重工業株式会社 契約手続（契約部門）

契約部 契約第１課 - 2022/9/30 9:35 9:40 電話連絡 一般職 株式会社関水社 契約手続（契約部門）

核不拡散・核セキュリティ総合支援センター 技術開発推進室 〇 2022/7/28 14:00 14:20 オンライン会議 一般職
株式会社アウトソーシングテクノロジー R&D事
業本部 水戸営業所

見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 幌延深地層研究センター 総務・
共生課

- 2022/7/13 9:30 9:35 電話連絡 一般職  北るもい漁業協同組合 天塩支所長 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 幌延深地層研究センター 総務・
共生課

- 2022/7/13 15:14 15:20 電話連絡 一般職 リエスパワーネクスト株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 幌延深地層研究センター 総務・
共生課

- 2022/7/15 10:45 10:55 電話連絡 一般職 リエスパワーネクスト株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 幌延深地層研究センター 総務・
共生課

- 2022/8/24 10:50 10:55 電話連絡 一般職 大成建設株式会社 札幌支店 営業部 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 幌延深地層研究センター 総務・
共生課

- 2022/9/7 11:30 11:40 電話連絡 一般職 大成建設株式会社 札幌支店 営業部 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 幌延深地層研究センター 総務・
共生課

- 2022/9/7 16:00 16:05 電話連絡 一般職 大成建設株式会社 札幌支店 営業部 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 青森研究開発センター 総務課 - 2022/7/13 9:13 9:25 電話連絡 一般職 株式会社大湊精電社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 青森研究開発センター 総務課 - 2022/7/21 11:16 11:25 機構内会議室 一般職 株式会社大湊精電社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 青森研究開発センター 総務課 - 2022/8/18 9:30 9:35 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 青森研究開発センター 総務課 - 2022/8/30 10:45 10:52 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 廃止措
置・技術開発部 鉱山施設課

〇 2022/7/11 14:00 14:30 実験室 一般職 日本通運株式会社 茨城支店営業課 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 廃止措
置・技術開発部 鉱山施設課

〇 2022/7/11 15:00 15:15 実験室 一般職 株式会社アート科学 営業 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/7/8 10:00 10:05 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 中国支社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/7/8 10:15 10:17 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 中国支社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/7/8 14:15 14:23 電話連絡 一般職 株式会社明電エンジニアリング 岡山営業所 契約手続（契約部門）
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核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/7/19 9:30 9:35 電話連絡 一般職 株式会社明電エンジニアリング 岡山営業所 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/7/22 9:40 9:50 電話連絡 一般職 株式会社東光高岳 関西支社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/7/27 13:20 13:25 電話連絡 一般職 応用光研工業株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/7/29 15:45 15:50 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 中国支社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/7/29 15:50 16:00 電話連絡 一般職 応用光研工業株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/8/1 13:50 13:55 電話連絡 一般職
伊藤忠商事株式会社 金属カンパニー 金属資源
部門 石炭・原子燃料部

契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/8/3 10:45 10:52 電話連絡 一般職 新菱冷熱工業株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/8/8 10:40 10:43 電話連絡 一般職 新菱冷熱工業株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/8/17 13:30 13:33 電話連絡 一般職 株式会社イーアールディー 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/8/18 13:00 13:05 電話連絡 一般職 株式会社イーアールディー 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/8/22 15:20 15:25 電話連絡 一般職 日本レイテック株式会社 松江営業所 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/9/2 14:30 14:33 電話連絡 一般職 川新工業株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/9/14 10:58 11:05 電話連絡 一般職 愛媛綜合警備保障株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/9/14 11:25 11:47 電話連絡 一般職 応用光研工業株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/9/14 16:25 16:30 電話連絡 一般職 応用光研工業株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/9/15 14:42 14:46 電話連絡 一般職 応用光研工業株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/9/16 9:18 9:20 電話連絡 一般職 愛媛綜合警備保障株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター 総務課 - 2022/9/27 14:25 14:30 電話連絡 一般職 東芝エネルギーシステムズ株式会社 契約手続（契約部門）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 放射
線管理部 放射線管理第２課

- 2022/7/6 10:10 10:15 電話連絡 一般職 中山商事株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 放射
線管理部 放射線管理第２課

- 2022/7/7 9:16 9:20 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 放射
線管理部 放射線管理第２課

〇 2022/7/11 15:30 16:30 機構内会議室 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 放射
線管理部 放射線管理第２課

- 2022/7/14 14:25 14:30 電話連絡 一般職 株式会社トータル・サポート・システム 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 放射
線管理部 放射線管理第２課

