
＜特例随意契約一覧表（令和3年1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
医療機器グレードバイタルサ
インモニタリングデバイス試作
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3年1月4日
（株）クォンタムオペレーション
東京都中央区月島1-2-13
（法人番号4013301041328）

- 4,312,000 - 1 仕様書[PDF]

2 レーザ加工装置 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3年1月4日
（株）レーザーコネクト
東京都多摩市関戸5-20-5
（法人番号3012401021604）

- 4,928,000 - 1 仕様書[PDF]

3 測定顕微鏡システム 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3年1月4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）

- 4,353,800 - 1 仕様書[PDF]

4
極低温特性評価用多層配線
マスク 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3年1月4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）

- 2,887,500 - 2 仕様書[PDF]

5 磁性材料研究用計算機 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3年1月4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）

- 3,894,000 - 1 仕様書[PDF]

6
データ保管用大容量ディスク
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3年1月5日
（株）ニューテック
東京都港区浜松町2-7-19
（法人番号4010401039731）

- 1,595,000 - 1 仕様書[PDF]

7 ロックイン赤外線顕微鏡 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3年1月5日
（株）ビジョンセンシング
大阪府大阪市北区与力町1-5
（法人番号2120001135129）

- 2,739,000 - 1 仕様書[PDF]

8 電気化学アナライザー 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3年1月5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）

- 2,574,000 - 1 仕様書[PDF]

9
「行動ライブラリ表示ソフトウェ
ア」の機能等の拡張・改善 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3年1月5日
（株）丹青社
東京都港区港南1-2-70
（法人番号　3010501007440）

- 1,870,000 - 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/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/L12IA1GQ/KPFXTUBURJH1KNBT6Z4D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/181XWEM2/DSQKAA7XNWTSAJS2BZQB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/B64LVIRU/9ZKFTYZXD7JFICVZHH9L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/RFCKOIFU/3ST9YE1PT10DSDXX8TSC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/MO3BEV5O/90Q04R0JGGD85GCJ31IB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/DVRDBRLE/HLDRX1405VH9PKCAD9F0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/WNXVRRUG/NMACXQXEXX9XAIZ1L63Q.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/755LH8BM/P5U6OVRQBQ8A2CTZLAS1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/GP54478Z/QF773HZSHRU6N5I4UJYR.pdf
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10
薄膜形成用真空蒸着装置 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3年1月5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）

- 3,674,000 - 1 仕様書[PDF]

11 研究支援者派遣 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3年1月5日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号 4010001143256）

- 2,665 - 2
単価契約
予定総額 1,138,083円
仕様書[PDF]

12 ガス混合装置 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3年1月5日
ヤマト科学（株）名古屋支店
愛知県名古屋市中区栄2-6-1
（法人番号7010001059565）

- 1,900,000 - 1 仕様書[PDF]

13
ネットワーク型RTK測量機器
セット 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3年1月5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）

- 2,230,965 - 1 仕様書[PDF]

14
携帯型マルチセンサシステム
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3年1月6日

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

- 2,359,500 - 1 仕様書[PDF]

15
準汎用学習済みモデルを用
いた診断支援デモシステムの
開発 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3年1月6日
（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1
（法人番号1010901026918）

- 4,070,000 - 1 仕様書[PDF]

16 データ解析用システム 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3年1月6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）

- 3,190,000 - 1 仕様書[PDF]

17 正極表面FT-IR分析 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3年1月6日

（株）住化分析センター
大阪府大阪市中央区高麗橋4-
6-17
（法人番号2120001026468）

- 1,683,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/VT000Y8L/M6HSBGYN6VPN5W5F4C76.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/SZ3QKFVY/GJ348EK9GAY8Y7HAHN2O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/SZ3QKFVY/GJ348EK9GAY8Y7HAHN2O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/SZ3QKFVY/GJ348EK9GAY8Y7HAHN2O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/Z6DJMAT0/8BX8GFJJORJB16N4FQ37.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/K0OK4VZ1/G19XAY3NNMPRCTRMROK9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/34BN3B6Z/5AFTKARAKR728Y93N62H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/SZ4LONJC/MANYYXXI2SH347WPKO3X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/HMLCQ3BT/DH351LEJGAYS605S3A8U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/L0HQUWH8/3F4KZFYFV7FG4I725AEM.pdf
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18
加熱ラミネート型セルの分析
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3年1月6日

（株）東レリサーチセンター 関
西営業部
滋賀県大津市園山1-1-1
（法人番号5010001051549）

- 1,540,000 - 1 仕様書[PDF]

19
西1-3308室安定同位体比質
量分析計用特殊ガス供給設
備 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3年1月6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）

- 2,013,000 - 1 仕様書[PDF]

20
フローチャンネル熱電対設置
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3年1月6日
（株）鈴木商館 筑波営業所
茨城県つくば市大字要204
（法人番号3011401003348）

- 2,839,100 - 1 仕様書[PDF]

21
パーソナル有機合成装置 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3年1月6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）

- 3,232,350 - 1 仕様書[PDF]

22 ファイバー式積分球 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3年1月6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）

- 2,265,230 - 1 仕様書[PDF]

23
超高分解能飛行時間型質量
分析装置デジタイザ交換修理
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3年1月6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）

- 1,843,600 - 1 仕様書[PDF]

24
ガスクロマトグラフ-質量分析
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3年1月6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）

- 4,950,000 - 1 仕様書[PDF]

25 キセノン光源 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3年1月6日
朝日分光（株）
東京都北区上十条2-13-1
（法人番号1011501000024）

- 1,713,800 - 1 仕様書[PDF]

