
＜特例随意契約一覧表（令和2年12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
8インチウェハのフォトリソグラフィ加工
一式

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12月1日

（一財）マイクロマシンセンター
東京都千代田区神田佐久間河岸
67
（法人番号3010005016673）

- 1,832,215 - 1 仕様書[PDF]

2
ワークステーション及びダイレクトアタッ
チトストレージ 一式

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12月1日
（株）ＨＰＣテック
東京都中央区日本橋富沢町7-13
（法人番号7010001120401）

- 3,608,000 - 3 仕様書[PDF]

3 実時間画像処理用高速カメラ 一式

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12月1日
（株）エーディーエステック
千葉県船橋市印内町568-1-1
（法人番号6040001021647）

- 2,090,000 - 1 仕様書[PDF]

4 海水pH測定用指示薬精製作業 一式

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12月1日
（株）ケムコ
大阪府高槻市八幡町1-23
（法人番号4120901010833）

- 1,925,000 - 1 仕様書[PDF]

5
ガス吸引型小型ガスセンサ評価モ
ジュールの改造 一式

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12月1日
（株）サムス
愛知県春日井市鳥居松町1-199
（法人番号9180001074190）

- 1,267,200 - 1 仕様書[PDF]

6
FRAMモデル編集用GUIプログラム作成
一式

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12月1日
（株）テクノソリューション
東京都中央区新川2-21-10
（法人番号5010001116681）

- 2,497,000 - 1 仕様書[PDF]

7 研究支援者派遣 二式

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12月1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 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
4,701,840円

8 粒子解析用ソフトウェア 一式

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12月1日
（株）ライトストーン
東京都千代田区東神田2-5-12
（法人番号5010601032155）

- 1,644,500 - 1 仕様書[PDF]

9
エックス線回折装置用解析ソフトウェア
及びデータベース 一式

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12月1日

（株）リガク 名古屋営業所
愛知県名古屋市東区代官町35ｰ
16
（法人番号5012801002680）

- 2,662,000 - 1 仕様書[PDF]

10 対話実験用視線計測装置 一式

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12月1日
トビー・テクノロジー（株）
東京都品川区西五反田7-7-7
（法人番号3010401075455）

- 3,393,500 - 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/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/NTPX19H1/XH0VNSKF4ES8VX7YYNO2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/5M3MTRIF/TZOAF097ZCKMFOUQMN0L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/PSAZ7CDB/I1YWSWPYEJGAS98XC4SY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/8AAAR0Y2/T3982CC6003X8ONC4YSX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/7379D602/XVR8705QJZQT4H44KBMK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/YYPCRK17/O344WNJACVVDFOCGMYTE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/CMU2V4XY/WMJ9B4T0DPS6X476U9RZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/CMU2V4XY/WMJ9B4T0DPS6X476U9RZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/CMU2V4XY/WMJ9B4T0DPS6X476U9RZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/CMU2V4XY/WMJ9B4T0DPS6X476U9RZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/G0N83BIZ/XCJ8MJKIEQXZ9IEDT1IQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/FVV9IQSX/I2GFCWZ94UQN81YJASFU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/5I419ZV1/JO7SWFK2H7QM4V0F505E.pdf
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11 タワー型ワークステーション 一式

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12月1日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 3,300,000 - 1

12 96チャンネル同時分注機 一式

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12月1日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 2,145,000 - 1 仕様書[PDF]

13
リアルタイムPCR装置のハイスループッ
ト化作業 一式

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12月1日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 1,534,500 - 1 仕様書[PDF]

14 高温成膜用レーザー装置 一式

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12月2日
（株）マイアソック 京都営業所
京都府宇治市木幡西中44-2
（法人番号2370001039073）

- 4,103,000 - 1 仕様書[PDF]

15
準汎用内視鏡画像データ収集用泌尿
器ビデオスコープシステム 一式

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12月2日
（株）栗原医療器械店 土浦支店
茨城県土浦市若松町1-21
（法人番号4070001022669）

- 4,604,600 - 1 仕様書[PDF]

16
海洋ごみ化の可能性のあるプラスチッ
クの国内需要量と製品の調査作業 一
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12月2日
（株）三菱ケミカルリサーチ
東京都新宿区左門町16-1
（法人番号5010001022137）

- 4,730,000 - 1 仕様書[PDF]

17 クリーンベンチ　二式

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12月2日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 1,595,000 - 1 仕様書[PDF]

18 アーク発生電極装置 一式

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)

令和元年12月2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）

- 2,794,000 - 1 仕様書[PDF]

19
工業用リンのマテリアルフロー作成作
業 一式

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12月2日
ＪＦＥテクノリサーチ（株）
東京都千代田区大手町2-7-1
（法人番号4010001090119）

- 3,504,039 - 1 仕様書[PDF]

20
SiCパワーモジュールの過渡熱抵抗
ネットワーク解析作業 一式

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12月2日
サイバネットシステム（株）
東京都千代田区神田練塀町3
（法人番号7010001002962）

- 2,706,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/39TBM61V/389NMTMN36G0HGQOZATC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202011/FP41V7LY/LKTHSDR9ED27NUGCI48U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/2A1LDMRP/B5HGIGYVE4IWW6GDZWP2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/8S404USV/734I9J2TYRRP5Y4LIMUL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/CGKFDGBV/VGDEY4YQW103HO1NXNTL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/5T2MZSBD/BF4PW38DN010E9OSJYPF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/BHN5GTM6/3DA2L1HXFTS8XPBB4B42.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/KH9C308U/9I61HCIZOXYI3TTV7A71.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/S1J7AV4N/DSJJU2DL83U9MUTE0GJJ.pdf
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21 FPGA評価ボード及びIP 一式

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12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）

- 4,675,000 - 1 仕様書[PDF]

22 クリーンベンチ　二式

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12月2日

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

- 1,643,400 - 1 仕様書[PDF]

23
Openflow対応ネットワークスイッチ　一
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12月3日
（株）ニューテック
東京都港区浜松町2-7-19
（法人番号4010401039731）

- 4,127,574 - 2 仕様書[PDF]

24 沿岸部地下水の同位体分析業務 一式

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12月3日

（株）地球科学研究所
愛知県名古屋市天白区植田本町
1-608
（法人番号6180001023869）

- 1,272,700 - 1 仕様書[PDF]

25
唐津市内における地質調査孔掘削お
よび新方式熱応答試験の実施 一式

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)

令和元年12月3日

（株）福島地下開発
福島県郡山市田村町金屋字新家
110
（法人番号9380001006495）

- 3,410,000 - 2 仕様書[PDF]

26 温調器付き真空チャンバー装置 一式

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)

令和元年12月3日

（株）和泉テック
宮城県仙台市泉区市名坂字御釜
田143-4
（法人番号2120101055359）

- 4,342,827 - 1 仕様書[PDF]

27
マスフローコントローラ・ガス制御用ピエ
ゾバルブ 一式

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12月3日
アプリオリ（株）
東京都千代田区外神田5-3-1
（法人番号2010001010185）

- 3,850,000 - 1 仕様書[PDF]

28 マルチチャンネルアナライザ 一式

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12月3日
セイコー・イージーアンドジー（株）
千葉県千葉市美浜区中瀬1-8
（法人番号1040001012832）

- 2,640,000 - 1 仕様書[PDF]

29
慣性式運動計測システム用センサ類・
装具類 一式

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12月3日
ゼロシーセブン（株）
東京都港区赤坂5-4-7
（法人番号1010001007884）

- 2,425,445 - 1 仕様書[PDF]

30
視聴覚処理ワークステーション用GPU
一式

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12月3日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 2,996,400 - 2 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/3O5MV8BE/6XTW2J9EJIIX9RTJ2CVP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/KQ2FADOG/5G4770QK05VJ13IJHTG1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/SMV1VINP/ML6J8VV5MLYY8K97M6P7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/86G02VZ2/QVWHOBCTBSMARRN9WT96.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/V4HL4YIC/2BQSPEH57S2TCRPB131T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/961YMQ3H/FIYQ9ARQNWYEWMDF84VE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/968LJTHI/Y3LTC3I9V7MFMTHKXTBW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/1Z4KZYG8/NUL74ZK3IYEA81GZY5ZA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/9UCDIP27/HP8HTGQVMWE34GBXFJ89.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/KVXMDHLB/XTE9XFDYBB9DD0CBAF8G.pdf
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31 脱気装置 一式

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12月3日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 2,970,000 - 1 仕様書[PDF]

32 精密荷重試験機 一式

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12月3日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 2,266,000 - 1 仕様書[PDF]

33
交差点における右折判断に関するweb
調査データの収集 一式

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12月4日
（株）クロス・マーケティング
東京都新宿区西新宿3-20-2
（法人番号9010001086351）

- 3,696,000 - 1 仕様書[PDF]

34 基準音源 一式

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12月4日
（株）守谷商会
東京都中央区八重洲1-4-22
（法人番号2010001059025）

- 2,557,500 - 1 仕様書[PDF]

35 超微量分光光度計 一式

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12月4日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 1,749,000 - 1 仕様書[PDF]

36 シリンダーキャビネット 一式

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12月4日
(株)巴商会仙台営業所
宮城県岩沼市下野郷字新関迎1
（法人番号4010801008518）

- 3,410,000 - 1 仕様書[PDF]

37 パルスレーザーシステム 一式

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12月4日

カンタム・ウシカタ（株）
神奈川県横浜市都筑区池辺町
4666
（法人番号3010801002612)

- 4,004,000 - 1 仕様書[PDF]