- 2022/7/14 14:35 14:47 電話連絡 一般職 株式会社東海ビジネスサービス 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 放射
線管理部 放射線管理第２課

- 2022/8/31 15:30 15:35 電話連絡 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 放射
線管理部 放射線管理第２課

〇 2022/9/29 15:00 17:00 オンライン会議 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）
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核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 放射
線管理部 線量計測課

- 2022/8/31 9:30 10:30 安全管理棟 一般職 株式会社アドバンス 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 放射
線管理部 環境監視課

〇 2022/9/8 9:00 10:00 機構内オープンスペース 一般職 株式会社千代田テクノル 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 放射
線管理部 環境監視課

〇 2022/9/20 14:00 15:30 機構内オープンスペース 一般職 株式会社千代田テクノル 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 放射
線管理部 環境監視課

〇 2022/9/26 16:00 17:00 機構内オープンスペース 一般職 富士電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 再処
理廃止措置技術開発センター 施設管理部 施設管理課

- 2022/9/16 15:00 15:20 電話連絡 マネージャー  株式会社三興 営業担当 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 再処
理廃止措置技術開発センター 施設管理部 施設管理課

- 2022/9/16 15:50 16:05 電話連絡 マネージャー  株式会社クリハラント 北関東支社長 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 再処
理廃止措置技術開発センター 施設管理部 施設管理課

〇 2022/9/22 13:30 14:00 機構内会議室 マネージャー、一般職
 株式会社E＆Eテクノサービス 東海事業所副所

長、営業課長
見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 再処
理廃止措置技術開発センター 施設管理部 施設管理課

- 2022/9/22 16:10 16:25 電話連絡 マネージャー  新生テクノス株式会社 茨城営業所長 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 再処
理廃止措置技術開発センター 施設管理部 施設管理課

〇 2022/9/30 13:30 14:00 機構内会議室 マネージャー  検査開発株式会社 部長、課長補佐 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 環境
技術開発センター 廃止措置技術部 廃棄物処理技術課

〇 2022/7/6 15:00 16:00 機構内会議室 一般職 株式会社アート科学 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 環境
技術開発センター 廃止措置技術部 廃棄物処理技術課

〇 2022/7/13 13:00 14:00 機構内会議室 一般職 株式会社倉持電設 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 環境
技術開発センター 廃止措置技術部 廃棄物処理技術課

〇 2022/7/19 13:00 14:00 機構内会議室 一般職 株式会社野口工業所 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 環境
技術開発センター 廃止措置技術部 廃棄物処理技術課

〇 2022/7/21 9:00 11:00 機構内会議室 一般職 株式会社小磯電気工事 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 環境
技術開発センター 廃止措置技術部 廃棄物処理技術課

〇 2022/7/26 15:30 16:00 機構内会議室 一般職 関東開発株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 環境
技術開発センター 廃止措置技術部 廃棄物処理技術課

〇 2022/8/2 10:00 11:30 機構内会議室 一般職 株式会社TICエンジニアリング 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 環境
技術開発センター 廃止措置技術部 廃棄物処理技術課

〇 2022/8/3 10:00 11:00 機構内会議室 一般職 株式会社アート科学 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 環境
技術開発センター 廃止措置技術部 廃棄物処理技術課

〇 2022/8/8 13:00 15:00 機構内会議室 一般職 有限会社深谷電機 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 環境
技術開発センター 廃止措置技術部 廃棄物処理技術課

〇 2022/8/8 15:00 16:00 機構内会議室 一般職 ユーロシステム株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 環境
技術開発センター 廃止措置技術部 廃棄物処理技術課

〇 2022/9/6 15:00 16:00 機構内会議室 一般職 内外電機株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 プル
トニウム燃料技術開発センター 技術部 核物質管理課

〇 2022/8/10 9:30 11:00 オンライン会議 一般職 株式会社ヨシダ 取締役本部長 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 プル
トニウム燃料技術開発センター 環境プラント技術部 廃止措置技術開

〇 2022/9/6 10:00 11:30 オンライン会議 一般職   三立機械工業株式会社 代表取締役、部長 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 プル
トニウム燃料技術開発センター 環境プラント技術部 廃止措置技術開

〇 2022/9/6 13:30 14:30 機構内オープンスペース 一般職 S.P.エンジニアリング株式会社 課長 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 プル
トニウム燃料技術開発センター 環境プラント技術部 廃止措置技術開