26 研究支援者派遣 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3年1月7日

（株）テクノプロ　テクノプロ・エン
ジニアリング社
宮城県仙台市青葉区中央1-2-
3
（法人番号2010401069169）

- 4,400 - 1
単価契約
予定総額 1,742,400円
仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/QMNZX6OK/9JVFPFHN5X6GXVIWOM6C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/5A4358PJ/CKTCMBUBI06LONOUORKQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/93TYQYD5/FYKIE9L7UZFZYQBI2KGZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/H8RQ6MFQ/2PV7R8QN3RMXIC26TASJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/RL02T9Y1/AG545X2LP0V8DBZMJL9M.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/8CIIDZWX/B4ZW6HMQMK0G79EY78PE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/WFIF4EPY/8XH1XY7A5IY763ESVDYV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/HR7YMYIA/WRG64TWKKC3DIBLCRKGW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/6MJVII76/3KSCIARG06Z6H3RCBV2Q.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/6MJVII76/3KSCIARG06Z6H3RCBV2Q.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/6MJVII76/3KSCIARG06Z6H3RCBV2Q.pdf
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27 研究支援者派遣 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3年1月7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）

- 3,520 - 1
単価契約
予定総額 1,390,400円
仕様書[PDF]

28 脳波計測システム 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3年1月7日
（株）フィジオテック
東京都千代田区岩本町1-6-3
（法人番号4010001028093）

- 4,896,870 - 1 仕様書[PDF]

29 粉末回折データベース 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3年1月7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）

- 1,188,000 - 1 仕様書[PDF]

30

粒子型半導体デバイスシミュ
レータエネルギー損失モデル
等機能追加コーディング作業
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3年1月7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）

- 4,950,000 - 1 仕様書[PDF]

31
超大規模シミュレーション用
サーバー 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3年1月7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）

- 1,567,500 - 2 仕様書[PDF]

32 赤外線サーモグラフィー 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3年1月7日

ダイトロン（株）
大阪府大阪市淀川区宮原4-6-
11
（法人番号9120001083156）

- 1,905,200 - 1 仕様書[PDF]

33
資源フロー分析・外部制御ソ
フトウェア 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3年1月7日
マスワークス(同)
東京都港区赤坂4-15-1
（法人番号3010403007563）

- 3,894,000 - 1 仕様書[PDF]

34 眼鏡型視線計測装置 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3年1月7日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 2,885,850 - 1 仕様書[PDF]

35 植物育成棚 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3年1月7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）

- 1,972,300 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/6JQV3Z57/VBR94BQVCXV8LOC0YA59.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/6JQV3Z57/VBR94BQVCXV8LOC0YA59.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/6JQV3Z57/VBR94BQVCXV8LOC0YA59.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/PHYT87N0/SUUCA00LH4DPOYISC8DM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/MP03RCDB/OATSRJQBVF5BL0S0QTKD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/7BINJEG3/N68TEZN5FIBF995FKC92.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/RG6VGIKV/U3EMRPSHP1E934ODRP20.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/K43GGZ8J/L5VPBWZVPZJ7FQR1WNSX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/RJSU6RV9/1GMBSGOK7CGHFT4EYXRP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/EHVUSVKV/3OJHKS2NYBWLZR7BJFF2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/QN1FRU2V/N6HOT7VSYBTHIUANYIFQ.pdf
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36
マウスQIAseq miRNA-seq 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3年1月7日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 1,177,000 - 1 仕様書[PDF]

37 正極表面XPS分析 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3年1月8日
（株）UBE科学分析センター
大阪府大阪市北区堂島1-6-20
（法人番号7010401042237）

- 1,798,500 - 3 仕様書[PDF]

38
エネルギー材料用精密切断
機 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3年1月8日
（株）サブテック
千葉県松戸市六実1-54-11
（法人番号8040001035579）

- 3,993,000 - 2 仕様書[PDF]

39
屋内測位システムのための
BLE機器導入・保守支援ツー
ルの開発 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3年1月8日

（株）スコープラビット
福岡県福岡市中央区荒戸3-3-
15
（法人番号2290001088905）

- 1,829,300 - 1 仕様書[PDF]

40 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3年1月8日
（株）スタッフサービス
東京都千代田区神田練塀町85
（法人番号8010001076758）

- 2,970 - 1
単価契約
予定総額 1,268,190円
仕様書[PDF]

41 純水／超純水製造装置 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3年1月8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）

- 4,106,300 - 1 仕様書[PDF]

42 電解液LC-MS/MS分析 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3年1月8日

（株）東レリサーチセンター 関
西営業部
滋賀県大津市園山1-1-1
（法人番号5010001051549）

- 880,000 - 1 仕様書[PDF]

43 超音波パルサ・レシーバ 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3年1月8日

ジャパンプローブ（株）
神奈川県横浜市南区中村町1-
1-14
（法人番号3020001027079）

- 3,564,000 - 1 仕様書[PDF]

44
高純度水素ガス発生装置 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3年1月8日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 3,217,500 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/1X1BRKFP/MKN4SEEUZ2UKG6PKQ57L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/T82VIUDV/6YRXN7FP97RIMOU60VHF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/6RNIAMLV/0STTJ9WL1VEW87J28PYU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/MBAW0C0F/CIS7OAWK8WX4YT756ID8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/9LFY1GOF/Y7CCRH9SUL5QAKCZWI7W.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/9LFY1GOF/Y7CCRH9SUL5QAKCZWI7W.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202012/9LFY1GOF/Y7CCRH9SUL5QAKCZWI7W.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/3ADA03H1/8GHRKA9MXTL1FJC9S825.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/PWY37YD8/D5LHVDEF29OMN8TBLPBQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/HWNN9SQ8/O0WZV1Z3D3OVUYP9FJYJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/FZ2JL5FP/YOB0DI9IZG26Z9CHP7V6.pdf
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45 6分力計 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3年1月8日
日章電機（株）
東京都大田区矢口1-25-15
（法人番号8010801009396）

- 2,794,000 - 1 仕様書[PDF]

46
光散乱用恒温室空調機改修
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3年1月8日
日本スピンドル製造（株）
兵庫県尼崎市潮江4-2-30
（法人番号1140001050327）

- 4,873,000 - 1 仕様書[PDF]

47 ロボットアーム 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3年1月8日
日本バイナリー（株）
東京都港区芝2-3-3
（法人番号3010401032613）

- 3,355,000 - 1 仕様書[PDF]

48
バイオ実験自動化システム
CADモデル調整作業 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3年1月8日

梅馨堂（同）
福岡県北九州市小倉北区浅野
3-8-1
（法人番号1290803003558）

- 1,320,000 - 1 仕様書[PDF]