38 洗浄容器 一式

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12月4日

ナガセテクノエンジニアリング
（株）
東京都中央区日本橋小舟町5-1
（法人番号9010001052997）

- 4,246,000 - 1 仕様書[PDF]

39 示差走査熱量計修理作業 一式

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12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）

- 1,190,750 - 1 仕様書[PDF]

40 インクジェット塗布装置 一式

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12月4日
九州計測器（株）
福岡県福岡市博多区山王1-6-18
（法人番号8290001012363）

- 4,419,800 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/RK0O9AR0/EUDG2E9ZI6Y8Q6ADEKO7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/ONRLVCYZ/KW342FK86GBK7OW476BK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/NT2J4PKO/18WGXV7711GASL1WPWUA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/WS3QEFDJ/TR2OX8H55D8YDVKTFM9L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/5UL9OWT6/4I9UOQF1INHPLBCGBALQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/6L3S3WI2/FASULQ0NNYCAFP7Y29S9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/6OJ1F8D5/3EKTAMH6T5LQ4PQWIJGF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/N34EH1OM/Z64TUKFDET59O7HGYCUP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/Z5Z8TA2P/R52S38Z4D1TQMB263ENE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/DYLYWK00/LYBADK9MMXDZ13QGAPEA.pdf
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41
共焦点レーザースキャン顕微鏡電動ス
テージ 一式

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12月4日
東和科学（株）
東京都豊島区南大塚2-37-5
（法人番号2010001024235）

- 2,483,965 - 1 仕様書[PDF]

42
沖縄県名護市における地下水流動モ
デルの構築作業 一式

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12月4日
日本工営（株）福島事務所
福島県福島市本町5-8
（法人番号2010001016851)

- 3,278,000 - 1 仕様書[PDF]

43 リアルタイムPCR装置 一式

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12月4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）

- 3,789,500 - 1 仕様書[PDF]

44
時系列データに対するFS-DMPのプラ
グイン開発およびデータ可視化プログ
ラム作成 一式

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12月7日
（株）ｐｌｕｓｚｅｒｏ
東京都世田谷区北沢2-6-10
（法人番号7010901042439）

- 2,238,135 - 1

45
超小型押出成形システム用マイクロ
フィーダー 一式

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12月7日
（株）アイシンナノテクノロジーズ
埼玉県川口市青木4-7-24
（法人番号　2030001079599）

- 3,575,000 - 1 仕様書[PDF]

46 研究支援者派遣 一式

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12月7日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 2,530 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
1,394,030円

47 音響データ分析処理装置 一式

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12月7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）

- 1,640,650 - 1 仕様書[PDF]

48 ガスクロマトグラフ 一式

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12月7日
（株）タナカ
北海道札幌市東区北6条東4-1-7
（法人番号9430001010244）

- 3,740,000 - 1 仕様書[PDF]

49
大容量メインメモリ搭載サーバ計算機
一式

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12月7日

（株）日本コンピューティングシス
テム
東京都台東区池之端2-6-5
（法人番号6010501018617）

- 4,204,090 - 3 仕様書[PDF]

50 大型3Dプリンター 一式

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12月7日
ＢＲＵＬＥ　Ｉｎｃ
東京都台東区三ﾉ輪1-28-10
（法人番号8700150003385）

- 1,920,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/Y33UW6Q1/IKZP6PPEGHWQMTFQQ65K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/0X73ATG8/783QQ2K45NV7IL65WGW2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/3MIQ1N83/X315W56TO41JCK5AH0NI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/2Z3C9NX1/TYDG92EGPI0J5WH30AEM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/QQ33DK3X/N6HK2QHT3KYZR8KPBCPB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/QQ33DK3X/N6HK2QHT3KYZR8KPBCPB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/QQ33DK3X/N6HK2QHT3KYZR8KPBCPB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/QQ33DK3X/N6HK2QHT3KYZR8KPBCPB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/Z4OWRZ26/X05GTYYBZNX7S0R3GJNN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/PJGQMR1C/GBA77BEDJP1AZQD81NDT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/Q9YSERM4/J4NX8FENH0AJOZAP93MO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/B0IPN7LH/DO3D827TRMUIP8HPNH2J.pdf
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51
新方式ＴＣＰに用いる多点ＩＣ温度セン
サーケーブルの製作および検証作業
一式

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12月7日
ジオシステム（株）
東京都練馬区関町北3-39-17
（法人番号9011601011517）

- 4,999,500 - 1 仕様書[PDF]

52
低炭素技術の評価用プロセスシミュ
レーションソフトウェアライセンス 一式

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12月7日

シュナイダーエレクトリックソフト
ウェア（株）
東京都港区芝浦2-15-6
（法人番号2010401130715）

- 3,894,000 - 1 仕様書[PDF]

53 12インチSOIウエハ 一式

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12月7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]

54 インピーダンス調整装置 一式

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12月7日

日本カーネルシステム（株）
大阪府大阪市中央区船越町1-6-
6
（法人番号3120001093136）

- 1,595,000 - 1 仕様書[PDF]

55 データ解析プログラムの開発 一式

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12月8日
（株）ヒューマノーム研究所
東京都中央区築地2-4-10
（法人番号4360003006070）

- 4,994,000 - 1 仕様書[PDF]

56
アパレル向け3次元CADソフトウェア 一
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12月8日
（株）ユカアンドアルファ
東京都渋谷区恵比寿南1-1-10
（法人番号4011001030808）

- 3,245,000 - 1 仕様書[PDF]

57 研究支援者派遣 一式

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12月8日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,766 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
1,286,422円

58 触媒評価用ガス混合装置 一式

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12月8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）

- 3,850,000 - 1 仕様書[PDF]

59 偏波保持1×64光カプラ 一式

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12月8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）

- 2,164,800 - 2 仕様書[PDF]

60 視線計測システム 一式

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12月8日
トビー・テクノロジー（株）
東京都品川区西五反田7-7-7
（法人番号3010401075455）

- 4,202,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/IK5UM2FN/FJOPMPKDAJIXGU5GDJY4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/IIAB7ZY2/YMF7XZKL91ZZDFQXEDWB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/NCX2TH6Q/8QJUGOF3S5QS12AYSIM4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/RPADXE3W/3O4ABO7AM2RSNLXH4R8F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/36XG2ZPF/0HCUYJY2WK88NID6TV80.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/WH305Q4L/GIHYH9ZR8UEG5OM535YR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/0V3EEZS0/BMIE3C2LKYCL7TH7DNW5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/0V3EEZS0/BMIE3C2LKYCL7TH7DNW5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/0V3EEZS0/BMIE3C2LKYCL7TH7DNW5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/0V3EEZS0/BMIE3C2LKYCL7TH7DNW5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/PJ3RUY9K/8ZXYWXPHSQDQNHYEWDMF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/W7A3DMHV/CRPHMPGACVH4KUT69EUH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/TO9GAFEQ/JQ1GHGOLOAZ10WDORY0Z.pdf
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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
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特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

61
筋骨格系運動シミュレーションソフト
ウェア開発作業 一式

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12月8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）

- 4,647,500 - 1 仕様書[PDF]

62 ADC評価ボード 一式

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12月8日

東京エレクトロンデバイス（株）
神奈川県横浜市神奈川区金港町
1-4
（法人番号4020001009043）

- 1,814,230 - 1 仕様書[PDF]

63 核酸自動分離装置 一式

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12月8日
東和科学（株）
東京都豊島区南大塚2-37-5
（法人番号2010001024235）

- 1,881,000 - 1 仕様書[PDF]

64 無線信号解析装置 一式

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12月8日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 4,719,000 - 1 仕様書[PDF]

65 冷蔵・冷凍庫類 一式

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12月8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）

- 4,651,900 - 1 仕様書[PDF]

66
金属リチウム負極のクライオSEM分析
およびTEM分析 一式

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12月9日
（株）コベルコ科研 西日本営業部
大阪府大阪市梅田3-3-10
（法人番号8140001007717）

- 4,400,000 - 2 仕様書[PDF]

67 研究支援者派遣 一式

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12月9日

（株）テクノプロ　テクノプロ・Ｒ＆Ｄ
社 仙台支店
宮城県仙台市青葉区中央1-2-3
（法人番号2010401069169）

- 3,657 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
1,700,737円

68
マイクロダイヤモンドスクライバー装置
一式

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12月9日
ＦＩＴリーディンテックス（株）
東京都千代田区神田美倉町10
（法人番号1010001038500）

- 4,567,200 - 1 仕様書[PDF]

69 研究支援者派遣 一式

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12月9日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,695 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
1,093,488円

70 研究支援者派遣 一式

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12月9日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,805 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
1,478,235円

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/U6GO23YB/IXZPCGRG8LEW3UMQXLKC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/53HBXR19/KS6Q19NEWZ5KS23LWJ62.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/HCHVEQNO/1FUSPBPQ3G59E60WEU6A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/NGMVA1XN/5TSUPRZZ0J3AY38UKZHY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/6H3W2NDE/GD1BQOMJX26W4PZ8CU41.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/UD5FSBCK/B8JLGMZ88JOUMFNH7Q7U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/JZBXE4SC/YJATC5DR1KBADSJ2TMDX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/JZBXE4SC/YJATC5DR1KBADSJ2TMDX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/JZBXE4SC/YJATC5DR1KBADSJ2TMDX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/JZBXE4SC/YJATC5DR1KBADSJ2TMDX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/3UP0RCK0/EEM7DWX5140PS52FIDBQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/TX0V4YED/ZF5Z0YK7EF9ENZ4C4PV1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/TX0V4YED/ZF5Z0YK7EF9ENZ4C4PV1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/TX0V4YED/ZF5Z0YK7EF9ENZ4C4PV1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/TX0V4YED/ZF5Z0YK7EF9ENZ4C4PV1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/DAY4GO9I/4TWNI8NQA2FVURSOR80C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/DAY4GO9I/4TWNI8NQA2FVURSOR80C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/DAY4GO9I/4TWNI8NQA2FVURSOR80C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/DAY4GO9I/4TWNI8NQA2FVURSOR80C.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和2年12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）