〇 2022/9/7 14:00 16:00 機構内会議室 一般職
株式会社日立プラントコンストラクション 本部

 長、部長、主任技師、シニアアドバイザー
見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 プル
トニウム燃料技術開発センター 環境プラント技術部 廃止措置技術開

〇 2022/9/13 13:30 15:30 機構内会議室 一般職
 富士電機株式会社 原子力事業部長、営業第１課

 長、茨城営業所長
見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 プル
トニウム燃料技術開発センター 環境プラント技術部 廃止措置技術開

〇 2022/9/16 10:30 11:30 機構内オープンスペース 一般職
 理工科学株式会社 営業部長、株式会社新和精機

 代表取締役、株式会社新和精機 顧問
見積・仕様等（契約請求部署）
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核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 プル
トニウム燃料技術開発センター 環境プラント技術部 廃止措置技術開

〇 2022/9/27 10:30 11:30 機構内オープンスペース 一般職 S.P.エンジニアリング株式会社 課長 見積・仕様等（契約請求部署）

核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 プル
トニウム燃料技術開発センター 環境プラント技術部 廃止措置技術開

〇 2022/9/28 13:30 14:30 機構内オープンスペース 一般職
 株式会社E&Eテクノサービス 技術部長、技術参

  与、技術部長代理、営業課長
見積・仕様等（契約請求部署）

安全研究・防災支援部門 原子力緊急時支援・研修センター 防災支援
研修ディビジョン 専門研修グループ

〇 2022/8/25 11:00 11:10 機構内オープンスペース グループリーダー、一般職 株式会社日本アクシス技術営業 見積・仕様等（契約請求部署）

安全研究・防災支援部門 安全研究センター 燃料サイクル安全研究
ディビジョン 保障措置分析化学研究グループ

〇 2022/8/23 14:00 14:20 機構内会議室 グループリーダー、一般職 アメテック株式会社 事業部長、営業部長 見積・仕様等（契約請求部署）

安全研究・防災支援部門 安全研究センター 燃料サイクル安全研究
ディビジョン 保障措置分析化学研究グループ

〇 2022/9/13 11:00 11:20 オンライン会議 一般職 アメテック株式会社 事業部長 見積・仕様等（契約請求部署）

安全研究・防災支援部門 安全研究センター 材料・構造安全研究ディ
ビジョン 経年劣化研究グループ

〇 2022/9/5 15:10 15:40 機構内オープンスペース 一般職 株式会社神戸工業試験場 営業担当、加工担当 見積・仕様等（契約請求部署）

安全研究・防災支援部門 安全研究センター 原子炉安全研究ディビ
ジョン リスク評価・防災研究グループ

- 2022/7/22 15:05 15:13 電話連絡 一般職 株式会社クロス・マーケティング 見積・仕様等（契約請求部署）

バックエンド統括本部 バックエンド推進部 廃棄体化推進室 〇 2022/7/5 13:30 15:00 オンライン会議 一般職 株式会社化研 見積・仕様等（契約請求部署）

バックエンド統括本部 バックエンド推進部 廃棄体化推進室 〇 2022/8/9 13:30 15:30 オンライン会議 一般職 東京ニュークリア・サービス株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

バックエンド統括本部 バックエンド推進部 廃棄体化推進室 〇 2022/9/27 14:00 15:00 機構内会議室 一般職 株式会社東日本技術研究所 見積・仕様等（契約請求部署）

システム計算科学センター 情報セキュリティ統括室 〇 2022/7/4 16:00 17:00 オンライン会議 一般職
  ソフトバンク株式会社、大興電子通信株式会社、

ミライト・ワン株式会社
見積・仕様等（契約請求部署）

システム計算科学センター 情報セキュリティ統括室 〇 2022/8/22 14:00 15:00 オンライン会議 一般職
 株式会社東陽テクニカ、株式会社トータル・サ

ポート・システム
見積・仕様等（契約請求部署）

システム計算科学センター 情報セキュリティ統括室 〇 2022/9/2 14:00 16:00 機構内会議室 一般職
  ソフトバンク株式会社、大興電子通信株式会社、

ミライト・ワン株式会社
見積・仕様等（契約請求部署）

システム計算科学センター 情報セキュリティ統括室 〇 2022/9/13 10:00 11:00 オンライン会議 一般職 ソニービズネットワークス株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）

ＪＡＥＡイノベーションハブ 研究成果利活用課 〇 2022/8/8 10:00 11:00 オンライン会議 一般職 東京コンピュータサービス株式会社 見積・仕様等（契約請求部署）