49 黒体炉 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3年1月12日
（株）アイ・アール・システム
東京都多摩市愛宕4-6-20
（法人番号7010101000008）

- 4,227,300 - 1 仕様書[PDF]

50 赤外フィルター 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3年1月12日
（株）アイ・アール・システム
東京都多摩市愛宕4-6-20
（法人番号7010101000008）

- 3,466,100 - 2 仕様書[PDF]

51
タンパク質構造と拡張型
ChemTSを用いた化合物リー
ド最適化システムの開発 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3年1月12日
（株）システム計画研究所
東京都渋谷区桜丘町18-6
（法人番号1011001010333）

- 4,422,000 - 1

52 SD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3年1月12日
（株）ヤマダデンキつくば営業所
茨城県つくば市学園の森3-4-1
（法人番号2070001036729）

- 2,475,000 - 2 仕様書[PDF]

53 粒子径分布測定装置 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3年1月12日

（株）堀場製作所　名古屋セー
ルスオフィス
愛知県名古屋市東区葵3-15-
31
（法人番号1130001011676）

- 4,972,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/XXIVTDEA/ZBFQW234WYQX419W4RPO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/JQLPH5O5/H3FIQHKGO1AG7G4NXN5T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/AVNOU36H/F0ZVK334SX89X3HW2NOV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/DIFEHR4I/BJVSPOAGH8NZZTYP7HNC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/QJ68NDDX/5L4JQD0ZCADX0DY1M40N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/YKLAPDWI/A76ZOUA6V0445VCAWRM8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/SXVQXIS4/RMST9URCVMLFF72BGJV3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/02VK8MK7/O3DHXQ4GSJ6DL5C1FODN.pdf
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54
ラット超音波エコー計測およ
び心電図計測 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3年1月12日
プライムテック（株）
東京都文京区小石川1-3-25
（法人番号7010001007425）

- 1,673,430 - 1 仕様書[PDF]

55 全有機体炭素測定装置 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3年1月12日

家田化学薬品（株）
東京都中央区日本橋室町4-3-
4
（法人番号8030001045835）

- 2,893,000 - 1 仕様書[PDF]

56 有機微量元素分析装置 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3年1月12日

家田化学薬品（株）
東京都中央区日本橋室町4-3-
4
（法人番号8030001045835）

- 4,851,000 - 1 仕様書[PDF]

57
Gタンパク質及び内在性リガ
ンドとEP4の分子間相互作用
解析 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3年1月12日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1
（法人番号6010401078785）

- 1,749,000 - 1 仕様書[PDF]

58
TLR7に対する新規阻害剤の
結合様式と複合体形成に関
する解析 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3年1月12日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1
（法人番号6010401078785）

- 2,178,000 - 1 仕様書[PDF]

59
タンパク質の変異体立体構造
構築システムの薬剤耐性変
異への拡張 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3年1月12日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1
（法人番号6010401078785）

- 4,543,000 - 1 仕様書[PDF]

60
化合物データベースの化合物
空間解析の更新 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3年1月12日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1
（法人番号6010401078785）

- 2,497,000 - 1 仕様書[PDF]

61 スペクトルカメラ 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3年1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）

- 2,590,940 - 1 仕様書[PDF]

62

CHARMM力場対応初期構造
作成プログラムの開発と
Gromacs連携機能の実装 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3年1月13日
（株）クロスアビリティ
東京都文京区本郷4-1-5
（法人番号8010001120912）

- 1,540,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/X22PUUKC/74IE13YDL0R0FO8L9932.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/7ZOIRPAA/5O21BS6K0L7SSL9J8D3G.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/PSHZ9AJL/J5UECWDZR2QXWXV93KZK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/C0LLMODC/B65CGJGPD0XBMN5L9UCI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/1FV21HLW/OXJJT3L17Y09MN01MAGR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/QJ9WHOX8/Q362A0UORE42YXYEPU0B.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/HDIUUNQQ/R5XWL1VSN22MXHBHVI5O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/EQZ334QA/45COGA6S7IYYS5TXJ1TN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/DNW3TYG5/EH8ZYBOF3DEWLET4F9BP.pdf
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63 電気化学アナライザ 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3年1月13日

（株）新興精機
福岡県福岡市東区馬出6-14-
17
（法人番号2290001003252）

- 2,475,000 - 1 仕様書[PDF]

64
Dバンド平衡型円板共振器用
銅板セット 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3年1月13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）

- 1,870,000 - 1 仕様書[PDF]

65
CVD用ガス導入制御装置 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3年1月13日
KNテクノロジーズ
福岡県古賀市舞の里4-14-9

- 2,145,000 - 1 仕様書[PDF]

66 クリーンブース 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3年1月13日
KNテクノロジーズ
福岡県古賀市舞の里4-14-9

- 3,410,000 - 2 仕様書[PDF]

67
AIチップ設計拠点の設計ツー
ル実行サーバ 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3年1月13日
サンウェイテクノロジー（株）
東京都文京区本郷3-15-3
（法人番号9010001002911）

- 4,862,000 - 1 仕様書[PDF]

68 光トランシーバ 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3年1月13日
ネットワンシステムズ（株）
東京都千代田区丸の内2-7-2
（法人番号7010701007922）

- 1,458,160 - 1 仕様書[PDF]

69 分光蛍光光度計 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3年1月13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）

- 1,889,800 - 1 仕様書[PDF]

70
野外実験観測用プレハブ防
護壁等設置作業 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3年1月13日
遠藤科学（株）
茨城県つくば市天久保1-12-22
（法人番号5080001000689）

- 1,520,200 - 1 仕様書[PDF]

71
ワイヤ駆動モーションベース
制御システム 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3年1月13日