71 ワークステーション 一式

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12月9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）

- 3,388,000 - 2 仕様書[PDF]

72
製品ライフサイクル上の情報共有・連
携効果予測用シミュレータ 一式

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12月9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]

73 研究支援者派遣 一式

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12月9日
パーソルテンプスタッフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1
（法人番号1011001015010）

- 2,519 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
1,327,513円

74 蛍光分光光度計 一式

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12月9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）

- 1,980,000 - 1 仕様書[PDF]

75 コリオリ流量計 一式

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12月9日
英和（株） つくば営業所
茨城県つくば市学園南2-2-7
（法人番号6120001041612）

- 3,795,000 - 1 仕様書[PDF]

76 8測線超音波流量計 一式

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12月9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]

77
ミックスド・シグナル・オシロスコープ 一
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12月9日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 4,180,000 - 1 仕様書[PDF]

78 卓上型紐編機 一式

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12月9日
圓井繊維機械（株）
大阪府大阪市旭区高殿2-1-15
（法人番号5120001001146）

- 1,779,250 - 1 仕様書[PDF]

79
海洋流動モデル流速データ抽出作業
一式

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12月10日
(一財）日本水路協会
東京都大田区羽田空港1-6-6
（法人番号　7010805001912）

- 2,090,000 - 1 仕様書[PDF]

80
機械学習ソフトウエア実行用のウェブ
アプリケーション 一式

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12月10日

（株）HACHIX
愛知県名古屋市千種区千種2-
22-8-416
（法人番号9180001128649）

- 1,124,200 - 1 仕様書[PDF]

81 音響解析データ評価用端末装置 一式

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12月10日
（株）ＨＰＣテック
東京都中央区日本橋富沢町7-13
（法人番号7010001120401）

- 3,656,400 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/JSO8RBRP/5T397PASCYDPIBVTYMOI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/916GQXOA/IK70R9GPXEGWGMQ0SFIW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/1EAZ9LO7/5I10X7KZBBVZSF4FOISV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/1EAZ9LO7/5I10X7KZBBVZSF4FOISV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/1EAZ9LO7/5I10X7KZBBVZSF4FOISV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/1EAZ9LO7/5I10X7KZBBVZSF4FOISV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/GAKJW81E/2R3ZPE7CZZQZ930MLHHW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/Z2ZV2L9Y/6FLD52EJVJ9KROT3EQ9O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/PXZ4C3ZQ/1RHNTL73S469BKKH6AK3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/8Y5K1BXD/VIMJTKWXD9D3SLA6JMST.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/OTAN9ZYI/GV0VVBYTBOQQNFAL6M7I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/V97OOO7H/1UGNV2W3CZ4LMWLUF5N2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/2H6JTGTG/6BXPWZSO2G0JLJJWQBIJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/91W6YQW4/ZO1SPWD3Y9FE1MK6L2DX.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和2年12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）

82 Pb(Zr,Ti)03(PZT)成膜 一式

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12月10日

（株）シリコンセンシングシステム
ズジャパン
兵庫県尼崎市扶桑町1-10
（法人番号8140001052110）

- 1,980,000 - 1 仕様書[PDF]

83 ワークステーション 一式

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12月10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）

- 1,105,772 - 1 仕様書[PDF]

84

ABCIを用いた超大規模最適化ソフト
ウェアのハイパーパラメータの独自実
装とドキュメンテーション機能の作成 一
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12月10日
（株）工科堂
石川県小松市園町ﾎ129
（法人番号4220001022224）

- 4,950,000 - 1 仕様書[PDF]

85
RNAデータの解析及びRNAデータベー
スの作成 一式

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12月10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）

- 4,455,000 - 1 仕様書[PDF]

86 化合物自動合成装置 一式

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12月10日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 2,577,300 - 1 仕様書[PDF]

87
電気化学インピーダンスアナライザ 一
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12月10日
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1ｰ1ｰ6
（法人番号8010001051991）

- 2,460,480 - 1 仕様書[PDF]

88 ドラフトチャンバー 一式

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12月10日
オリエンタル技研工業（株）
東京都千代田区神田錦町2-9
（法人番号　5010001013391）

- 2,178,000 - 1 仕様書[PDF]

89 研究支援者派遣 一式

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12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）

- 2,398 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
1,007,160円

90 水素用バッファータンク 一式

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12月10日

岩谷産業（株） 福島支店
福島県郡山市田村町下行合字田
ﾉ保下1-20
（法人番号8120001077357）

- 3,322,000 - 1 仕様書[PDF]

91 PXIシステム 一式

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12月10日

日本ナショナルインスツルメンツ
（株）
東京都港区芝大門1-9-9
（法人番号3010401023042）

- 1,995,290 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/JI5QTOIJ/FPCRSZUZWAE9O0DPPCDZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/JYPID6FI/8RJQ760GYIOLWOQH0292.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/EA3OGJ0I/0CFGU2KLFASYFFJ8ZYKM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/EGHFLMIR/05P82X9NWL1UVAQIT5EB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/OJZCBORI/NXZ1JSQHO1YHWYY7ASZD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/13D7TWV6/EV2M6Q1B439OIY3Y0AYK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/6ZKYD1UA/Y5W21BDPLIX77HN7VA6N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/9KKNTGM0/YQVY0S7BNJ8H7A0N5P59.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/9KKNTGM0/YQVY0S7BNJ8H7A0N5P59.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/9KKNTGM0/YQVY0S7BNJ8H7A0N5P59.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/9KKNTGM0/YQVY0S7BNJ8H7A0N5P59.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/1Y7U12X9/QR1CLAINNNLWV43BKW3E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/US0WOPHT/MIEKHD8USLWSF0SN05S5.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和2年12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）

92 4車輪移動ロボット 一式

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12月10日
日本バイナリー（株）
東京都港区芝2-3-3
（法人番号3010401032613）

- 2,684,000 - 1 仕様書[PDF]

93
単孔式注揚水試験の破過曲線を求め
るための物質輸送シミュレーション 一
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12月10日

八千代エンジニヤリング（株） 事
業統括本部
東京都台東区浅草橋5-20-8
（法人番号2011101037696）

- 2,882,000 - 2 仕様書[PDF]

94 ガスクロマトグラフシステム 一式

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12月10日

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

- 1,870,000 - 1 仕様書[PDF]

95
時空間プラットフォームデータ解析用計
算機 一式

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12月10日
北原商事（株）
東京都練馬区西大泉6-1-22
（法人番号1011601001748）

- 3,080,000 - 3 仕様書[PDF]

96 ウエハテープ貼り付け装置 一式

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12月11日

（株）ＡＫＳ
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-
12-24
（法人番号8030001023444）

- 3,300,000 - 1 仕様書[PDF]

97 ディープラーニング用計算機 一式

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12月11日
（株）ＨＰＣテック
東京都中央区日本橋富沢町7-13
（法人番号7010001120401）

- 1,351,900 - 2 仕様書[PDF]

98 生分解性試験測定装置 一式

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12月11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）

- 3,135,000 - 1

99
接客印象評価ソフトウェアライセンス 一
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12月11日
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲3-3-3
（法人番号9010601021385）

- 3,300,000 - 1 仕様書[PDF]

100 黒色プラスチックのラマン分析 一式

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12月11日
（株）サイム
福岡県嘉穂郡桂川町吉隈430-42
（法人番号3290001045260）

- 3,300,000 - 1 仕様書[PDF]

101
筋骨格シミュレーションソフトウェア 一
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12月11日
（株）テラバイト
東京都文京区湯島3-10-7
（法人番号4010001088889）

- 2,970,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/8ML7OXVI/RP9MZC178OLAHSXIWLQU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/RQZL981Q/TO295F1FUP5VGUNV0ZBA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/NMIKW9VD/NS1T9ZUY3QHX9NOML5I2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/TF95HDE2/8E6R638V6SR385UM7LKN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/0Q45O2US/FGEL0VMSZ4LOYZW82JZD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/XOUR5ER8/1YB1LLC8Z1V7VYHFGI05.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/D8W5R40R/8UGO6WCHHE8EPENJ1HY6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/BR64RF6E/Y0R26TWA84FVPMZXZPVU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/GAHVYV1D/VKI6P3KJZ0ZS2BNZUXKG.pdf
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102 めっき装置 一式

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12月11日
（株）山本鍍金試験器
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-28-1
（法人番号5011001023686）

- 3,765,300 - 1 仕様書[PDF]

103 複合分子ポンプ 一式

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12月11日

（株）大阪真空機器製作所 東京
支店
東京都中央区銀座8-14-14
（法人番号　2120001092881）

- 2,090,000 - 1 仕様書[PDF]

104
自治体データ地理情報解析用ソフト
ウェア 一式

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12月11日

アジア航測（株）
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-
2-2
（法人番号6011101000700）

- 1,694,000 - 3 仕様書[PDF]

105 顕微鏡用デジタルカメラ 一式

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12月11日

オリンパスメディカルサイエンス販
売（株） つくば営業所
茨城県つくば市研究学園5-20-2
（法人番号2011101037845）

- 1,408,000 - 1 仕様書[PDF]

