
＜特例随意契約一覧表（令和2年11月）＞

連番 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及

び住所
予定価格（円）

(税込）
契約金額（円）

（税込）
落札率（％）

公開見積競
争又は見積
もり合わせ
の参加者数

備　　考

1
原子層堆積装置高純度オゾンライ
ン追加改造作業 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月2日

サムコ（株）
京都府京都市伏見区竹田藁屋町
36
（法人番号4130001014511）

- 4,105,992 - 1 仕様書[PDF]

2
対話実験データ記録用装置 一式
１式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月2日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181 ）

- 2,904,858 - 1 仕様書[PDF]

3
風車状態監視アプリケーションの
実装 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月2日
テクノブレイブ（株）
東京都千代田区内神田1-2-8
（法人番号9010001090601）

- 4,510,000 - 1 仕様書[PDF]

4
ウイルス等感染細胞時系列画像
データベース構築作業 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月4日
（株）ダイナコム
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
（法人番号5040001025178）

- 2,216,500 - 2 仕様書[PDF]

5
シミュレーションモデル開発用ソフ
トウェア １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月4日

テックサポートマネジメント（有）
神奈川県川崎市川崎区南渡田町
1-1
（法人番号9020002089848）

- 2,618,000 - 1 仕様書[PDF]

6 ハイパースペクトルカメラ １式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月4日
エバ・ジャパン（株）
東京都港区高輪2-17-12
（法人番号8010401085409）

- 2,970,000 - 1 仕様書[PDF]

7
安全キャビネット及びドラフトチャ
ンバー １式

契約担当職
中部センター業務部長
吉岡　有二
（愛知県名古屋市守山区下志段
味穴ケ洞2266-98）

令和2年11月4日
オザワ科学（株） 小牧営業所
愛知県小牧市常普請2-89
（法人番号4180001035008）

- 4,999,500 - 1 仕様書[PDF]

8
介護施設における実証試験受け
入れ状況オンライン調査 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和2年11月4日
（株）シード・プランニング
東京都文京区湯島3-19-11
（法人番号9010001144299）

- 1,210,000 - 1 仕様書[PDF]

9
時系列データへの深層学習の適
用可能性調査 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月4日
（株）創夢
東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14
（法人番号1011001012817）

- 2,640,000 - 1 仕様書[PDF]

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/2KWL53G2/E6OW0VUUVQFARG9E6RHY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/B9VAX70Z/YGZ7ER5I09KS0BGMHD60.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/5EDQDEYO/8BUZUW5RSKU1QE8MBTHF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/558DHG53/BPSILKUZ1CUU8I4FDJ7X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/3LUIU6G2/DDLWC5O79ME0F5H2H38H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/LQC2K72Y/645QOT1MSY8OMEQLLN9J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/ASU59I08/O2GCTWFCI3SY643TZWL3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/Z7GM8XG1/6QBFCX9ITH563MG161KT.pdf
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10 真空試験装置 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月4日
ヤマト科学（株） 筑波営業所
茨城県つくば市東2-10-4
（法人番号7010001059565）

- 3,344,000 - 1 仕様書[PDF]

11
対話実験用ヒューマノイドロボット
装置 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月4日
日本サード・パーティ （株）
東京都港区高輪3-5-23
（法人番号6010701025248）

- 2,882,000 - 2 仕様書[PDF]

12
イッテルビウム添加ロッドファイ
バー １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和2年11月5日
セブンシックス（株）
東京都港区六本木6-10-1
（法人番号9010401068800）

- 1,870,000 - 1 仕様書[PDF]

13
レーザー励起磁化反転および4ｄ
遷移金属強磁性薄膜用解析装置
１式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月5日
ＨＰＣテクノロジーズ（株）
東京都千代田区飯田橋1-12-7
（法人番号2010001110778）

- 3,410,000 - 1 仕様書[PDF]

14 液体窒素蒸発防止装置 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月5日

日本サーマルエンジニアリング
（株）
神奈川県相模原市中央区田名塩
田1-17-17
（法人番号4021001013464）

- 2,887,500 - 1 仕様書[PDF]

15 光スペクトルアナライザ １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月5日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 3,410,000 - 1 仕様書[PDF]

16 太陽電池発光画像計測装置 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月5日
ＭＳＨシステムズ（株）
東京都江東区木場6-6-6
（法人番号1011701022025）

- 4,167,900 - 1 仕様書[PDF]

17 面発光レーザー １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月5日
（株）サンエストレーディング
東京都世田谷区三軒茶屋1-6-15
（法人番号3010901004442）

- 1,969,000 - 1 仕様書[PDF]

18 3Dプリンタ保守 １式

契約担当職
関西センター業務部長
國府田　眞奈美
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和2年11月6日
アルテック（株）
東京都中央区入船2-1-1
（法人番号6010001142875）

- 1,468,500 - 1

単価契約
予定総額
4,158,000円
仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/37HTVG5C/H6STE25SHXAC8WDIPTKK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/BGCOTWCB/897X0AY0VBXHPIG66963.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/JDWDFHLH/F5D3RN57ZYWBAHXCNC3Z.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-13.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/9W6AXGPH/5X8FMHROGF5Q31CYJQY3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/WZSKSZZW/HCE229RO2OEEXVOHPJI2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/PVFSF55W/2MYK1XZ5FGHV8ZA6SN2X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/F46ZDCOJ/KNB79QQA8ENV68KXA0XQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/O74E34RG/A4NV8UL7EIQHA97M7OPB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/O74E34RG/A4NV8UL7EIQHA97M7OPB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/O74E34RG/A4NV8UL7EIQHA97M7OPB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/O74E34RG/A4NV8UL7EIQHA97M7OPB.pdf
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19
イオントラップ型質量分析装置の
修理作業　一式 １式

契約担当職
関西センター業務部長
國府田　眞奈美
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和2年11月6日
（株）ウインクス
大阪府茨木市上穂東町4-24
（法人番号4130001032372）

- 1,350,580 - 1 仕様書[PDF]

20 オシロスコープ １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月6日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 3,780,150 - 1

単価契約
予定総額
1,401,400円
仕様書[PDF]

21
パターン光源レーザークラス１認
証取得作業 １式

契約担当職
調達室長
小河原　良雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月6日
エーエルティー（株）
東京都練馬区豊玉南1-21-10
（法人番号2011601008008）