三菱電機システムサービス
（株） 関西支社
大阪府大阪市北区大淀中1-4-
13
（法人番号1010901011705）

- 3,098,700 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/FLNU1RLE/JIVFTMS3UM40XS1X9O9D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/KUNSX9TO/U670ZRZJ3QQYVPM6F4OU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/DKX7U0FA/ZQM9EN29CWHBDG29DIF4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/X2SVGXSY/XWBS4NM4HAR8157KTJRQ.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho2101/20210113-067.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/N4GKVVMG/J7KT5ANIVE0MVPBEM9GA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/QL9LC110/4IGE76UE80B9HHLG0KCR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/T73S74Q1/20Z6R06TW77GB51E46YG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/NYC39TGX/399YTYM23OVQD5FDFQ37.pdf
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72 水晶振動式圧力センサ 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3年1月13日

東邦マーカンタイル（株）
東京都練馬区大泉学園町8-
31-11
（法人番号3011601004773）

- 4,544,760 - 1 仕様書[PDF]

73
モルタル供試体の塩分浸透
試験他作業 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3年1月14日
(株)太平洋コンサルタント
千葉県佐倉市大作2-4-2
（法人番号7040001049885）

- 3,025,000 - 1 仕様書[PDF]

74 電気信号解析用測定器 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3年1月14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）

- 2,456,300 - 1 仕様書[PDF]

75
次世代シーケンス解析作業
（海洋生分解性プラスチック分
解微生物） 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3年1月14日
（株）理研ジェネシス
東京都品川区大崎1-2-2
（法人番号9010501027061）

- 1,496,880 - 1 仕様書[PDF]

76 水蒸気導入ユニット 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3年1月14日

ＮＥＴＺＳＣＨ　Ｊａｐａｎ（株）
神奈川県横浜市神奈川区守屋
町3-9-13
（法人番号1010001147251）

- 2,772,000 - 1 仕様書[PDF]

77
フーリエ変換赤外分光光度計
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3年1月14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）

- 2,143,020 - 1 仕様書[PDF]

78 3D-APT測定分析作業 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3年1月14日
ユーロフィンイーエージー（株）
東京都豊島区西池袋1-21-7
（法人番号5013301009035）

- 1,210,000 - 1 仕様書[PDF]

79
３チャンネル連続ガス分析装
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3年1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）

- 2,926,000 - 1 仕様書[PDF]

80 振動管式密度比重計 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3年1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）

- 1,966,800 - 2 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/IVKL9F8P/02YJ8QH2QECCWMLKFZEH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/PJ9FTC57/47TQ48LHJX162QW3EQ5C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/1X44EDKU/692FBY3M15JAZJKIGTSB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/AOL6K3PN/7S59ZTBX0N0FQXGQJ7SE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/CUA7VLHJ/93OE745TSEYFXGPB6Z49.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/HYKFB34F/S4XVY6Z2CXQDACVLU6XR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/LW4PWCSV/H1M0POYYMK2VDBVHJRQD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/CC0DL8U3/1PRQ7NXVOAM4X1N8MGMH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/EKZ3EN4X/OUX87Z04E11TKSWIH8NB.pdf
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81
冷却ジャケット付き高速切断
混合ミキサー 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3年1月14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）

- 4,735,500 - 1 仕様書[PDF]

82 電子顕微鏡移設作業 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3年1月14日

日本電子（株） 札幌支店
北海道札幌市北区北9条西3-
19
（法人番号9012801002438）

- 2,000,000 - 1 仕様書[PDF]

83
その場観察用引張試験機 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3年1月15日
（株）アクロエッジ
大阪府枚方市長尾谷町1-70-1
（法人番号4120001149878）

- 2,970,000 - 1 仕様書[PDF]

84
判断根拠図鑑マネージャの開
発 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3年1月15日
（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1
（法人番号1010901026918）

- 4,928,000 - 1 仕様書[PDF]

85 CT人体ファントム 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3年1月15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）

- 3,553,000 - 1 仕様書[PDF]

86
超高真空ケルビンプローブシ
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3年1月15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）

- 4,950,000 - 1 仕様書[PDF]

87 圧縮空気供給装置 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3年1月15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）

- 1,593,900 - 2 仕様書[PDF]

88
野外実験用プロパン供給配
管設置管理作業 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3年1月15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）

- 3,575,000 - 1 仕様書[PDF]

89 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3年1月15日
パイオネット・ソフト（株）
東京都新宿区西新宿1-22-2
（法人番号8011301005654）

- 6,244 - 2
単価契約
予定総額 2,279,316円
仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho2101/20210114-81.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/OTTLPVR3/KAJY6EWBQM23YHPV8T2L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/AG9W6TJY/54T0S1VZVVSQ4MW6B371.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/FDF8H8AH/MLHAS47ZGAN76359MTST.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/KLFGLFWM/5OG610D89VOVJK3J6Y1A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/7DKHSS8W/CG9W3K97HXYE3GW6ILKM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/PNOFCO51/RA7QIRIP8DJCFA0NA4UO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/GINGRNFP/LPGPJ6PX5M5A0O37E3RQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/IZX5BXRP/WFIFEXKAZ7VWPD4GZY06.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/IZX5BXRP/WFIFEXKAZ7VWPD4GZY06.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/IZX5BXRP/WFIFEXKAZ7VWPD4GZY06.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和3年1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）

90
タワー型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3年1月15日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 1,980,000 - 1 仕様書[PDF]

91
スピンコーター用ドラフトチャ
ンバー 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3年1月15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）

- 4,323,000 - 1

92 有機用ドラフトチャンバー 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3年1月15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）

- 4,972,000 - 1 仕様書[PDF]

93 ケーブルアダプタ 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3年1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）

- 2,249,500 - 1 仕様書[PDF]

94
廃プリント基板の資源価値評
価プログラム開発 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3年1月15日

美和電気工業（株） 茨城営業
所
茨城県水戸市笠原町1551-2
（法人番号9011101020778）

- 1,430,000 - 1 仕様書[PDF]

95
コミュニケーションロボットの
開発プロセスの実証検証 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3年1月18日

（一社）ユニバーサルアクセシビ
リティ評価機構
東京都西東京市向台町4-13-
35
（法人番号2011305002075）

- 4,171,640 - 1 仕様書[PDF]

96 超高真空排気装置 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3年1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）

- 1,599,400 - 2 仕様書[PDF]

97
ゲームの操作データおよび実
況データの作成 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3年1月18日
（株）デジタルハーツ
東京都新宿区西新宿3-20-2
（法人番号9011101056970）