106 6インチ4H-SiCウェハ 一式

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12月11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）

- 3,564,000 - 1 仕様書[PDF]

107 表面処理用低圧プラズマ装置 一式

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12月11日
テクノアルファ（株）
東京都品川区西五反田2-27-4
（法人番号2010701006251）

- 3,630,000 - 1 仕様書[PDF]

108
タワー型ディープラーニング用計算機
一式

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12月11日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 1,485,000 - 3 仕様書[PDF]

109
走査型プローブ顕微鏡システム原子間
力顕微鏡の機能拡張 一式

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12月11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）

- 4,433,000 - 1 仕様書[PDF]

110 フローサイトメーター 一式

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12月11日

横河商事（株）中部支社
愛知県名古屋市中村区烏森町7-
336
（法人番号9013201006145）

- 4,983,000 - 1 仕様書[PDF]

111
小型一体型超高感度ハイスピードカメ
ラ 一式

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12月11日
正晃（株）久留米営業所
福岡県久留米市山川沓形町3-30
（法人番号4290001003374）

- 3,233,230 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/7RRFICNE/QYFYHYA6UNYLBVKR4KQP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/LH0U56VU/9E6QQUNL02OE5BDXFZUS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/82N17000/WW6NN7CYAV9HBIIOUYA1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/RS379082/WY2F6LW7JZL97V1TKFVK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/ERLI43UM/X9KXJ5KUE8FVZT4HIDWW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/5BRM5J1C/B5N0CCUB4JAPD5OTAM44.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/BNF3XN6Q/9T4QV2XXP63DG0A5OXLB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/YT2JD3W1/KGUHHA4G36TOWXB9SIWO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/1036VYST/QB7H9MJLNM33XLXRM4C2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/9UFTPIUO/4LVECYQ9XN6KCFJSFC1P.pdf
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112
高エントロピー合金の設計・作製技術
に関する国内・世界の動向調査　一式
一式

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12月11日
日鉄総研（株）
東京都千代田区丸の内3-1-1
（法人番号2010001142813）

- 1,210,000 - 2 仕様書[PDF]

113 音響計測用信号入出力装置 一式

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12月11日

日本ナショナルインスツルメンツ
（株）
東京都港区芝大門1-9-9
（法人番号3010401023042）

- 2,551,670 - 1 仕様書[PDF]

114
実験データ管理用ネットワーク接続
ハードディスク 一式

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12月11日
北原商事（株）
東京都練馬区西大泉6-1-22
（法人番号1011601001748）

- 1,975,160 - 3 仕様書[PDF]

115
真空圧力を計測するMEMSセンサの作
製 一式

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12月14日

(一財）マイクロマシンセンター
東京都千代田区神田佐久間河岸
67
（法人番号3010005016673）

- 2,875,510 - 1 仕様書[PDF]

116
AIチップ設計拠点システムへのアクセ
スソフトウェア 一式

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12月14日
（株）Ｂ７
東京都三鷹市上連雀1-12-17
（法人番号4010401144564）

- 2,181,300 - 2 仕様書[PDF]

117
高精度レーザ変位計を用いた計測装
置 一式

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12月14日

（株）キーエンス
大阪府大阪市東淀川区東中島1-
3-14
（法人番号4120001051530）

- 1,885,400 - 1 仕様書[PDF]

118
視聴覚統合処理用マイクロホンアレイ
一式

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12月14日
（株）システムインフロンティア
東京都立川市曙町2-8-3
（法人番号1012801008789）

- 4,543,000 - 2 仕様書[PDF]

119
弱点形成制御システム用深層学習プロ
グラム作成 一式

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12月14日
（株）システムラボラトリ
茨城県取手市稲1055-6
（法人番号3050001027497）

- 4,950,000 - 1 仕様書[PDF]

120 電動型ビッカース試験機 一式

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12月14日
（株）三啓
東京都江東区新砂1-6-35
（法人番号9010001002977）

- 3,245,000 - 1 仕様書[PDF]

121 誘電体面内異方性評価装置 一式

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12月14日
（株）雄島試作研究所
東京都武蔵野市西久保3-10-28
（法人番号2012401010954）

- 4,488,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/D20VI2R7/IZDNIW1V23RSC9Y9BF12.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/KXMRSNW8/A9LCRLTT549FWV2Q3WV7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/DU53KQWH/36YDVFTHVV3AJBKRYOPI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/QXLAMWVV/C74DQ78ZH6N3IUCVAHCC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/RL8XE9VD/1E9G2KANHN49RE4O5IIL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/O3SUVEE9/G0QSL4AO73P37ZS08Z46.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/TQOYLNF2/XHBU7BKW6ZIXZKIHKYV7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/2J4F6PRV/B0C5I2I5TUL8D4193TA1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/R03P66H0/8BCKXDSH1H8C794S6WT1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/ZU4CLDS4/WYDAEMGO46VOL1O5O4OS.pdf
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122
自然電位連続観測用ケーブル敷設作
業 一式

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12月14日
（有）コジマ
東京都大島町元町字北の山87-3
（法人番号 5010002052546）

- 3,278,689 - 1 仕様書[PDF]

123
トランジスタ高周波特性モデリング用
TEGのレイアウト設計コンサルティング
一式

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12月14日
キーサイト・テクノロジー（株）
東京都八王子市高倉町9-1
（法人番号3010403011350）

- 3,234,000 - 1 仕様書[PDF]

124 免疫データ解析装置 一式

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12月14日
プラナスソリューションズ（株）
東京都新宿区西新宿7-20-1
（法人番号5011101084091）

- 3,102,000 - 1 仕様書[PDF]

125 自動滴下装置付きスピンコーター 一式

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12月14日
ミカサ（株）
東京都港区芝公園2-8-1
（法人番号2010401028513）

- 2,124,540 - 1 仕様書[PDF]

126
血栓調整用血液光学成分分析装置 一
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12月14日
遠藤科学（株）
茨城県つくば市天久保1-12-22
（法人番号5080001000689）

- 1,831,500 - 1 仕様書[PDF]

127 生分解性試験測定装置 一式

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12月15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）

- 2,904,000 - 1 仕様書[PDF]

128 高速度カメラ 一式

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12月15日

（株）フォトロン
東京都千代田区神田神保町1-
105
（法人番号7010001136331）

- 3,883,880 - 1 仕様書[PDF]

129
有機材料の海洋生分解度評価および
プレート法による微生物量測定 一式

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12月15日
（株）住化分析センター
東京都文京区本郷3-22-5
（法人番号2120001026468）

- 2,299,000 - 1 仕様書[PDF]

130 XYZステージユニット 一式

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12月15日
（有）イサックス
埼玉県日高市大字旭ヶ丘138-17
（法人番号7030002120712）

- 3,217,500 - 1 仕様書[PDF]

131 研究支援者派遣 一式

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12月15日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,508 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
782,496円

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/YFUCBEU0/J88YVXA8BFY6DJO8DNXN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/TFMJX78H/Y8TB5J6M26INC3TAYCED.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/BKPGWWMI/PFQU0WWWZ1O0KP7E910J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/7VA0BK52/K56QJ3N2C3AK0MG5BYF6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/GBU0YPM1/9MSQDRB3T1GIDZ35ZTZC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/7SEDY0AN/4TFN2YWD2IAEAAQV06HB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/RQ49L54X/D5F7HKMCC3TRN10TN1EH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/AVY8OM5R/0FR8XK9MK9ZEFC9TBHJM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/QF9GYKH7/O8EHXHOMSNXH8GX7DNIK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/O4929MPW/WGNDRJL1HRI9J4GD6T84.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/O4929MPW/WGNDRJL1HRI9J4GD6T84.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/O4929MPW/WGNDRJL1HRI9J4GD6T84.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/O4929MPW/WGNDRJL1HRI9J4GD6T84.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和2年12月）＞
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132 研究支援者派遣 一式

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12月15日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,644 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
1,110,648円

133 研究支援者派遣 一式

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12月15日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,508 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
1,234,310円

134 異種材料集積用フォトマスク 一式

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12月15日
セイコー・イージーアンドジー（株）
千葉県千葉市美浜区中瀬1-8
（法人番号1040001012832）

- 2,667,500 - 1 仕様書[PDF]

135
外部被ばく線量評価支援ツール Web
サービス版の改良、ガイダンス作成及
び環境構築作業 一式

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12月15日
応用技術（株）
大阪府大阪市北区中崎西2-4-12
（法人番号9120001121031）

- 1,694,000 - 1 仕様書[PDF]

136 電池充放電装置 一式

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12月15日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 1,966,800 - 1 仕様書[PDF]

137
Trusted Execution Environment
Provisioning (TEEP) プロトコル実行ソフ
トウェアの開発 一式

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12月16日
（株）Ｑ’ｓｆｉｘ
東京都千代田区丸の内1-7-12
（法人番号4011001039460）

- 4,928,000 - 1 仕様書[PDF]

138
研究データ解析支援Webソフトウェア
一式

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12月16日
（株）アカデメイア
千葉県柏市若柴178-4
（法人番号6012701013380）

- 2,062,500 - 1 仕様書[PDF]

139
研究データ蓄積支援Webソフトウェア
一式

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12月16日
（株）アカデメイア
千葉県柏市若柴178-4
（法人番号6012701013380）

- 3,960,000 - 1 仕様書[PDF]