- 1,096,700 - 1

単価契約
予定総額
1,576,190円
仕様書[PDF]

22 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば東事業所業務室長
宮下　幸隆
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和2年11月6日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,255円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,573,990円
仕様書[PDF]

23 光スペクトラムアナライザ １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

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

- 3,701,500 - 1

単価契約
予定総額
1,697,498円
仕様書[PDF]

24 高精度ビーム調整システム １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和2年11月6日

（株）オフィールジャパン
埼玉県さいたま市大宮区桜木町
4-384
（法人番号3030001010645）

- 2,042,700 - 1 仕様書[PDF]

25
低温サファイア発信器用振動抑制
型冷却システムの冷却水用配管
交換作業 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月6日
仁木工芸（株）
東京都品川区東大井5-26-22
（法人番号3120101008480）

- 1,496,000 - 1

単価契約
予定総額
2,440,350円
仕様書[PDF]

26
電子回路放射電磁界解析ソフト
ウェア １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月6日
アドバンスソフト（株）
東京都千代田区神田駿河台4-3
（法人番号6010401058102）

- 3,300,000 - 1

単価契約
予定総額
1,765,940円
仕様書[PDF]

27
日本語テキストマイニングソフト
ウェア １式

契約担当職
九州センター業務室長
金澤　保志
（佐賀県鳥栖市宿町807-1）

令和2年11月6日
（株）ＮＴＴデータ数理システム
東京都新宿区信濃町35
（法人番号5011101010403）

- 2,530,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/2HF06HAK/EQIJQKCMD4G5DR71R66Q.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/C9AABGPA/5LHS314N5Z7A0ZY8RNMR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/C9AABGPA/5LHS314N5Z7A0ZY8RNMR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/C9AABGPA/5LHS314N5Z7A0ZY8RNMR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/C9AABGPA/5LHS314N5Z7A0ZY8RNMR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/GKNJOFQZ/HKNHA1Y5Q1O91H0O38CW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/GKNJOFQZ/HKNHA1Y5Q1O91H0O38CW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/GKNJOFQZ/HKNHA1Y5Q1O91H0O38CW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/GKNJOFQZ/HKNHA1Y5Q1O91H0O38CW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/H4X3ETGE/DSAWBOYKT1NHV72MBI9X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/H4X3ETGE/DSAWBOYKT1NHV72MBI9X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/H4X3ETGE/DSAWBOYKT1NHV72MBI9X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/H4X3ETGE/DSAWBOYKT1NHV72MBI9X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6JA9TDVU/7VTZ6CH47K477G0CM98Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6JA9TDVU/7VTZ6CH47K477G0CM98Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6JA9TDVU/7VTZ6CH47K477G0CM98Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6JA9TDVU/7VTZ6CH47K477G0CM98Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6CG3HSQK/S868RMI5T81FAVO6OYN3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/BMKY6RX0/V5GYBJ4CMZ74CMCEZ9NV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/BMKY6RX0/V5GYBJ4CMZ74CMCEZ9NV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/BMKY6RX0/V5GYBJ4CMZ74CMCEZ9NV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/BMKY6RX0/V5GYBJ4CMZ74CMCEZ9NV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/TPPRPU06/0OSFPNFTDE33FUFE1WGO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/TPPRPU06/0OSFPNFTDE33FUFE1WGO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/TPPRPU06/0OSFPNFTDE33FUFE1WGO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/TPPRPU06/0OSFPNFTDE33FUFE1WGO.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-27.pdf
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28 プログラマブルフィルタ １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月9日
サンインスツルメント（株）
東京都品川区西五反田2-26-9
（法人番号2010701014642）

- 2,618,000 - 1

単価契約
予定総額
2,100,560円
仕様書[PDF]

29 研究支援者派遣 １式

契約担当職
東北センター業務室長
青木　一彦
(宮城県仙台市宮城野区苦竹4-2-
1)

令和2年11月9日

ＷＤＢ(株)
東京都千代田区丸の内二丁目3
番2号
（法人番号4010001143256）

- 2,530円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,319,680円
仕様書[PDF]

30 真空ポンプ １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月9日

テクス（株）
茨城県かすみがうら市宍倉5823-
2
（法人番号3050001036201）

- 1,782,000 - 1

単価契約
予定総額
3,853,300円
仕様書[PDF]

31
統合粉末X線解析ソフトウエア １
式

契約担当職
つくば中央第七事業所業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月9日
（株）リガク東京支店
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-4
（法人番5012801002680）

- 1,716,000 - 1

単価契約
予定総額
3,546,400円
仕様書[PDF]

32
熱化学電池発電性能試験装置用
精密温度差調整ユニット １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月9日
（株）アンペール
東京都新宿区西新宿7-5-3
（法人番号7011101001111）

- 1,980,000 - 1

単価契約
予定総額
2,479,158円
仕様書[PDF]

33 薄膜蒸着コントローラ １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月9日
（株）アールデック
茨城県つくば市二の宮1-16-10
（法人番号4050001015278）

- 1,917,300 - 1

単価契約
予定総額
1,594,780円
仕様書[PDF]

34
PCI Express型FPGAボードを用い
たメインメモリエミュレータの開発
１式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月10日
（株）フィックスターズ
東京都品川区大崎1-11-1
（法人番号8010701023423）

- 4,999,500 - 1

単価契約
予定総額
2,318,800円
仕様書[PDF]

35
ベータ二次標準線源システムアッ
プグレードパッケージ １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月10日
（株）千代田テクノル
東京都文京区湯島1-7-12
（法人番号7010001004851）

- 4,708,000 - 1 仕様書[PDF]

36 レーザー測長計 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月10日
（株）小野測器 第３営業グループ
埼玉県朝霞市東弁財1-3-9
（法人番号1020001001886）