- 3,302,915 - 1 仕様書[PDF]

98 視線計測システム 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3年1月18日
（株）ナックイメージテクノロジー
東京都港区北青山2-11-3
（法人番号8010401082240）

- 4,999,500 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/H706134V/JUH3Y42IHKJCFWNAGG7U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/NHV5LY9Z/1FCEPYJ5VUC328BYL662.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/S9C943D2/1MTNJCF3BVIACOA4LC3T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/1JCSBCRJ/DSTEVL0IB8C9CNC44CQ8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/S4A4AZ40/P6HYWR4NYSI7YRFMPIDX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/C0XK1WB9/KJJW4SMV1FTCMKCS667Q.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/FHXNTAJG/OLKVV7Z32R6VLXTMNIJ1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/IJK4VK4Z/NGDD0OC39CG8PP4UB617.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和3年1月）＞
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数
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特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

99
動画を撮影可能な全方位カメ
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3年1月18日

（株）ハコスコ
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-
4-510
（法人番号1011001101347）

- 1,774,352 - 1 仕様書[PDF]

100
ダブルビーム紫外可視分光
光度計 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3年1月18日
(株)池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 2,530,000 - 2 仕様書[PDF]

101 近赤外光源 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3年1月18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）

- 4,994,000 - 1 仕様書[PDF]

102
加工工場模擬環境3次元点群
データ上の情報可視化プログ
ラム作成 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3年1月18日

セリオ（株）
岡山県岡山市中区原尾島3-
16-4
（法人番号9260001021589）

- 4,620,000 - 1 仕様書[PDF]

103 視線計測装置 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3年1月18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）

- 3,217,500 - 1 仕様書[PDF]

104
材料開発用データプラット
フォームネットワーク拡張ケー
ブル敷設・接続作業 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3年1月18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）

- 1,892,000 - 1 仕様書[PDF]

105
コミュニケーションロボットの
定量評価基準策定のための
調査 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3年1月18日
穴田　啓樹
神奈川県横浜市都筑区牛久保
西2-25

- 1,624,480 - 1 仕様書[PDF]

106 オートショットサンプラー 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3年1月18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）

- 3,542,000 - 1 仕様書[PDF]

107
ジオメカニクスモデリングのた
めのX線CT画像解析システム
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3年1月18日
日本ビジュアルサイエンス（株）
東京都新宿区新宿6-26-2
（法人番号1011101024704）

- 2,112,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/OO2WDQ60/W5RVYMZ8T4A32BG3R0DE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/YFH7Q6TW/YRVKKX78Y6ZH41YF3FEX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/T3XXO24L/69IXJMQJIV4HBZFK5N3L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/XKLS30DR/3O6AHT4D61BTAIMQBCCF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/LP689I4W/5G3563BNMEQUZXFQORTP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/PO33T3Q4/18N5Y1X3O1LHMDYEDHRJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/VM6D30IJ/VXFKK6XXGAD7XWKVNX71.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/7NBBVDW7/NF2PVBAI8IXKEQAMVH7L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/3TUPYYWT/IFACYHZPG9A2V910YMFM.pdf
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108 超音波画像診断装置 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3年1月19日
（株）アステック
茨城県つくば市東新井14-3
（法人番号7050001015291）

- 3,410,000 - 1 仕様書[PDF]

109
公開データセット一覧を提供
するWebページ生成ソフトウェ
アの開発 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3年1月19日
（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1
（法人番号1010901026918）

- 3,124,000 - 1 仕様書[PDF]

110
エアカーテン用超音波式風速
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3年1月19日
（株）ソニック
東京都立川市曙町1-18-2
（法人番号4013101001861）

- 3,300,000 - 1 仕様書[PDF]

111 振動容量型電位計 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3年1月19日
（株）川口電機製作所
東京都世田谷区用賀3-3-21
（法人番号4010901002916）

- 1,999,800 - 1 仕様書[PDF]

112
ターボ分子ポンプ排気装置 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3年1月19日

（株）大阪真空機器製作所
大阪府大阪市中央区今橋3-3-
13
（法人番号2120001092881）

- 2,640,000 - 3 仕様書[PDF]

113
3Dデータフォーマット変換シス
テムの対応ファイルフォーマッ
ト追加及び改修 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3年1月19日

Ｐａｃｉｆｉｃ Ｓｐａｔｉａｌ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
（株）
東京都千代田区丸の内3-3-1
（法人番号4010001185942）

- 1,859,000 - 1 仕様書[PDF]

114
2次元レーザー血流画像装置
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3年1月19日
オメガウェーブ（株）
東京都府中市片町2-20-3
（法人番号1012401000320）

- 3,762,000 - 1 仕様書[PDF]

115 パルスレーザー 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3年1月19日

ネオアーク（株）
東京都八王子市中野町2062-
21
（法人番号3010101006875）

- 3,960,000 - 1 仕様書[PDF]

116 圧力計測システム 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3年1月19日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 2,037,200 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/KAJ1ISVN/WC5L12IIY69FW0XLDMVK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/IDMKNR10/7SFGY3DVZ6I0TNMAEM7D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/95I9YYP8/SZO4HKEZYKX7GYH78YC3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/5E51TNY0/H9G6K8Q3AY1588P0YCX9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/SMOIU6IC/I8RYJIK9U0O0UQSVP9T1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/C25EZGBC/AL2XQH1UE4XNKQXUUWYE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/DGL38TNI/Z74HEQRG7GV4EKPKDSG3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/V58ZZC0I/5VP1R45J85A00BEPXF0X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/T15N4YJ3/YEYTD2RHT01IMVE56DMM.pdf
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117

高速液体クロマトグラフタンデ
ム質量分析計のイオン流制
御部改造およびランプ交換 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3年1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）

- 2,819,300 - 1 仕様書[PDF]

118 研究支援者派遣 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3年1月20日

（株）アウトソーシングテクノロ
ジー
東京都千代田区丸の内1-8-3
（法人番号7010001146074）

- 3,520 - 1
単価契約
予定総額 1,256,640円
仕様書[PDF]