140 マイクロ波誘電率測定装置 一式

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12月16日

（株）エーイーティー
神奈川県川崎市麻生区栗木2-7-
6
（法人番号　9020001065057）

- 3,492,500 - 1 仕様書[PDF]

141
行動検出統計データの可視化Webアプ
リケーションの開発 一式

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12月16日
（株）ワイズアンドテクノロジー
茨城県牛久市柏田町3047-12
（法人番号8050001016306）

- 1,650,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/U1XS5E8B/XZ5MCR36QJD9DQP9RP6T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/U1XS5E8B/XZ5MCR36QJD9DQP9RP6T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/U1XS5E8B/XZ5MCR36QJD9DQP9RP6T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/U1XS5E8B/XZ5MCR36QJD9DQP9RP6T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/DDLP9RW8/6DGUKP18IMBE3HQQHZ7U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/DDLP9RW8/6DGUKP18IMBE3HQQHZ7U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/DDLP9RW8/6DGUKP18IMBE3HQQHZ7U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/DDLP9RW8/6DGUKP18IMBE3HQQHZ7U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/OY0ENZMC/XZYYXJNC8XL0GB35Q17Q.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/TFNE9NRZ/UPOY00N5LOHO93MWO9O4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/8NFEDEXH/BY5Z172ZK4JGN1BSV8CC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/J8C5JK4B/NIYZRO2259T7EETMD2GX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/F5AXLCJG/5BXYYZ8R2709ZXYUG2XH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/25LWAL0Y/0ZFNF7CDDUF5KXPHT36D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/LP9NAGYM/6Z2FVPRM6RCQ6W9G8WLU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/B8VZE9QQ/2MCEJHV2K3A9T9K1XKLZ.pdf
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142 研究支援者派遣 一式

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12月16日
（株）計算科学
東京都千代田区九段南1-5-6
（法人番号4010001177931）

- 7,700 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
2,402,400円

143 3Dバイオプリンター 一式

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12月16日
（株）三ツワフロンテック
大阪府大阪市北区天神橋3-6-24
（法人番号9120001071004）

- 3,520,000 - 1

144 デジタルCMOSカメラ 一式

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12月16日
（株）三啓
東京都江東区新砂1-6-35
（法人番号9010001002977）

- 2,664,750 - 2 仕様書[PDF]

145
新方式TCPに用いる地質調査孔の掘
削および原状復帰作業 一式

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12月16日

（株）福島地下開発
福島県郡山市田村町金屋字新家
110
（法人番号9380001006495）

- 1,650,000 - 1 仕様書[PDF]

146 光ファイバボビン 一式

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12月16日
アイウェーヴ（株）
東京都千代田区神田錦町3-23-1
（法人番号5010001115205）

- 4,730,000 - 1 仕様書[PDF]

147 光学顕微鏡 一式

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12月16日
アイテックサイエンス（株）
茨城県つくば市松栄679-18
（法人番号9050001017781）

- 4,999,500 - 1 仕様書[PDF]

148
バーチャルリアクションエンジンソフト
ウェア 一式

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12月16日
パトコア（株）
東京都千代田区丸の内1-7-12
（法人番号4010901018177）

- 1,925,000 - 1 仕様書[PDF]

149
科学技術計算用ワークステーション 一
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12月16日
リアルコンピューティング（株）
東京都江東区冬木9-13
（法人番号1010601035921）

- 4,999,500 - 1 仕様書[PDF]

150 純水・超純水製造装置 一式

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12月17日
（株）ジェイ・サイエンス東日本
東京都台東区東上野6-2-3
（法人番号5010501022553）

- 2,475,000 - 1 仕様書[PDF]

151
リボソームプロファイリングデータおよ
びRBS配列の解析 一式

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12月17日
（株）ファームラボ
東京都江東区白河4-3-1-913
（法人番号9010601032325）

- 4,646,400 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/LLDTKOZ5/758VV1LZZR1WZG0XSXMF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/LLDTKOZ5/758VV1LZZR1WZG0XSXMF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/LLDTKOZ5/758VV1LZZR1WZG0XSXMF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/LLDTKOZ5/758VV1LZZR1WZG0XSXMF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/SK668V14/B3Q5QTO3T1FOPJZDZVWN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/LEEP5P5T/EMI9XYO7VJZ8DXOYBH71.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/BJKLZ35M/RR26I3BLJ6PVJBXC93PV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/U2LH7KLT/KA370S0Y83TEBCJBX9XU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/7X5ORTFV/7OFLESWG7DYZ3CNJHEU0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/7SXLIRYF/H11DAEEOTZGF005CGHJL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/XEWW9EP2/7QEP0BX4CABTA7E7CNW4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/0Y1B67FL/CBVBB6FLAB4EC84PI7C2.pdf
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152 胸部ファントム 一式

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12月17日
（株）京都科学 東京支店
東京都文京区本郷3-26-6
（法人番号7130001016182）

- 1,664,300 - 1 仕様書[PDF]

153
密度測定用レーザードップラー振動測
定装置 一式

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12月17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）

- 2,873,750 - 1 仕様書[PDF]

154
信頼構築プラットフォームの情報発信
に係る支援作業 一式

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12月17日

（株）情報通信総合研究所
東京都中央区日本橋人形町2-
14-10
（法人番号5010001075515）

- 4,785,000 - 1 仕様書[PDF]

155
つくば中央第2事業所2-13棟1114室ガ
ス検知器更新作業 一式

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12月17日

（株）巴商会 学園都市営業所
茨城県つくば市大字吉瀬字吉瀬
1702-2
（法人番号3010001024291）

- 4,015,000 - 1 仕様書[PDF]

156
海産端脚類（ヨコエビ）を用いたマンガ
ン暴露実験の予備試験 一式

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12月17日
いであ（株）
東京都世田谷区駒沢3-15-1
（法人番号7010901005494）

- 4,906,000 - 1 仕様書[PDF]

157
分子動力学シミュレーション計算プログ
ラムの高速化作業 一式

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12月17日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1
（法人番号6010401078785）

- 4,936,800 - 1 仕様書[PDF]

158
共焦点レーザー顕微鏡用制御ソフト
ウェアアップグレード 一式

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12月17日
中山商事（株） 筑波営業所
茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1
（法人番号7050001023451）

- 1,935,120 - 1 仕様書[PDF]

159
DiSialylT型O-グリカン合成シントン：
DiSialylT-Ser 一式

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12月17日
東新（株） つくば営業所
茨城県つくば市二の宮1-2-3
（法人番号2010601022844）

- 3,234,000 - 1 仕様書[PDF]

160 コード変換用ソフトウェア 一式

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12月17日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 1,881,000 - 1 仕様書[PDF]

161 防爆機器の衝撃試験作業 一式

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12月18日
(一財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門1-1-30
（法人番号1010405010435）

- 1,178,284 - 1 仕様書[PDF]

162
大規模音声コーパスを用いた日本語音
声認識用モデル・システムの開発 一式

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12月18日
（株）Laboro.AI
東京都中央区銀座8-11-1
（法人番号7010001174744）

- 4,785,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/FCOVJZ0Q/MC6LZG7543VV0TBIJHL8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/LJBJRD2R/X3TC593BAFLIKOQ52DQW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/DD8UMNZP/NF8ZANX33GUTFYNG3FX8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/24381DJS/U7VLBPD245MBHX7RYP9N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/VIR5F0WX/DC8MUAH7NEIEKL2KFO4N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/O3XKKLV3/1O7SNGP3SF6R6DJVIOAM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/TQ09BO65/68G70EYMLU0QSAGTYLXJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/WYGR92F0/Q4HJXQ1D253VPPS280QA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/D2FHE3NX/LXMG6A1RLQ8TRRNQF80O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/4YDQJBAK/AXN3H7U3EW3X4T8SAFO9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/8YXXCTDR/KLXHS732SWA7DG382LC1.pdf
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163
電気特性評価基板設計・試作作業 一
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12月18日
（株）ＷａｖｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
兵庫県川西市久代3-13-21
（法人番号6140001079304）

- 1,551,000 - 1 仕様書[PDF]

164 自律移動ロボット用姿勢センサ 一式

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12月18日
（株）アムテックス
東京都世田谷区経堂5-20-16
（法人番号4010901000754）

- 1,104,840 - 1 仕様書[PDF]

165 研究支援者派遣 一式

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12月18日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 2,750 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
990,000円

166
電極支持体微構造再現性試験装置 一
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12月18日
（株）ナイカイ つくば支店
茨城県つくば市台町3-8-8
（法人番号8120001029481）

- 4,345,000 - 1 仕様書[PDF]

167
高分解能透過電子顕微鏡シミュレー
ションソフトウエア 一式

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12月18日
（株）ヒューリンクス
東京都中央区日本橋箱崎町5-14
（法人番号7010001122001）

- 1,958,000 - 1 仕様書[PDF]

168 万能試験機用恒温槽システム 一式

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12月18日
（株）三洋商事 名古屋支店
愛知県名古屋市西区名駅2-27-8
（法人番号7140001034927）

- 2,475,000 - 1 仕様書[PDF]

169 分光光度計 一式

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12月18日
（株）三洋商事
大阪府大阪市北区中崎西2-4-12
（法人番号9120101036773）

- 2,772,000 - 1

170
東北地方における太陽光発電所の
O&M業務と防草・除草対策に関する研
究補助作業 一式

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12月18日
（株）矢野経済研究所
東京都中野区本町2-46-2
（法人番号3011201005528）

- 2,662,000 - 1 仕様書[PDF]

171 防音室 一式

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12月18日
ＤＭＴＥＣ
東京都江戸川区大杉3-7-9

- 3,630,000 - 1 仕様書[PDF]