- 3,248,383 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/IO3HQXFM/TUX1N8YR8ZR7J32H02FK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/IO3HQXFM/TUX1N8YR8ZR7J32H02FK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/IO3HQXFM/TUX1N8YR8ZR7J32H02FK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/IO3HQXFM/TUX1N8YR8ZR7J32H02FK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/F3GSFSVI/PT6AW47KMVWJA02TDXUQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/F3GSFSVI/PT6AW47KMVWJA02TDXUQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/F3GSFSVI/PT6AW47KMVWJA02TDXUQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/F3GSFSVI/PT6AW47KMVWJA02TDXUQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/1WW77G5F/GQ9QXQ9X5OOMEI611YQA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/1WW77G5F/GQ9QXQ9X5OOMEI611YQA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/1WW77G5F/GQ9QXQ9X5OOMEI611YQA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/1WW77G5F/GQ9QXQ9X5OOMEI611YQA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/E4IQRLBX/P8SLM6RLP7WO88FBJP6D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/E4IQRLBX/P8SLM6RLP7WO88FBJP6D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/E4IQRLBX/P8SLM6RLP7WO88FBJP6D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/E4IQRLBX/P8SLM6RLP7WO88FBJP6D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/EB60TGPB/5Y6RNJZTPJSV1S0O5P9L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/EB60TGPB/5Y6RNJZTPJSV1S0O5P9L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/EB60TGPB/5Y6RNJZTPJSV1S0O5P9L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/EB60TGPB/5Y6RNJZTPJSV1S0O5P9L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/RU3HQXBC/VHJ79WPCJ7GUCK6SZI49.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/RU3HQXBC/VHJ79WPCJ7GUCK6SZI49.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/RU3HQXBC/VHJ79WPCJ7GUCK6SZI49.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/RU3HQXBC/VHJ79WPCJ7GUCK6SZI49.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/DURZH93Q/581JB6I1NMGU5QYLQFAR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/DURZH93Q/581JB6I1NMGU5QYLQFAR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/DURZH93Q/581JB6I1NMGU5QYLQFAR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/DURZH93Q/581JB6I1NMGU5QYLQFAR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/9Q7UB574/383VQEC3QVMN9N287CN3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/JD5M0499/1J3EJ8XLFSFC7AI2WLOS.pdf
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37 液相マイクロ波反応装置 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月10日
（株）アントンパール・ジャパン
東京都墨田区堤通1-19-9
（法人番号3010701021654）

- 2,270,400 - 1

単価契約
予定総額
1,226,065円
仕様書[PDF]

38 最適選別条件計算機 １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年11月10日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号7010001059565）

- 2,607,000 - 1 仕様書[PDF]

39 真空攪拌脱泡装置 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月10日
（株）シンキー
東京都千代田区外神田2-16-2
（法人番号3010001020019）

- 2,750,000 - 1

単価契約
予定総額
1,105,104円
仕様書[PDF]

40
大型エアロゲル超臨界乾燥処理
作業 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月10日
茂利製油（株）
三重県伊勢市西豊浜町1825
（法人番号1190001007099）

- 1,760,000 - 1 仕様書[PDF]

41 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月10日
パーソルテンプスタッフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1
（法人番号1011001015010）

- 2,530円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,576,190円
仕様書[PDF]

42
発熱者検知用AI顔検出熱画像解
析システム １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月10日

ＮＥＣフィールディング（株） 茨城
支店
茨城県つくば市春日3-22-8
（法人番号3010401022977）

- 1,980,000 - 1 仕様書[PDF]

43
AIへの攻撃対策評価分析ツール
化作業 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月11日

（株）メビウス
神奈川県横浜市西区北幸2-10-
27
（法人番号3130001039914）

- 2,420,000 - 2 仕様書[PDF]

44 ガルバノスキャナ １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年11月11日

キヤノンマーケティングジャパン
（株）
東京都港区港南2-13-29
（法人番号5010401008297）

- 2,332,000 - 1 仕様書[PDF]

45
ジャーファーメンター型微生物培
養装置 １式

契約担当職
北海道センター業務室長
松本　卓
（北海道札幌市豊平区月寒東２条
17－2－1）

令和2年11月11日

北海道和光純薬（株）
北海道札幌市北区北15条西4-1-
16
（法人番号9430001022611）

- 4,994,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6WM7G6FN/KVYSK7JW8T6QJROD8SJK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6WM7G6FN/KVYSK7JW8T6QJROD8SJK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6WM7G6FN/KVYSK7JW8T6QJROD8SJK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6WM7G6FN/KVYSK7JW8T6QJROD8SJK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/A4ZSEQ3Y/A12HZZ7EC580EEDSGO84.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/CHQ4WF54/CHQ75Z5AIJYJO95R7JGF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/CHQ4WF54/CHQ75Z5AIJYJO95R7JGF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/CHQ4WF54/CHQ75Z5AIJYJO95R7JGF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/CHQ4WF54/CHQ75Z5AIJYJO95R7JGF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/9B1HGKKS/DONK8OFZLJZ0XKELR37P.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/QIEZD6O6/U4BUVNU9ZUCTE2CWKV5V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/QIEZD6O6/U4BUVNU9ZUCTE2CWKV5V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/QIEZD6O6/U4BUVNU9ZUCTE2CWKV5V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/QIEZD6O6/U4BUVNU9ZUCTE2CWKV5V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/BKGIQFQN/YAJBEJK5N8TOMC7KX8EH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/L0VRRMEX/0R6KG691B1TDN7TMH8WR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/Z8PSEV8T/433VPEFX46R0YF99Z1KF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/VUHJB1UL/A1JARU3ZS77BPNKSF2VZ.pdf
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46
スピニング加工の有限要素法解
析作業 １式

契約担当職
つくば東事業所業務室長
宮下　幸隆
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和2年11月11日
エムエスシーソフトウェア（株）
東京都新宿区西新宿1-23-7
（法人番号8011101036676）

- 1,760,000 - 1 仕様書[PDF]

47
マルチ電気化学計測システム １
式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月11日
北斗電工（株）
東京都目黒区碑文谷4-22-13
（法人番号4013201005382）

- 4,950,000 - 1 仕様書[PDF]

48 超音波式標準ガスメーター １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月11日
東京計装（株）
東京都港区芝公園1-7-24
（法人番号9010401020463）

- 2,200,000 - 1 仕様書[PDF]

49
ネットワークアナライザモジュール
１式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月12日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 3,744,400 - 1 仕様書[PDF]

50 レーザー誘起電流測定装置 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月12日
分光計器（株）
東京都八王子市高倉町4-8
（法人番号4010101003426）

- 4,218,500 - 1 仕様書[PDF]