119 超音波装置 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3年1月20日
（株）アステック
茨城県つくば市東新井14-3
（法人番号 7050001015291）

- 4,400,000 - 1 仕様書[PDF]

120
量子化学計算用ソフトウェア
アップグレードライセンス 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3年1月20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）

- 3,476,000 - 3 仕様書[PDF]

121
FRA搭載マルチチャンネルポ
テンショ・ガルバノスタット 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3年1月20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）

- 3,549,216 - 1 仕様書[PDF]

122
顕微鏡用ペルチェ式冷却加
熱ステージ 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3年1月20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）

- 2,255,000 - 1 仕様書[PDF]

123
自動型保持位置決め装置 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3年1月20日
シグマ光機（株）
東京都墨田区緑1-19-9
（法人番号8030001089741）

- 1,967,900 - 1 仕様書[PDF]

124 マスクレス露光装置 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3年1月20日

ネオアーク（株）
東京都八王子市中野町2062-
21
（法人番号3010101006875）

- 4,851,000 - 1 仕様書[PDF]

125 小型精密汎用旋盤 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3年1月20日
伊藤忠マシンテクノス（株）
東京都千代田区永田町2-14-2
（法人番号5010001010785）

- 1,650,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/YF6M8DMT/NNW82R665X3E5ALISMHV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/43OUZ39J/MZJU7P3PA9K61QFBH79R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/43OUZ39J/MZJU7P3PA9K61QFBH79R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/43OUZ39J/MZJU7P3PA9K61QFBH79R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/HG15639R/JTN6MQ94XBFRE5NWCC1A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/0FQ7AIZI/MNQ0DY40B9G2A8B1BSIT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/6C80XKCR/A5SPLOJ6Q2IRO4M7W919.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/GDIKY39B/V9IWNLGISK8LDZ4CKM46.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/56GUMFT4/ZXTFBKXC6QCO0MG7YOSK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/QEONQ40A/N5SXT0XBLOFVXGT47CZU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/Y2BM1HF3/SOYPGOC3V0M68LDKID1D.pdf
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126
深層学習の利用推進に向け
たデータベース拡張作業 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3年1月20日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1
（法人番号6010401078785）

- 3,581,600 - 1 仕様書[PDF]

127
有機反応生成物評価装置 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3年1月20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）

- 4,994,000 - 1 仕様書[PDF]

128
移動の歴史他の和文英訳 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3年1月21日
（株）エァクレーレン
東京都港区赤坂3-4-4
（法人番号4010401004009）

- 1,959,320 - 1 仕様書[PDF]

129
耐水蒸気試験用高温電気炉
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3年1月21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）

- 3,696,000 - 1 仕様書[PDF]

130
IoTデータ蓄積用ストレージ
(NAS) 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3年1月21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）

- 2,750,000 - 1 仕様書[PDF]

131 引張試験機 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3年1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）

- 2,899,490 - 1 仕様書[PDF]

132 防爆型冷凍冷蔵庫 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3年1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）

- 3,776,300 - 1 仕様書[PDF]

133 電気化学デバイス 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3年1月21日

（株）東方技研
神奈川県横浜市青葉区美しが
丘4-27-11
（法人番号1020001087810）

- 2,497,000 - 1 仕様書[PDF]

134
クリーンルーム用チラー圧縮
機の整備作業 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3年1月21日

（株）日立プラントサービス 茨
城支店
茨城県水戸市泉町2-2-27
（法人番号5013301030602）

- 1,673,100 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/NZFWUZGQ/5JUL8W27LL4LVMR2CION.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/INZX0D04/OMC8N5T0U5NSFVXBRRV1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/LVXOJNHH/WRX9Y1OJZFI5CJTVNX8F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/BJGIKU3E/0K4UZ6C3ZYUCW8I31UDI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/O16IXRHD/RF2Z68CQ20WJ087WL16X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/907F5IAT/WIO0HANOPRT8QCPRWDMG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/QG5AEVZZ/5XCDIJV330B8TZL36IHP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/FFV3EPJD/4H2QPWKDMKQ0B2TSKQXF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/9QHKAN4I/PMH1F2MYJ2GUO8JMRCX4.pdf
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135
AAIC増強用ネットワークス
イッチ 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3年1月21日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 1,707,508 - 1 仕様書[PDF]

136
2チャンネル光電気化学測定
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3年1月21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）

- 3,935,250 - 1 仕様書[PDF]

137
健康経営を取り巻く建設業界
の課題に関する聞き取り調
査・データ分析 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3年1月21日

日本マルチメディア・イクイップ
メント（株）
東京都千代田区内神田1-12-3
（法人番号4010001033754）

- 3,300,000 - 1 仕様書[PDF]

138 RHEED解析システム 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3年1月22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）

- 3,267,000 - 1 仕様書[PDF]

139
接客印象評価ソフトウェアの
機能拡張 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3年1月22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）

- 2,860,000 - 1 仕様書[PDF]

140
静的コード解析ソフトウェア 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3年1月22日
（株）シーイーシー
東京都渋谷区恵比寿南1-5-5
（法人番号9021001026338）

- 2,310,000 - 1 仕様書[PDF]

141
液体プラズマ原子発光分析
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3年1月22日
（株）マイクロエミッション
石川県能美市旭台2-13
（法人番号1220001013787）

- 2,992,000 - 1 仕様書[PDF]

142 ウェハ搬送ユニット 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3年1月22日

（株）三明
静岡県静岡市清水区松原町6-
16
（法人番号1080001008018）

- 4,994,000 - 1 仕様書[PDF]

143 レーザ測長計センサ 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3年1月22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）

- 1,928,025 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/OCKJJMUS/G0YTOC8MVZ4YHGN63H5C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/5TD70NA5/2RX9SGCPBRJWNXXM7HBX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/PLD6V8I0/IBMS8A8HV0JLCYBA3IBZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/Z49ZPDKF/L2ZQOYIL0VWZMBYV424I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/2T68Q2IX/KLT68Q78UWBYRB646P6E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/DCQHTW76/NORHLBIJH8K26B4IG3UN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/LFSCJ80R/5ANQ9AZXUOOLLTJ2JFCT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/UPGMZ735/HFPUF4VB7O3I15LYZ2MA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/IR04GVO6/YXWR1FATHHKS8OODTZB0.pdf
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144
加工物搬送治具システムの
作成 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3年1月22日