172 四足移動ロボット 一式

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12月18日
ＴｅｃｈＳｈａｒｅ（株）
東京都江東区東陽5-28-6
（法人番号6010601042211）

- 2,006,730 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/SLJDVSM6/6KTPQ8ZMXI492H2L227O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/OXZH12HZ/LIC23LGGZC15FYKYI2B7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/G9TUBGRC/Z0F6Z5Y5959D2XYDU0IH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/G9TUBGRC/Z0F6Z5Y5959D2XYDU0IH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/G9TUBGRC/Z0F6Z5Y5959D2XYDU0IH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/G9TUBGRC/Z0F6Z5Y5959D2XYDU0IH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/2OOGP0KU/NYRCHT1LFNISHO0277AN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/99SKJ2EW/XOG0TKUOQ6XSHEBYC1WF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/6932ZIYX/9P24SJD1YODJX78159O6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/K7HR63YA/4MDLIONNY77UCXDWKK7C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/PIFX9FZF/UEXCKM2K2G6UX93M58PG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/4D6NNJ4O/18XX9EKITTXSK5QJT37P.pdf
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173 研究支援者派遣 一式

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12月18日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 4,026 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
1,690,920円

174 蛍光顕微鏡 一式

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12月18日

アドバンテック東洋（株） 広島営
業所
広島県広島市中区富士見町16-
45
（法人番号3010001117541）

- 2,024,000 - 3 仕様書[PDF]

175 赤外分光分析装置 一式

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12月18日

アドバンテック東洋（株） 広島営
業所
広島県広島市中区富士見町16-
45
（法人番号3010001117541）

- 3,954,500 - 1 仕様書[PDF]

176
無人航空機の騒音評価法開発にかか
るドローン機材及びバッテリ等付属品
一式

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12月18日
イームズロボティクス（株）
福島県福島市西中央2-21
（法人番号8380001026668）

- 2,836,240 - 1 仕様書[PDF]

177 レーザーレーダー 一式

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12月18日
コニカミノルタ（株）
東京都八王子市石川町2970
（法人番号5010001084367）

- 4,950,000 - 1 仕様書[PDF]

178
堆積物アルファ・ベータ線測定装置 一
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12月18日
セイコー・イージーアンドジー（株）
千葉県千葉市美浜区中瀬1-8
（法人番号1040001012832）

- 4,554,000 - 1 仕様書[PDF]

179 研究支援者派遣 一式

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12月18日
ディーピーティー（株）
愛知県名古屋市中区栄3-3-21
（法人番号4180001090291）

- 4,510 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
2,097,150円

180 電気化学分析装置 一式

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12月18日
メトロームジャパン（株）
東京都大田区平和島6-1-1
（法人番号6010501028970）

- 1,947,000 - 1 仕様書[PDF]

181 太陽電池作製補助ロボット 一式

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12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）

- 1,809,500 - 1 仕様書[PDF]

182
小型測量用イメージングスキャナー装
置 一式

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12月18日
ライカジオシステムズ（株）
東京都港区三田1-4-28
（法人番号4010001031832）

- 3,434,640 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/JF5PX1GE/2HACO7R0HZXS4DPMYY0I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/JF5PX1GE/2HACO7R0HZXS4DPMYY0I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/JF5PX1GE/2HACO7R0HZXS4DPMYY0I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/JF5PX1GE/2HACO7R0HZXS4DPMYY0I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/M3U0AS6C/1ICH35E6S22U684VM56C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/3CER6K2D/QJ67VAY437VQ18P0VFDC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/M62DYBPG/FH6PQXM7BGWSCMOJT52C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/4YEZS69K/RKZIQ3W8DJ2X3ZNJ2UJA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/8UNR3JHR/9W5S6W7WVFUUTIXSCWFO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/3X0LLVI1/01H2N2CLRTSVSC71W3NN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/3X0LLVI1/01H2N2CLRTSVSC71W3NN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/3X0LLVI1/01H2N2CLRTSVSC71W3NN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/3X0LLVI1/01H2N2CLRTSVSC71W3NN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/ZFKIWUGA/JHC2NGO9FZVODQ05FMUM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/KFB7F8QX/ZCTPFJHWTZTFFHBV56Z8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/HX7UG2R6/AVVSHFGF1YQIIK0W6HAT.pdf
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183 バクテリア検出装置 一式

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12月18日
三和理研（株）
大阪府箕面市船場東3-6-62
（法人番号9120901020522）

- 4,452,800 - 1 仕様書[PDF]

184 高速液体クロマトグラフ 一式

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12月18日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 4,490,200 - 1 仕様書[PDF]

185 高感度背面照射型CMOSカメラ 一式

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12月18日
中山商事（株） 筑波営業所
茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1
（法人番号7050001023451）

- 2,664,750 - 1 仕様書[PDF]

186 シリンジポンプ 一式

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12月18日
日科機バイオス（株）
東京都新宿区天神町6
（法人番号8010001025368）

- 3,850,000 - 1 仕様書[PDF]

187 シグナルアナライザ 一式

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12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）

- 4,999,500 - 1 仕様書[PDF]

188 先鋭化Siナノニードルアレイ試作 一式

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12月21日

(一財）マイクロマシンセンター
東京都千代田区神田佐久間河岸
67
（法人番号3010005016673）

- 2,901,261 - 1 仕様書[PDF]

189 温度計測器 一式

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12月21日
（株）ＴＦＦフルーク社
東京都港区港南2-15-2
（法人番号5010401123798）

- 2,199,120 - 1 仕様書[PDF]

190 高速液体クロマトグラフ 一式

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12月21日

（株）アオバサイエンス
宮城県仙台市太白区富沢南2-
11-5
（法人番号5370001001419）

- 4,983,000 - 2 仕様書[PDF]

191
圧力コア微量炭化水素ガス分析装置
一式

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12月21日
（株）タナカ
北海道札幌市東区北6条東4-1-7
（法人番号9430001010244）

- 2,919,400 - 1 仕様書[PDF]

192 太陽電池表面観察用光学顕微鏡 一式

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12月21日
（株）ニコンソリューションズ
東京都品川区西大井1-6-3
（法人番号4010401069976）

- 3,103,936 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/DFJ5VO9Y/5YVU8J4H1YTF7EI3MP8C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/FM44VNWI/PLCBDLYWDD7VNHXGBZTK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/BHOKWNER/OIS0M3DP8LMKNSVLVPFF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/GBWV17U1/EG25JSEJR1U53Q4UISNZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/0675ZAGY/JCGLVPACMTUHTWYYNUCQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/NI9LECZD/S29L6A0U0K92BFDEYYBT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/BP06QWXM/10YP94LOW62PDWKGN8CO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/5H7CDFB3/T6CLVPZ85J6QN0C2E3FQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/HUTCSEXB/ZOLU8BZ4SJK228LDIA25.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/CL62D36H/CCBERY1JVQST5OJWD78K.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和2年12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）

193
超小型押出成形システム（計測部）ハ
イパースペクトルカメラ 一式

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12月21日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 4,988,500 - 1 仕様書[PDF]

194
ナノインデンテーションマッピングソフト
ウェア 一式

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12月21日
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1ｰ1ｰ6
（法人番号8010001051991）

- 2,310,000 - 1 仕様書[PDF]

195 液体ヘリウム及びヘリウムガス 一式

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12月21日

（株）巴商会 学園都市営業所
茨城県つくば市大字吉瀬字吉瀬
1702-2
（法人番号4010801008518）

- 4,957,260 - 1 仕様書[PDF]

196 XYZステージユニット 一式

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12月21日
（有）イサックス
埼玉県日高市大字旭ヶ丘138-17
（法人番号7030002120712）

- 3,217,500 - 1 仕様書[PDF]

197 ハイパフォーマンス・コンピュータ 一式

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12月21日
HPCシステムズ（株）
東京都港区海岸3-9-15
（法人番号4010401096252）

- 1,760,000 - 1 仕様書[PDF]

198
有機材料シミュレーション装置増設 一
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12月21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 ）

- 4,939,000 - 1 仕様書[PDF]

199 ハイスピードカメラシステム 一式

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12月21日
アーカイブティップス（株）
東京都千代田区内神田3-24-3
（法人番号3011501018766）

- 4,829,000 - 1 仕様書[PDF]

200 研究支援者派遣 一式

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12月21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）

- 2,640 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
1,227,600円

201
デジタルサンプリングオシロスコープ修
理 一式

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12月21日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 4,681,600 - 1 仕様書[PDF]

202 3インチSi基板の貫通孔加工作業 一式

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12月22日
（株）アシストナビ
神奈川県厚木市中町3-18-5
（法人番号7021001029417）

- 4,950,000 - 1 仕様書[PDF]

203 皮膚測定器装置 一式

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12月22日
（株）インテグラル
東京都品川区上大崎2-25-2
（法人番号1011101025586）

- 2,750,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/Y4EIT82B/80GOR4OY7JBR9BC99FPV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/PHUCM2R7/0FK6YDVYFPYP3WEZ4Q0Q.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/XWBU785G/BGTT4PJ34EC9XA5MIHWW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/SCAB1ZI6/EU566ZJ8XEMPS4ABUIIU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/PI4K6AJN/VZ6J1BH6SY2AMGVU3KBI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/4QNOA6Q5/2XQRXLNFGBWGVHJIHWKE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/MU4YUTME/JIA2YSZR0NSA9YE5A4PK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/NNKB28H2/5C539TFU6BF0XZ2GLL2L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/NNKB28H2/5C539TFU6BF0XZ2GLL2L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/NNKB28H2/5C539TFU6BF0XZ2GLL2L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/NNKB28H2/5C539TFU6BF0XZ2GLL2L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/U2S4L1D7/NITHBKVLF8AU2B9LE7FI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/CR8VRK3I/Q80LQRLK8A64LCNU9E3X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/5195WAQ0/JRHX28QWI0SDRKC51E7U.pdf
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204
「20万分の1日本火山図」火口・カルデ
ラの表示検索開発作業 一式