51 研究機器等移設作業 １式

契約担当職
東北センター業務室長
青木　一彦
(宮城県仙台市宮城野区苦竹4-2-
1)

令和2年11月12日
(株)東栄科学産業
宮城県仙台市太白区富沢4-8-29
（法人番号3370001002030）

- 3,414,400 - 1 仕様書[PDF]

52 研究支援者派遣 １式

契約担当職
北海道センター業務室長
松本　卓
（北海道札幌市豊平区月寒東２条
17－2－1）

令和2年11月12日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,737円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,697,498円
仕様書[PDF]

53 大口径シリコンドリフト検出器 １式

契約担当職
関西センター業務部長
國府田　眞奈美
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和2年11月12日

関西ファベルサービス（株）
京都府京田辺市大住ヶ丘1-11-
11
（法人番号6130001042527）

- 3,135,000 - 1 仕様書[PDF]

54 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月12日

（株）テクノプロ　テクノプロ・Ｒ＆Ｄ
社　つくば支店
茨城県土浦市桜町1-15-11
（法人番号2010401069169）

- 4,785円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,440,350円
仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/5OJ48K5Q/WYXEL14QAQYO13A908QB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/SZV3YQCW/UYOAA4JPSRUQ8BMOPXCF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/5TX0IYOJ/JSN9BX01XRYUPN5A29K0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/S5OOJ2P2/P9DAY393O5J1KN0G39RA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/B75F3LVQ/56TFFUWFKZYLZA6TWVEI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/7YSUY2MC/2ITLCO32H019O1ZFAE4O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/A7OSDDTD/B0RA3SQKP6QIZGPJ29LX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/A7OSDDTD/B0RA3SQKP6QIZGPJ29LX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/A7OSDDTD/B0RA3SQKP6QIZGPJ29LX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/A7OSDDTD/B0RA3SQKP6QIZGPJ29LX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/8Y53HRRW/W0BW0K1K82O12XXGD8SI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/07SG2D58/IKTWAG80XCTSRLRRF9EG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/07SG2D58/IKTWAG80XCTSRLRRF9EG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/07SG2D58/IKTWAG80XCTSRLRRF9EG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/07SG2D58/IKTWAG80XCTSRLRRF9EG.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和2年11月）＞

連番 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及

び住所
予定価格（円）

(税込）
契約金額（円）

（税込）
落札率（％）

公開見積競
争又は見積
もり合わせ
の参加者数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

55
ダイナミックサイン視認性のVR検
証実験被験者募集業務および
データ収集補助業務 １式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月13日
（株）ＲＴＣ
群馬県高崎市貝沢町1150-1
（法人番号2070001010618）

- 2,220,592 - 1 仕様書[PDF]

56
管内デトネーション熱流動解析
サーバ １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年11月13日

（株）ユニットコム 東日本営業本
部
東京都千代田区外神田3-4-15
（法人番号2120001037218 ）

- 2,103,200 - 1 仕様書[PDF]

57 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月13日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,080円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,401,400円
仕様書[PDF]

58 研究支援者派遣 １式

契約担当職
中国センター業務室長
山口　洋二
（広島県東広島市鏡山3-11-32）

令和2年11月13日
（株）メイテック
東京都台東区上野1-1-10
（法人番号1180001027412）

- 6,160円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,158,000円
仕様書[PDF]

59
ＡＥ／微小地震観測点メンテナン
ス作業 １式

契約担当職
福島再生可能エネルギー研究所
業務室長
川鈴木　宏
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和2年11月16日
地熱エンジニアリング（株）
岩手県滝沢市大釜大清水356-6
（法人番号4400001008543）

- 2,200,000 - 1 仕様書[PDF]

60 企業アンケート調査支援業務 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和2年11月16日
（株）東京商工リサーチ 千葉支店
千葉県千葉市中央区登戸1-26-1
（法人番号5010001134287）

- 2,827,209 - 3 仕様書[PDF]

61 産業用ロボット及び架台 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和2年11月16日

（株）たけびし
京都府京都市右京区西京極豆田
町29
（法人番号1130001001272）

- 2,136,200 - 1 仕様書[PDF]

62 次世代シーケンス解析作業 １式

契約担当職
北海道センター業務室長
松本　卓
（北海道札幌市豊平区月寒東２条
17－2－1）

令和2年11月16日

北海道和光純薬（株）
北海道札幌市北区北15条西4-1-
16
（法人番号9430001022611）

- 4,147,000 - 1 仕様書[PDF]

63 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年11月16日
（株）エイジェック
茨城県つくば市みどりの1-4-3
（法人番号3011101036128）

- 2,420円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,594,780円
仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/7AALZQHU/BS4FTRIXKRW1TL695SEQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/RJTZE90A/27R9YD8NQK894EJAIF4S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/02GHB602/04F10BBJZ5RLX6I1YGDS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/02GHB602/04F10BBJZ5RLX6I1YGDS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/02GHB602/04F10BBJZ5RLX6I1YGDS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/02GHB602/04F10BBJZ5RLX6I1YGDS.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-58.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-58.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-58.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-58.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/L3CEKOZZ/3PG4223XRO0A8S6VCKVE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/46JVGPDZ/8C92JRQ4XJQZ0KOGTIPW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/FVO4IGBP/FK5LIQT3B1IHWZTTR3FJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/UMFPVPXB/JKSUBRQVBEP89ZDFM10H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/3TVPSFWA/SKMFUTEDGXUTYARQFVOG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/3TVPSFWA/SKMFUTEDGXUTYARQFVOG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/3TVPSFWA/SKMFUTEDGXUTYARQFVOG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/3TVPSFWA/SKMFUTEDGXUTYARQFVOG.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和2年11月）＞

連番 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及

び住所
予定価格（円）

(税込）
契約金額（円）

（税込）
落札率（％）

公開見積競
争又は見積
もり合わせ
の参加者数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

64 SiO2薄膜除去加工作業 １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年11月17日
（株）Ｄ－ｐｒｏｃｅｓｓ
神奈川県大和市大和南2-8-22
（法人番号5010001126227）

- 1,178,650 - 1 仕様書[PDF]

65 ガスクロマトグラフ １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月17日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 1,749,000 - 1 仕様書[PDF]