（株）穂高商会
東京都練馬区石神井町7-20-
21
（法人番号1011601006318）

- 2,123,000 - 1

145 水中CTDセンサー 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3年1月22日
ＪＦＥアドバンテック（株）
東京都台東区蔵前2-17-4
（法人番号9140001068394）

- 2,038,300 - 1 仕様書[PDF]

146
統合型熱力学計算ソフトウェ
ア 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3年1月22日

伊藤忠テクノソリューションズ
（株）
東京都品川区大崎1-2-2
（法人番号2010001010788）

- 4,730,000 - 1 仕様書[PDF]

147 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3年1月22日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 4,897,937 - 1 仕様書[PDF]

148
マイクロ波試料前処理装置 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3年1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）

- 2,450,800 - 1 仕様書[PDF]

149
アナログ集積回路のレイアウ
ト作業 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3年1月22日
日本システムウエア（株）
東京都渋谷区桜丘町31-11
（法人番号1011001017717）

- 2,640,000 - 1

150 SOIハーフインチウェハ 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3年1月22日
不二越機械工業（株）
長野県長野市松代町清野1650
（法人番号1100001002967）

- 2,425,500 - 1 仕様書[PDF]

151
実験被験者募集業務及び
WEBアンケートプラットフォー
ム作成・運用業務 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3年1月25日
（株）ＲＴＣ
群馬県高崎市貝沢町1150-1
（法人番号2070001010618）

- 3,828,000 - 1

152
ウェーハマッピングモードプロ
グラムの製作 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3年1月25日

（株）コンピュータ･オートメー
ション
東京都千代田区東神田1-11-2
（法人番号7010001016797）

- 1,559,250 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/7DZVDLGB/EI1JVO634EN42I4U1TNK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/BRG7I9PR/B7BQ6QQT978MJ977TFP8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/8QL680UA/9ZNV8284GZ7MO5QOH2Y9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/JV6HDEHK/LN0GTNDGFNTQ8APNX8HS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/1NQX4HWI/UM3Z3EVVRDWM0Z90M6HR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/4DG5VOLK/K04HT1II1R5VMF5L2C1U.pdf
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153 移動体追跡装置　他 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3年1月25日
（株）スパイス
東京都港区赤坂2-17-46
（法人番号6010401015128）

- 2,794,000 - 1 仕様書[PDF]

154

3DDBシステムに対応した
データ登録機能及び3Dデータ
確認用インタフェースの開発
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3年1月25日
（株）ソフトソリューションズ
茨城県つくば市千現2-1-6
（法人番号4050001038808）

- 4,479,970 - 1 仕様書[PDF]

155
水素発電材料合成用高温電
気炉 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3年1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）

- 3,195,500 - 1 仕様書[PDF]

156

標津断層帯における航空写
真図化によるデジタル標高モ
デルならびに地形断面図作
成業務 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3年1月25日
国土地図（株）
東京都新宿区西落合2-12-4
（法人番号3011101006857）

- 2,530,000 - 2 仕様書[PDF]

157
三次元地図作成のための
データ取得装置 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3年1月26日

（株）ROBOSHIN
愛知県名古屋市東区徳川1-
10-35
（法人番号4180001128851）

- 2,596,000 - 1 仕様書[PDF]

158 高圧Arガス供給設備 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3年1月26日

（株）ウエキコーポレーション
中部支店　四日市営業所
三重県四日市市広永町97-1
（法人番号8010801001196）

- 3,410,000 - 1 仕様書[PDF]

159 テンパックスセル 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3年1月26日

（株）ミトリカ
茨城県水戸市千波町北葉山
1785
（法人番号5050001002589）

- 1,851,300 - 1 仕様書[PDF]

160 任意波形発生器 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3年1月26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）

- 4,443,120 - 2 仕様書[PDF]

161
仮想現実ＶＲ環境における視
認性検証実験のためのプロ
グラム作成 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3年1月26日
（有）理学館
滋賀県栗東市高野683
（法人番号4160002013534）

- 1,892,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/DLW9ZA20/MG3DW2BPVUTC3POYYDSR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/YT0V82W7/SYI6F3Y3T4BQ3GKCSWHN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/BOEIRETI/ER90LTGAJ8TEZG3B4OSF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/6QNJP4RH/RVRP24TCIWS74GR1KPBP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/T1QY57P5/QZ3W8I2PQGFMSG4PC9LD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/EG3OQQ2H/BCI2SY9FYTQHVJFVEWR3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/83AEJXUK/GOHNDWPNOPOCLDYLTGQC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/RC9WI5VE/QZ7W04119KOJ1BL1HIJB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/HS0N6KM6/9132HE3TGK8MORLLA7W3.pdf
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162
エアーベアリング式加振器の
部品追加・組立調整作業 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3年1月26日

エフ・アイ・ティー・パシフィック
（株）
東京都台東区浅草橋3-20-15
（法人番号7010501022469）

- 2,166,700 - 1 仕様書[PDF]

163
マイクロ波回路設計ソフトウェ
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3年1月26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）

- 4,268,550 - 1 仕様書[PDF]

164

自然言語処理と動画像処理
のためのデータ整備および深
層学習モデルの実装等作業
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3年1月26日
パイオネット・ソフト（株）
東京都新宿区西新宿1-22-2
（法人番号8011301005654）

- 1,146,315 - 1 仕様書[PDF]

165
AIチップ設計拠点のチップ評
価用基本ソフトの要件調査 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3年1月26日

ミラクシアエッジテクノロジー
（株）
京都府長岡京市神足焼町1
（法人番号9120001158230）

- 4,840,000 - 1 仕様書[PDF]

166
大規模植物画像への機械学
習適用に向けた画像共有基
盤システムの構築 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3年1月26日

ライフマティックス（株）
東京都千代田区神田神保町3-
5
（法人番号6010401076293）

- 1,950,300 - 1 仕様書[PDF]