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12月22日
（株）オープン・ジー・アイ・エス
東京都墨田区吾妻橋1-19-14
（法人番号6010601022551）

- 1,584,000 - 1 仕様書[PDF]

205
ポリマー大規模分子系計算サーバ 一
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12月22日
（株）ながれ
東京都目黒区原町1-16-5
（法人番号3013201012157）

- 1,738,000 - 2 仕様書[PDF]

206
太陽光スペクトルの検証に係る実測
データの入手と分析 一式

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12月22日
（株）ナレッジフォーサイト
東京都目黒区柿の木坂1-30-17
（法人番号9013201011054）

- 1,313,400 - 1 仕様書[PDF]

207 内視鏡用DOEパターン投光器 一式

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12月22日
（株）ノア
茨城県つくば市並木3-17-6
（法人番号2050001016047）

- 1,980,000 - 1 仕様書[PDF]

208
バーコルデリア細菌の遺伝子発現変動
解析作業 一式

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12月22日
（株）ファームラボ
東京都江東区白河4-3-1-913
（法人番号9010601032325）

- 3,907,200 - 1 仕様書[PDF]

209
麹菌における遺伝子発現データ解析
一式 一式

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12月22日
（株）ファームラボ
東京都江東区白河4-3-1-913
（法人番号9010601032325）

- 4,963,200 - 1 仕様書[PDF]

210
視聴覚統深層学習用ワークステーショ
ン 一式

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12月22日
（株）ファナティック
東京都千代田区五番町1-11
（法人番号4010001100018）

- 3,219,700 - 3 仕様書[PDF]

211 ガス供給設備 一式

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12月22日

（株）巴商会 学園都市営業所
茨城県つくば市大字吉瀬字吉瀬
1702-2
（法人番号4010801008518）

- 4,400,000 - 1 仕様書[PDF]

212 染色装置 一式

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12月22日
アイテックサイエンス（株）
茨城県つくば市松栄679-18
（法人番号9050001017781）

- 3,671,107 - 1 仕様書[PDF]

213
次世代メモリデバイスに対応するメイン
メモリシミュレータの開発 一式

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12月22日

ヴィーエー・リナックス・システム
ズ・ジャパン（株）
東京都江東区豊洲3-2-20
（法人番号8010601040171）

- 4,290,000 - 3 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/LY0TS5MZ/26UEROTTZ9MM29I99ETK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/75CIZH7R/EN4WID1T1F4KDB3AWTS8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/3TZHQ7RS/XH6KU32WPM8SB1KIYCNX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/2ZGC4HAZ/MKWQQ8QVBHIAI3HYFDVK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/XI82IGPR/4IQY8KBVHQG87DJ2Z3VF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/HVIOBP1I/JQ2CT0Q4UA4MFLQHR0ON.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/YK654X6P/CZQN818EHPW11JJCZBNB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/1XIEPPG6/M3VO66NK15ZT215XS4Y6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/FIJW87B9/PY240EK5KM0T7NLULCIY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/B13CDCXU/2145QHR3Z1LIL8NRTNX0.pdf
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214 素子観察用顕微鏡 一式

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12月22日

オリンパスメディカルサイエンス販
売（株）
東京都新宿区西新宿3-20-2
（法人番号2011101037845）

- 4,994,000 - 1 仕様書[PDF]

215 顕微鏡加熱ステージ 一式

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12月22日
ジャパンハイテック（株）
福岡県福岡市東区唐原7-15-81
（法人番号6290001013917）

- 2,583,900 - 1 仕様書[PDF]

216 2インチ及び4インチGaNウェハ 一式

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12月22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）

- 2,299,000 - 1 仕様書[PDF]

217 マニュアルプローブステーション 一式

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12月22日

フォームファクター（株）
神奈川県横浜市保土ｹ谷区神戸
町134
（法人番号2010701012919）

- 3,740,000 - 1 仕様書[PDF]

218
タンパク質－化合物相互作用データ
セット計算システムの開発 一式

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12月22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）

- 4,757,500 - 1 仕様書[PDF]

219
タンパク質－リガンド複合体におけるリ
ガンド結合状態の構造探索 一式

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12月22日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1
（法人番号6010401078785）

- 4,991,250 - 1 仕様書[PDF]

220 超純水製造システム 一式

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12月22日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 1,672,000 - 1 仕様書[PDF]

221
廃製品3Dデータ入力を自動化した振動
フィーダ解析プログラム作成作業 一式

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12月23日

（株）ＩＤＡＪ
神奈川県横浜市西区みなとみら
い2-2-1-1
（法人番号4020001020446）

- 1,269,400 - 1 仕様書[PDF]

222 研究支援者派遣 一式

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12月23日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 2,750 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
1171,500円

223
グローブ型手部運動計測システム 一
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12月23日
（株）スパイス
東京都港区赤坂2-21-3
（法人番号6010401015128）

- 3,960,000 - 1 仕様書[PDF]

224 ストロンチウム同位体組成分析 一式

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12月23日

（株）地球科学研究所
愛知県名古屋市天白区植田本町
1-608
（法人番号 6180001023869）

- 1,403,600 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/AW7GT88S/9VX0E48MTXIMF2I65LY6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/X1JIX3YZ/9GUUWIF0UUM4JZ9L7P5L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/DJOBETW4/58FTZ32RRD52PLTYJ0ZU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/I2CKKTEJ/Y6LJGMJN85TRJ023M9BJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/ZUBMNM08/6RVGNV02S7CDF4X29PK1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/3LK4587R/VE746UHELC9DO1XCWH44.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/9Q52YN2E/Y4BDHGAS8GGS2GG84VIN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/3WMUG5DO/DM53X3OU1BGXKRAXAANW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/OZZ6B4D6/XBZY9J2WY72JW7R8R272.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/OZZ6B4D6/XBZY9J2WY72JW7R8R272.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/OZZ6B4D6/XBZY9J2WY72JW7R8R272.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/OZZ6B4D6/XBZY9J2WY72JW7R8R272.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/LONN1JT2/SM0BYJLW7FZACN8WS7CT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/4RGVU2FF/O1TCZGX85JE4K5OJI8BT.pdf
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225 超純水製造装置 一式

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12月23日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 1,739,413 - 1 仕様書[PDF]

226 研究支援者派遣 一式

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12月23日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,530 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
1,078,413円

227 光学顕微鏡用カメラ 一式

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12月23日

アイテックサイエンス（株） つくば
営業所
茨城県つくば市梅園2-33-26
（法人番号9050001017781）

- 1,805,870 - 1 仕様書[PDF]

228 6軸力覚センサ 一式

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12月23日

ビー・エル・オートテック（株）
兵庫県神戸市兵庫区明和通3-3-
17
（法人番号4140001013958）

- 2,221,560 - 1 仕様書[PDF]

229
ICP質量分析装置RFジェネレーター交
換修理 一式

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12月23日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 2,087,580 - 1 仕様書[PDF]

230
ガスクロマトグラフ質量分析装置基板
交換作業 一式

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12月23日
中山商事（株） 筑波営業所
茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1
（法人番号7050001023451）

- 1,569,700 - 1 仕様書[PDF]

231
質量分析データに基づくタンパク質同
定解析ソフトウェア及び解析用PC 一式

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12月23日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号　5010001006123）

- 2,860,000 - 1 仕様書[PDF]

232 単腕型人協働ロボット 一式

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12月23日
日本バイナリー（株）
東京都港区芝2-3-3
（法人番号3010401032613）

- 3,465,000 - 1 仕様書[PDF]

233 超音波装置 一式

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12月23日
本多電子（株）
愛知県豊橋市大岩町小山塚20
（法人番号4180301007094）

- 2,904,000 - 1 仕様書[PDF]

234
モンテカルロ計算及び機械学習用計算
機 一式

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12月24日
（株）ＨＰＣテック
東京都中央区日本橋富沢町7-13
（法人番号7010001120401）

- 2,748,900 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/CA2XRNK1/S7I52USETNQ5GQJ9JRXO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/07Y46UHQ/8RJFWLGQ2ADC90EI75DJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/07Y46UHQ/8RJFWLGQ2ADC90EI75DJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/07Y46UHQ/8RJFWLGQ2ADC90EI75DJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/07Y46UHQ/8RJFWLGQ2ADC90EI75DJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/9F10HAW2/TCGV4WWABHT3UT3USZSV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/3NCW6YCH/HUJ1UJ68H21CJFBMW0Q0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/L55BNU0A/MU28MI4U4WF628GBCBSQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/9G0I50DL/7CZHDUWHBSNI9W4Z2P5N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/5TJ8A66R/VHUVREMZ89YYSQ6AADXD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/8IU53DAQ/PE86AJ2OHOEB7X9V64OT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/VCZTQOUW/4NVW5VUXTE9RLK34HTVS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/XWSZSNK7/6WANIB3KBG7F4LFOWZAC.pdf
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235 音響解析データストレージサーバ 一式

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12月24日
（株）ＨＰＣテック
東京都中央区日本橋富沢町7-13
（法人番号7010001120401）