66
極低温特性評価用多層配線TEG
（Test Element Group）の設計 １
式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年11月17日
（株）ジーダット
東京都中央区湊1-1-12
（法人番号7010001085545）

- 2,200,000 - 2 仕様書[PDF]

67 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月17日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,520円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,319,680円
仕様書[PDF]

68 研究支援者派遣 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月17日

（株）テクノプロ　テクノプロ・デザイ
ン社
東京都港区高輪3-25-33
（法人番号2010401069169）

- 5,720円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,546,400円
仕様書[PDF]

69
実験協力者リクルーティング・管
理・満足度調査 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和2年11月17日

（株）ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
東京都中央区日本橋小伝馬町4-
9
（法人番号3010001152084）

- 3,300,000 - 1 仕様書[PDF]

70
大気化学輸送モデル周辺プログラ
ムの改修・移行作業 １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年11月17日
日本エヌ・ユー・エス（株）
東京都新宿区西新宿7-5-25
（法人番号8011101057185）

- 2,749,010 - 1 仕様書[PDF]

71 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月17日

（株）テクノプロ　テクノプロ・Ｒ＆Ｄ
社　つくば支店
茨城県土浦市桜町1-15-11
（法人番号2010401069169）

- 3,762円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,479,158円
仕様書[PDF]

72
別府湾表層地層探査記録再処理
作業 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月17日
川崎地質（株）
東京都港区三田2-11-15
（法人番7010401037591）

- 3,850,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/QTAFC9IN/P4VS2ZE6TDP6LXHT0MAN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/2UIZB6FJ/LN38TUGHTJM9IZHEGG6G.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6TXROI2E/NUDWT4FWB0XRHBL8HRQK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/B1G8GKX4/Q40Y7MXXF4FXR9DVTQCX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/B1G8GKX4/Q40Y7MXXF4FXR9DVTQCX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/B1G8GKX4/Q40Y7MXXF4FXR9DVTQCX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/B1G8GKX4/Q40Y7MXXF4FXR9DVTQCX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6U49OZQK/4YJ4C0ZG2X9FPN7FN91T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6U49OZQK/4YJ4C0ZG2X9FPN7FN91T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6U49OZQK/4YJ4C0ZG2X9FPN7FN91T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6U49OZQK/4YJ4C0ZG2X9FPN7FN91T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/B9IE4TO2/OOLHBZZXERJ806QLYCFQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/VYTXRUNG/MSJV73SZIQCX7LYSNV2R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/1BBLW1WH/P8VQVH7ZEP35I3ERLF9R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/1BBLW1WH/P8VQVH7ZEP35I3ERLF9R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/1BBLW1WH/P8VQVH7ZEP35I3ERLF9R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/1BBLW1WH/P8VQVH7ZEP35I3ERLF9R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/9VNZEBIC/JEA7CDQ6PP4VCXJWT1C8.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和2年11月）＞

連番 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及

び住所
予定価格（円）

(税込）
契約金額（円）

（税込）
落札率（％）

公開見積競
争又は見積
もり合わせ
の参加者数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

73 LIBS分析用YAGレーザー １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年11月18日
レイチャーシステムズ（株）
東京都新宿区舟町7
（法人番号9011101033607）

- 2,035,000 - 1 仕様書[PDF]

74 XYZステージユニット １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月18日

神津精機（株）
神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-
15
（法人番号4020001075449）

- 1,841,400 - 1 仕様書[PDF]

75 コリオリ流量計 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月18日
日本フローコントロール（株）
東京都千代田区神田練塀町68-3
（法人番号3010001033689）

- 3,272,500 - 1 仕様書[PDF]

76 ドライ排気ユニット １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月18日
（株）アールデック
茨城県つくば市二の宮1-16-10
（法人番号4050001015278）

- 4,631,000 - 1 仕様書[PDF]

77
ベクトルネットワークアナライザ用
低位相雑音信号源 １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月18日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 4,829,000 - 1 仕様書[PDF]

78 レーザーパッケージ開封装置 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月18日
ハイソル（株）
東京都台東区上野1-17-6
（法人番号5010501018956）

- 4,939,000 - 1 仕様書[PDF]

79 固体試料燃焼装置 １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年11月18日
竹田理化工業（株）
東京都渋谷区恵比寿西2-7-5
（法人番号9011001013618）

- 1,919,500 - 1 仕様書[PDF]

80
高周波 3 次元電磁界解析ソフト
ウェア １式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月18日
アンシス・ジャパン（株）
東京都新宿区西新宿6-10-1
（法人番号6011101057245）

- 4,972,770 - 1 仕様書[PDF]

81 車輪ロボット用アクチュエータ １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月18日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 2,832,720 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/2XDE45JB/SL38QSSJWTQVVD31V9AW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/VVLQZ83J/DL0P1FE46MIYBX569LGE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/VM2B8W6P/UPQQ1YSJ0F4PLHXY3KZT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/9Q7GVYSD/1OAUQJ5GXK31NT6I72Z6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/KRHSDDUX/GFUPY00ACE1HZ5MUGWZG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/JQH5QOL3/GG3C01YD39LQV50E2THV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/JBD8EUIK/SXDEDFWAHUKDYN7BSDPG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/QLBQC7CQ/VN6USAN5XAXMD923Y9GG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/PTBCBTGE/FP59HKDJAC00K3W4GLMP.pdf
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82 人体寸法データベース １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月18日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 3,190,000 - 1 仕様書[PDF]

83 赤外分光装置用ガスセル １式

契約担当職
福島再生可能エネルギー研究所
業務室長
川鈴木　宏
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和2年11月18日

（株）東栄科学産業
福島県郡山市富久山町福原字陣
場194-7
（法人番号3370001002030）

- 1,969,000 - 1

84
電気化学界面シミュレーションの
ためのモデリングツール作成 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月18日
（株）日産アーク
神奈川県横須賀市夏島町1
（法人番号9021001040867）

- 4,303,200 - 1

85 電動ステージ １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月18日
竹田理化工業（株）
東京都渋谷区恵比寿西2-7-5
（法人番号9011001013618）

- 1,663,200 - 1 仕様書[PDF]

86
東京湾リスク評価モデル（AIST-
RAMTB Ver2.0）のデータベース作
成作業 １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年11月18日
（株）サイエンスアンドテクノロジー
東京都港区芝浦4-12-44
（法人番号010701013913）