167
オンラインガス4成分組成分
析装置 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3年1月26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）

- 4,999,500 - 1 仕様書[PDF]

168 全自動核酸抽出装置 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3年1月26日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 2,277,000 - 1 仕様書[PDF]

169
AIチップ設計拠点システムへ
の多コア対応アクセスソフト
ウェア　他 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3年1月27日

（株）コスモ
東京都中央区日本橋小伝馬町
12-2
（法人番号2010001043565）

- 2,669,040 - 1 仕様書[PDF]

170

令和2年度 活断層調査文献
の調査地情報入力及び調査
地情報の位置精度改善業務
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3年1月27日

（株）ダイヤコンサルタント ジオ
エンジニアリング事業本部
埼玉県さいたま市北区吉野町
2-272-3
（法人番号8010001076774）

- 4,510,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/XT9K2VR7/90EADVMWQ0OZRUUZMOGD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/JV6HDEHK/LN0GTNDGFNTQ8APNX8HS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/T9P73EOJ/3C35EISFJQN84JJ5T494.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/E73YJSJX/SWTLVS4OEOEDV1I9MG8S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/9EMYUL0B/ROH9VH8RK7H0VJVFXLNV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/TZ894Q2L/S39I4PW6TMQN8L0283J6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/L8GHKBN4/LAOCURZHWQDF9BW1UQDJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/H4D16UHX/COZYTA4JFCZ2YFU0PYH1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/TADAIZ6B/Y8MV57IYB45YIK6YODCF.pdf
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171 MRI用デジタルカメラ 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3年1月27日
（株）フィジオテック
東京都千代田区岩本町1-6-3
（法人番号4010001028093）

- 1,980,000 - 1 仕様書[PDF]

172 モータ制御装置 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3年1月27日
ＮＰＭハイテクノロジーズ（株）
東京都文京区本郷2-16-13
（法人番号7010001135317）

- 2,937,000 - 1 仕様書[PDF]

173
双眼実体顕微鏡、及び撮影
装置・画像解析装置 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3年1月27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）

- 2,134,000 - 1 仕様書[PDF]

174 ワイヤレス視線計測装置 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3年1月27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）

- 3,833,500 - 1 仕様書[PDF]

175
千葉県野田市におけるボーリ
ング調査 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3年1月27日
城東地質（株）
東京都江戸川区北小岩5-18-9
（法人番号1011701004023）

- 4,125,000 - 2 仕様書[PDF]

176 電子校正キット 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3年1月27日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 2,799,500 - 1 仕様書[PDF]

177
シミュレーションソフトウェア 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3年1月28日
(株)クロスアビリティ
東京都文京区本郷4-1-5
（法人番号8010001120912）

- 2,376,000 - 2 仕様書[PDF]

178
圧電MEMS粘性センサのパ
ターン形成作業 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3年1月28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）

- 2,695,000 - 1 仕様書[PDF]

179 熱分析装置 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3年1月28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）

- 3,740,000 - 1 仕様書[PDF]

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/APH1TOLZ/48RXOQQRH5FPXU0NV74Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/QD1FH254/7MX8PBG16YF9CDRVP4CG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/ATFGVJMO/6VZSYCBJDK0WIBM7ECT6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/AD550G2L/QAVX8I367X8R5H12NJKY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/XX5IE2GN/9H8B2T7I1ZZA5EX95TYH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/AZI0HKT8/2HT46GBRB2K1QDA907RD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/63A7IL6B/BCIPPDTN0Q13KD6RA04G.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/78UTMH2A/J6Z6SJE7MZZQD11E4ETZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/QLDSWU1E/L5CXGIPVE427LI83Q9LZ.pdf
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180 クォータナリポンプ 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3年1月28日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 1,751,200 - 1 仕様書[PDF]

181
パンと行動変容に関するWeb
アンケート調査 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3年1月29日
（株）イード
東京都中野区本町1-32-2
（法人番号5011201013586）

- 877,800 - 2 仕様書[PDF]

182

確率モデリングと機械学習の
出力結果を次の学習モデル
に渡すパイプライン・モジュー
ルの開発 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3年1月29日
（株）クリアタクト
茨城県水戸市元吉田町1041-4
（法人番号2050001042919）

- 1,419,000 - 1 仕様書[PDF]

183
傷アザアノテーションシステム
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3年1月29日
（株）クリアタクト
茨城県水戸市元吉田町1041-4
（法人番号2050001042919）

- 2,739,000 - 1

184
潜在化していた性的虐待の予
測デモ・モジュールの開発 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3年1月29日
（株）クリアタクト
茨城県水戸市元吉田町1041-4
（法人番号2050001042919）

- 1,914,000 - 1 仕様書[PDF]

185
高濃度計測用携帯型光学粒
子カウンタ 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3年1月29日
（株）パーティクルプラス
東京都新宿区新宿1-6-8
（法人番号1011101087172）

- 1,698,840 - 1 仕様書[PDF]

186
大気汚染監視用NOx濃度測
定装置 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3年1月29日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 2,366,925 - 1 仕様書[PDF]

187 橋梁点検用ドローン 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3年1月29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）

- 2,520,485 - 1 仕様書[PDF]

188
バイオ実験プロトコルおよび
器具のオントロジー情報整備
のための分類整理作業 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3年1月29日

ライフマティックス（株）
東京都千代田区神田神保町3-
5
（法人番号6010401076293）

- 1,950,300 - 2 仕様書[PDF]

538,337,467 530,586,202 98.56%

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/36WDKBHA/7S6GD4K5IBHL36Y3MAFV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/I4E850ML/7Y0CP5VKBIL9E1GTESAU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/6UJO2AS7/OMN9IE70GXAPYZ135VW1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/0CR4UDXK/6O6LTY3F7464LD9ECJAM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/MZP1Y38S/6XQENOCPM7ZWRZJ9SS8G.pdf
https://www.aist.go.jp/Portals/0/resource_images/aist_j/procure/tokuzui/shiyousho2101/20210129-186.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/110FQB4Z/XRI603FXNBFFN92TXS0G.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/86CAXLC6/ZL0A9A42F6VR9E98NBJC.pdf

	【公表用】