- 3,982,000 - 2 仕様書[PDF]

236 精密抵抗計 一式

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12月24日
（株）ＴＦＦフルーク社
東京都港区港南2-15-2
（法人番号5010401123798）

- 4,906,000 - 1 仕様書[PDF]

237 コリオリ式マスフローメーター 一式

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12月24日
（株）クローネ
東京都葛飾区東新小岩3-9-6
（法人番号8011801001277）

- 4,088,700 - 1 仕様書[PDF]

238 自転公転式撹拌機 一式

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12月24日
（株）シンキー
東京都千代田区外神田2-16-2
（法人番号3010001020019）

- 2,662,000 - 1 仕様書[PDF]

239 同軸フィードスルー 一式

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12月24日
（有）テクサム
大阪府柏原市清洲1-4-9
（法人番号2122002015466）

- 1,805,760 - 1 仕様書[PDF]

240 真空用XY軸ピエゾステージ 一式

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12月24日
ＴＨＫプレシジョン（株）
東京都大田区東糀谷4-9-16
（法人番号8011601016640）

- 2,512,400 - 1 仕様書[PDF]

241 ハイドロホン感度校正作業 一式

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12月24日
イーステック（株）
東京都新宿区四谷2-10-502
（法人番号3011101001627）

- 1,322,200 - 1 仕様書[PDF]

242

ロボット介護機器「介護業務支援分野」
標準化のための介護アセスメントデー
タの変換ロジックの検証と業務標準プ
ロセスの作成業務 一式

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12月24日
ウェル・ナビ（株）
東京都千代田区丸の内1-8-3
（法人番号9010001011549）

- 4,000,000 - 1 仕様書[PDF]

243
プログラマブル光波長選択スイッチ
(WSS) 一式

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12月24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）

- 3,740,000 - 2 仕様書[PDF]

244
運動力学・認知介入システム構築作業
一式

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12月24日
ソフトキューブ（株）
大阪府守口市京阪本通2-3-5
（法人番号4120001156057）

- 2,420,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/FU2GD8MN/RS8PMEK5VQVYQFKY6VRM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/MJU8BIFP/213SM4BR6RHZULJLUH5N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/WK2DG4EX/PMDNOGC4AEECBW7TAQ0A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/6MUFL1N4/7NAV2WCNBDM0HXCK28BK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/5Z3KOTDR/1H7VT9VD2DJLOQ8AQ3W2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/QFKQ4D6K/T30A29R5B9MUMMDQE351.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/KXM8MQ16/EVC4KLUAX8884ZRS8EDX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/KM5M7OB6/5GF7J6QHEEXJ7U097SSN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/CHVCRM3C/4UUPT9QQX3B2XS2OBGGG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/MQPW2RP3/42XYIYQV5CH3NR5YSNMZ.pdf
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245 高圧水素用コリオリ流量計 一式

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12月24日

トキコシステムソリューションズ
（株） 本社サービス本部
神奈川県川崎市川崎区東田町8
（法人番号1020001033723）

- 3,300,000 - 1 仕様書[PDF]

246
自動マルチレクチンアッセイシステム用
発光試薬 一式

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12月24日

プレシジョン・システム・サイエンス
（株）
千葉県松戸市上本郷88
（法人番号　9040001037483）

- 3,300,000 - 1 仕様書[PDF]

247 ガス吸着装置 一式

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12月24日

岩谷産業（株） 名古屋支店
愛知県名古屋市中区丸の内3-
23-20
（法人番号8120001077357）

- 4,455,000 - 1 仕様書[PDF]

248 小型近赤外分光器 一式

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12月24日
九州計測器（株）
福岡県福岡市博多区山王1-6-18
（法人番号8290001012363）

- 2,749,780 - 1 仕様書[PDF]

249 高速高電圧アンプ 一式

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12月24日
松定プレシジョン（株）
滋賀県草津市青地町745
（法人番号4160001013147）

- 3,327,500 - 1 仕様書[PDF]

250 超純水製造装置 一式

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12月24日

日京テクノス（株）
茨城県つくば市大字下平塚字東
342-22
（法人番号 5010001006123）

- 3,371,500 - 1 仕様書[PDF]

251 携帯型光学式粒子カウンタ 一式

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12月24日
日本カノマックス（株）
東京都港区浜松町2-6-2
（法人番号4120901007846）

- 3,969,702 - 1 仕様書[PDF]

252 マウスQIAseq miRNA-seq解析 一式

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12月24日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 1,969,000 - 1 仕様書[PDF]

253 4インチエピウエハ 一式

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12月25日

（株）エーティーエヌジャパン
神奈川県横浜市都筑区中川中央
1-35-16
（法人番号4020001067520）

- 1,835,680 - 1 仕様書[PDF]

254 プラスチック板材 一式

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12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）

- 2,970,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/2I9C715G/WFBJ0S78RUQCV4LRZPXH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/6J9YG6ZC/0J12O2R6PLOIL9JWXTK8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/ENMANCRZ/TFYB2SPWWOEYQJGRC9I6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/5F8AS11Y/MU9K9KD9YE3TN0MJWK33.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/HFLUJVBR/5MFX48RCUYH4UCGW4B5H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/NL963HUA/RE37HJHADSPAYRUAWWT8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/FWKMF8FG/ORNQEL7Q7L54QN5AF6SX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/XJUT5W5Q/EPUR3OBGCGBLUC70X0RN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/OKR9C6YH/VWV36ZGE3WWKVRP586OJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/9STO9KWE/XJWIBGEVASOC15B46BKI.pdf
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255 全有機炭素計 一式

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12月25日
（株）タナカ
北海道札幌市東区北6条東4-1-7
（法人番号9430001010244）

- 4,976,400 - 1 仕様書[PDF]

256 研究支援者派遣 一式

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12月25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）

- 3,982 - 1

仕様書[PDF]
単価契約
予定総額
1,700,314円

257
テンシロン万能試験機用データ処理ソ
フトバージョンアップ 一式

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12月25日

（株）プロ・ディバイス 久留米営業
所
福岡県久留米市東合川3-2-17
（法人番号1290001000548）

- 1,188,000 - 1 仕様書[PDF]

258 高エネルギーＸ線源修理作業 一式

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12月25日
（株）みらくる分析センター
滋賀県草津市穴村町576-1
（法人番号5160003000654）

- 1,320,000 - 1 仕様書[PDF]

259 ポリマーブレンド断面構造計測 一式

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12月25日
（株）日産アーク
神奈川県横須賀市夏島町1
（法人番号9021001040867）

- 2,367,200 - 1 仕様書[PDF]

260
屋外貯蔵タンク浮屋根監視用センサー
ボード試作 一式

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12月25日
（株）日本ジー・アイ・ティー
滋賀県栗東市野尻590
（法人番号9160001013712）

- 2,750,000 - 1 仕様書[PDF]

261
第一原理電子状態計算プログラム
ESM-RISM(OpenMX)へのGC-SCF実装
一式

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12月25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）

- 2,970,000 - 1

262
フレキシブルデバイス実装試験用セン
サ計測モジュール設計及び製作 一式

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12月25日
ジェイエムティー（株）
埼玉県川口市上青木6-22-1
（法人番号5030001075265）

- 3,050,960 - 1 仕様書[PDF]

263
材料情報ポータルシステム設計作業
一式

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12月25日

ビットスター（株）
北海道札幌市中央区南7条西1-
21-1
（法人番号1430001037773）

- 1,650,000 - 1

264
Quantum ESPRESSO(ESM-RISM)の
test-suiteを用いた動作検証自動化
ツール作成 一式

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12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）

- 1,980,000 - 1

265
認知症を起因とした周辺症状における
知識構造解析用ソフトウェア 一式

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12月25日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 2,123,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/HH05LRI8/LWONZCYOADFLVBMTJGO4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/YJQNZV5P/0HCO0JSL75OHF9CQPWDN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/YJQNZV5P/0HCO0JSL75OHF9CQPWDN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/YJQNZV5P/0HCO0JSL75OHF9CQPWDN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/YJQNZV5P/0HCO0JSL75OHF9CQPWDN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/ZFBO0IRX/TQXWM4WR5W0X7DUIDD4X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/R271YJA9/F3OTLBLB5OYSNXYI6RFN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/9U2LEO8T/1R0IN06F2EANPPV437JI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/BB25T12P/051KZFMOCB21Z8XWUPDF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/UBKOR9VI/7HOVSBNCRRGIU0V9HATD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/AQU7LKQO/4U3AOL1ZV05ZBTZZBQYG.pdf
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266 ミクロ天秤 一式

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12月25日
中山商事（株） 筑波営業所
茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1
（法人番号7050001023451）

- 1,870,000 - 1 仕様書[PDF]

267 高速データアクセス用ストレージ 一式

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12月25日
北原商事（株）
東京都練馬区西大泉6-1-22
（法人番号1011601001748）

- 2,070,310 - 2 仕様書[PDF]

268 計算サーバ 一式

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12月28日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 3,080,000 - 2 仕様書[PDF]

269 高圧高速液体クロマトグラフ 一式

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12月28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）

- 4,389,000 - 1 仕様書[PDF]

771,046,848 762,257,682 98.9%

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/QJZ3582A/72UY5B9J8PIGN3RSPUXM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/2IBPRP8Z/LUSDZ14HL1VVXTX2NZ1L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/DR1W6ODI/GUFAWJDE2REYDL6A9LA6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/6UF649TH/XAXUARAILFW3X2NMRDZ1.pdf

	【確認用】