- 4,400,000 - 1 仕様書[PDF]

87 非破壊型糖度測定器 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月18日
（株）トミタモータース
埼玉県久喜市久喜北1-10-17
（法人番号 6030001091872）

- 4,447,960 - 1 仕様書[PDF]

88 GPUワークステーション １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月19日
（株）ジーデップ・アドバンス
東京都港区芝1-12-7
（法人番号1010001173009）

- 3,000,000 - 1 仕様書[PDF]

89
プロトン伝導セラミック燃料電池の
高出力化・低温作動化に向けた
シーズ・ニーズ比較検討 １式

契約担当職
中部センター業務部長
吉岡　有二
（愛知県名古屋市守山区下志段
味穴ケ洞2266-98）

令和2年11月19日
みずほ情報総研（株）
東京都千代田区神田錦町2-3
（法人番号9010001027685）

- 3,190,000 - 1 仕様書[PDF]

90 近赤外分光器 １式

契約担当職
関西センター業務部長
國府田　眞奈美
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和2年11月19日
（株）東京インスツルメンツ
東京都江戸川区西葛西6-18-14
（法人番号7011701005288）

- 2,992,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/J2JRP30G/20XHXX7UNHGW453WXKEB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/J2FKWSG0/LLRRG2NQCAR2QHGATI0L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/QVEEWGEN/IR1GL7HPPGX2AE94P1MD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/4A7FXR3S/MO2EYMD3Q023H9ZOQ1PN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/JB34OC3X/HKTFB5Q4XPL6161NGECM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/FMIFRK5U/9RZA17PDV04OU4UB7VUV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/YRTATOCP/DNLZN3R47NW6SK3MA23L.pdf
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91 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和2年11月19日

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

- 3,740円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,318,800円
仕様書[PDF]

92 恒温恒湿飼育器 １式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月19日
東和科学（株）
東京都豊島区南大塚2-37-5
（法人番号2010001024235）

- 3,192,860 - 1 仕様書[PDF]

93
高速液体クロマトグラフ用データ
処理装置更新およびメンテナンス
１式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月19日
竹田理化工業（株）
東京都渋谷区恵比寿西2-7-5
（法人番号9011001013618）

- 1,996,500 - 1 仕様書[PDF]

94
無機材料科学論文に対する合成
プロセスのアノテーション関連作
業 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月19日
（株）ジー・サーチ
東京都港区海岸3-9-15
（法人番号9010401053868）

- 1,650,000 - 1 仕様書[PDF]

95 InGaAs近赤外線カメラ １式

契約担当職
つくば中央第七事業所業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月20日

浜松ホトニクス（株）
静岡県浜松市東区市野町1126-
の1
（法人番号2080401004193）

- 2,727,450 - 1 仕様書[PDF]

96 ミックスペプチド抗体作成 １式

契約担当職
北海道センター業務室長
松本　卓
（北海道札幌市豊平区月寒東２条
17－2－1）

令和2年11月20日
（株）フロンティア・サイエンス
北海道石狩市新港西1-777ｰ12
（法人番号9430001032924）

- 1,848,000 - 1 仕様書[PDF]

97 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月20日

（株）テクノプロ　テクノプロ・Ｒ＆Ｄ
社　つくば支店
茨城県土浦市桜町1-15-11
（法人番号2010401069169）

- 4,235円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,100,560円
仕様書[PDF]

98 凍結薄切切片作成装置 １式

契約担当職
関西センター業務部長
國府田　眞奈美
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和2年11月20日
（株）アズバイオ
大阪府大阪市北区天満3-5-8
（法人番号8120001016752）

- 4,989,930 - 1 仕様書[PDF]

99 PCR関連試薬保管用保冷庫 １式

契約担当職
東北センター業務室長
青木　一彦
(宮城県仙台市宮城野区苦竹4-2-
1)

令和2年11月24日
(株)池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 2,926,000 - 2 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/VIHBHTNQ/SEN5ZORDI7W8EU9W2U5I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/VIHBHTNQ/SEN5ZORDI7W8EU9W2U5I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/VIHBHTNQ/SEN5ZORDI7W8EU9W2U5I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/VIHBHTNQ/SEN5ZORDI7W8EU9W2U5I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/K96M735Q/JP326Z5A3UV2MFCB65CW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/X224S9OS/FBFROKUNVP9M5FZRYHZR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/DXTZDF9W/QVTNG6M0K8PPOMV4F0Z9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/MSRXH0FP/7GZ8J8O6WMJ21YR3C37T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6MA0JP40/8HVR2CWFQAO3HENHAUUK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/X5M2LQUP/IR2WK3YTKN39LEJH9D7H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/X5M2LQUP/IR2WK3YTKN39LEJH9D7H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/X5M2LQUP/IR2WK3YTKN39LEJH9D7H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/X5M2LQUP/IR2WK3YTKN39LEJH9D7H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/3N1LNGTD/SSQ6P9GTR2TSWUFDF6BT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/DNEP87LR/LO6YRJDAO0TUWYEUEBF5.pdf
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100
安全対策用実験室セット一式
（パーティション、安全キャビネッ
ト、中央実験台） １式

契約担当職
四国センター業務室長
三田　芳弘
（香川県高松市林町2217-14）

令和2年11月24日
（株）大一器械 香川営業所
香川県高松市伏石町2128-1
（法人番号9480001001296）

- 3,928,100 - 1 仕様書[PDF]

101 研究支援者派遣 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月24日

（株）ジーシーエス
千葉県松戸市西馬橋幸町130-
401
（法人番号2040001090753）

- 5,500円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,853,300円
仕様書[PDF]

102
植物ゲノム解析への機械学習適
用に向けたデータ整備 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月24日
ライフマティックス（株）
東京都中央区八丁堀2-25-10
（法人番号6010401076293）

- 4,312,000 - 1 仕様書[PDF]

103
身体運動評価用ソフトウェアの機
能拡張業務 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和2年11月24日

（株）スリーディー
神奈川県横浜市港北区新横浜2-
3-8
（法人番号1020001094872）

- 2,035,000 - 1 仕様書[PDF]

104
設計者の暗黙知記録支援システ
ムの構築 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和2年11月24日
（株）ウニークス
東京都千代田区内神田1-9-10
（法人番号5010001104686）

- 4,977,500 - 2 仕様書[PDF]

105 微量高速冷却遠心機 １式

契約担当職
北海道センター業務室長
松本　卓
（北海道札幌市豊平区月寒東２条
17－2－1）

令和2年11月24日

北海道和光純薬（株）
北海道札幌市北区北15条西4-1-
16
（法人番号9430001022611）

- 2,222,000 - 1 仕様書[PDF]

106 放射性炭素年代測定 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月24日

（株）加速器分析研究所
神奈川県川崎市多摩区登戸新町
129-1
（法人番6020001063955）

- 3,432,000 - 3 仕様書[PDF]

107
Medalsワークフローのアップデート
１式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月25日
（株）情報数理バイオ
東京都豊島区東池袋4-21-1
（法人番号7013301031210）

- 1,980,000 - 1 仕様書[PDF]

108
グローブボックス用回転機構付き
管状炉 １式

契約担当職
中部センター業務部長
吉岡　有二
（愛知県名古屋市守山区下志段
味穴ケ洞2266-98）

令和2年11月25日

（株）ヒートテック
神奈川県横浜市青葉区寺家町
353-1
（法人番号3020001087206）

- 2,469,500 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-100.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/JCUMLBIG/FOGPKNVSIYLMM8V1Y1YS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/JCUMLBIG/FOGPKNVSIYLMM8V1Y1YS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/JCUMLBIG/FOGPKNVSIYLMM8V1Y1YS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/JCUMLBIG/FOGPKNVSIYLMM8V1Y1YS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/RWAG8TI8/S33S8NP3G5LIQR5Z7HF8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/SUJR9DM6/I296XHVOSQ3H3K4SEZUK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/SRULWCK0/6ASKG9T8DCQ0LD26A9N9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/3HM8FZHZ/WYWRHRUZ1EQJ2VFKB2NX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/84OPAEBL/PMF40NBLG98KKPDTRNME.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/P48U9CVO/HW0MXAXQCHZ0YQ9XLX90.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/SAH1XB2C/2TE4648XKIG2IRNWQ5EU.pdf
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109
コモンクライテリアに基づく信頼性
クライテリア枠組み整理の支援作
業 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月25日
みずほ情報総研（株）
東京都千代田区神田錦町2-3
（法人番号9010001027685）

- 4,727,118 - 1 仕様書[PDF]

110
ネットワーク評価用ネットワークイ
ンターフェイスカード １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月25日

（株）マクニカ
神奈川県横浜市港北区新横浜1-
6-3
（法人番号2020001032286）

- 3,353,775 - 1 仕様書[PDF]

111 ワークステーション １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年11月25日
アルファウェイブ（株）
千葉県船橋市山野町103-1-1108
（法人番号5040001016656）

- 2,499,200 - 3 仕様書[PDF]

112 空間光位相変調器 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月25日
浜松ホトニクス（株）
静岡県浜松市東区市野町1126-1
（法人番号2080401004193）

- 2,189,000 - 1 仕様書[PDF]

113
樹脂埋め試料用自動研磨装置 １
式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月25日
（株）サブテック
千葉県松戸市六実1-54-11
（法人番号8040001035579）

- 1,892,000 - 1 仕様書[PDF]

114
信頼構築技術の統合リスク分析
に関する枠組み構築の支援作業
一式 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月25日
（株）ハイセーフ
神奈川県海老名市国分南3-22-5
（法人番号8021001066698）

- 3,872,000 - 1 仕様書[PDF]

115 電気化学検出器 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月25日
（株）ナイカイつくば支店
茨城県つくば市台町3-8-8
（法人番号8120001029481）

- 1,650,000 - 1 仕様書[PDF]

116 陽電子消滅寿命測定装置 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月25日
（株）テクノエーピー
茨城県ひたちなか市馬渡2976-15
（法人番号9050001008822）

- 3,976,148 - 1 仕様書[PDF]

117
テキストマイニング用論文データ
セット １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月26日

（株）紀伊國屋書店 東京営業本
部
東京都目黒区下目黒3-7-10
（法人番号4011101005131 ）

- 3,072,944 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/U0EKQZFQ/53DFFWFLYJ1JD5FVWXUJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/IFQTRNIW/8TLVS9DBEJU5DOGUZVQS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/SUU4Y0D3/POANJ87H5KVXY8KUEJFO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/8WXTWLCO/SSI7E6HFGU3B3B912J26.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/336QZYWJ/NC5OCAEX7O95KMDE4363.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/8HXIRT9X/3K5Z49XE1K3ZAH6CZPIU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/W4P9TM7H/2XRNX0SBVL4N15OOEZPA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/RWQ61LIZ/WJCEZEJNGLU5XH1686FB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/4YUJBJ23/XRCOHAD5961HLCZZI6B6.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和2年11月）＞

連番 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及

び住所
予定価格（円）

(税込）
契約金額（円）

（税込）
落札率（％）

公開見積競
争又は見積
もり合わせ
の参加者数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

118
画像解析用ワークステーション １
式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月26日
アルファウェイブ（株）
千葉県船橋市山野町103-1-1108
（法人番号5040001016656）

- 1,694,000 - 2 仕様書[PDF]

119 高品質4H-SiCウェハ １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月26日
セラミックフォーラム（株）
東京都千代田区神田錦町3-19-6
（法人番号 5010601040133）

- 1,815,000 - 2 仕様書[PDF]

120 人工呼吸器 １式

契約担当職
つくば東事業所業務室長
宮下　幸隆
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和2年11月26日
（株）エムシー
東京都渋谷区代々木2-27-11
（法人番号5011001046209）

- 4,208,600 - 1 仕様書[PDF]

121 精密ミクロ電子天秤 １式

契約担当職
東北センター業務室長
青木　一彦
(宮城県仙台市宮城野区苦竹4-2-
1)

令和2年11月26日
(株)東栄科学産業
宮城県仙台市太白区富沢4-8-29
（法人番号3370001002030）

- 1,991,000 - 2 仕様書[PDF]

122
卓上型マニュアル精密劈開装置
１式

契約担当職
つくば東事業所業務室長
宮下　幸隆
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和2年11月26日
ハイソル（株）
東京都台東区上野1-17-6
（法人番号5010501018956）

- 4,895,000 - 1 仕様書[PDF]

123 電気化学試験装置 １式

契約担当職
つくば中央第五事業所業務部長
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月26日
北斗電工（株）
東京都目黒区碑文谷4-22-13
（法人番号4013201005382）

- 2,618,000 - 1 仕様書[PDF]

124 300mmSOIウエハ １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年11月27日
信越アステック（株）
東京都千代田区内神田2-2-1
（法人番号4010001018615）

- 3,300,000 - 1 仕様書[PDF]

125
プラスチックの生分解度試験及び
崩壊度試験に関する調査作業 １
式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年11月27日
（株）住化技術情報センタ－
大阪府中央区高麗橋4-6-17
（法人番号6120001082301）

- 2,877,380 - 1 仕様書[PDF]

126 ポータブル加速度計 １式

契約担当職
福島再生可能エネルギー研究所
業務室長
川鈴木　宏
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和2年11月27日

（株）ミツトヨ
神奈川県川崎市高津区坂戸1-
20-1
（法人番号7020001067105）

- 4,471,500 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/FPHBUEOQ/1K1BSYZ5X7TVKKW3CSR2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/VB6JCNHR/MWXOA1I73K2Z8MIRUXYN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/DZYHSMR5/TX5ABSLA194W04RBKBVR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/WOEQ4SJC/GFD8EF7N1RGE6UQ65SZI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/HF70SGSQ/JFM81VUGL244LQ20Q60U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/CA6NHQOC/HCQ703F71K593AO7JDDB.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-124.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/DNTY1KXY/0E9OU4YT6X991PLX04SP.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-126.pdf
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127
横手盆地東縁断層帯の詳細DEM
データ追加作成 １式

契約担当職
つくば中央第七事業所業務室長
山口　勝美
（茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月27日
国際航業（株）
東京都千代田区六番町2
（法人番号9010001008669）

- 2,200,000 - 1 仕様書[PDF]

128
極薄チップ多段積層組み立て加
工作業 １式

契約担当職
調達室長
小河原　良雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月27日

富士通エレクトロニクス（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜2-
100-45
（法人番号2020001083420）

- 2,000,000 - 1 仕様書[PDF]

129
身体力学解析用フォースプレート
１式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月27日
アーカイブティップス（株）
東京都千代田区神田司町2-7
（法人番号3011501018766　）

- 3,740,000 - 2 仕様書[PDF]

130 立体音響システム １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和2年11月27日
（株）アコースティックフィールド
東京都目黒区中央町1-1-6-101
（法人番号4010401068730）

- 2,953,500 - 1 仕様書[PDF]

131 ３Dステレオカメラ １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月30日
（株）マイクロ・テクニカ 本社分室
東京都豊島区東池袋3-13-3
（法人番号 8013301011194　）

- 1,958,000 - 1 仕様書[PDF]

132
ガス循環精製装置付バキューム
式グローブボックス １式

契約担当職
中部センター業務部長
吉岡　有二
（愛知県名古屋市守山区下志段
味穴ケ洞2266-98）

令和2年11月30日
オザワ科学（株） 小牧営業所
愛知県小牧市常普請2-89
（法人番号4180001035008）

- 4,477,000 - 1 仕様書[PDF]

133
サイエンティフィックCMOSカメラ １
式

契約担当職
つくば中央第三事業所業務室長
真中　民雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月30日
浜松ホトニクス（株）
茨城県つくば市研究学園5-12-10
（法人番号2080401004193）

- 1,933,250 - 2 仕様書[PDF]

134 モーションセンサシステム １式

契約担当職
調達室長
小河原　良雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月30日
ゼロシーセブン（株）
東京都港区赤坂5-4-7
（法人番号1010001007884）

- 3,239,500 - 1 仕様書[PDF]

135
ユーザグループを対象としたアイ
テムリスト推薦に関するアノテー
ションデータベースの作成 １式

契約担当職
つくば中央第二事業所業務部長
安富　正
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和2年11月30日
（株）アイアール・アルト
東京都新宿区原町3-61
（法人番号1011101030116）

- 4,873,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/TX59RN8U/2NZN3ZHJEBZJV8EZ4NBM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/DYZXHYQ9/9HJEMYFH9667F0BJZ1O9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/6AOWZCVM/V1JWNTE5JERZ0H9PRK5U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/A3QC66ND/QYHUHFK4SFVEB00ZN189.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-131.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-132.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/XH95UB7L/S125DQZ8O7X4YMAW12OH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/N6XESW5J/YQEGTWGZTJDEPUD1G99B.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/HPJMJ7QI/XERUIK7135J5KXE1JI7B.pdf
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136 液滴生成装置 １式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月30日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 3,553,000 - 1 仕様書[PDF] 

137 自律移動ロボット用センサ １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
米山　千佳子
（東京都江東区青海2-3-26）

令和2年11月30日
（株）アルゴ
大阪府吹田市江坂町1-13-48
（法人番号5120901005238）

- 3,267,000 - 1 仕様書[PDF]

138 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月30日
パーソルテンプスタッフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1
（法人番号1011001015010）

- 2,636円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,226,065円
仕様書[PDF]

139 研究支援者派遣 １式

契約担当職
つくば中央第六事業所業務室長
田崎　文子
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和2年11月30日
パーソルテンプスタッフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1
（法人番号1011001015010）

- 2,631円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,105,104円
仕様書[PDF]

140
燃焼解析装置 メインユニットおよ
びD/Aユニット換装 １式

契約担当職
福島再生可能エネルギー研究所
業務室長
川鈴木　宏
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和2年11月30日
日本電計（株） 郡山営業所
福島県郡山市桑野2-2-18
（法人番号9010501010505）

- 1,821,600 - 1 仕様書[PDF] 

141
廃プラスチックの河川・海域への
流入モデルのシステム構造図作
成作業 １式

契約担当職
つくば西事業所業務部長
加藤　信隆
(茨城県つくば市小野川16-1)

令和2年11月30日

（株）サステイナブルシステムデザ
イン研究所
東京都中央区佃2-10-9-2210
（法人番号5010001120279）

- 2,706,000 - 1 仕様書[PDF]

375,181,245 370,044,970 98.63%

https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-136.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-137.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-138.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-138.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho/202011-138.pdf
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