
＜特例随意契約一覧表（令和3年3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 液体窒素 １式

契約担当職
北海道センター研究業務推進室
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3月8日
日本エア・リキード（株）北海道支店
北海道恵庭市戸磯76番地28
（法人番号1010401089977）

- 69円/リットル - 2

単価契約
予定総額
2,079,000円
仕様書［PDF］

2
東北センターOSL棟3104、3106室パイ
プライン設置作業 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3月22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　）

- 2,310,000 - 1 仕様書［PDF］

3
熱分析発生ガス直接導入型質量分析
装置修理作業 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3月29日
（株）東栄科学産業
宮城県仙台市太白区富沢4-8-29
（法人番号3370001002030　）

- 1,570,800 - 1 仕様書［PDF］

4 CFRエンジン 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3月24日
（一財）石油エネルギー技術センター
東京都港区芝公園2-11-1
（法人番号6010405009489）

- 1,764,015 - 1

5 高圧光学溶液セルシステム 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3月2日
（株）シン・コーポレーション
京都府木津川市木津川台9-6
（法人番号4130001039616　）

- 1,980,000 - 1 仕様書［PDF］

6
高精度非自動はかり耐久試験装置の
傾斜設定部更新作業 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3月3日
（有）東洋テック
茨城県土浦市下高津3-6-3
（法人番号8050002012007）

- 1,254,000 - 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/202103/ILIF3UFM/PX3D0TLS9CVBV6TVLPMW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/ILIF3UFM/PX3D0TLS9CVBV6TVLPMW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/ILIF3UFM/PX3D0TLS9CVBV6TVLPMW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/ILIF3UFM/PX3D0TLS9CVBV6TVLPMW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/1OFOYFJW/0KWT7O6N6S5T0W47W0ER.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/11ZVFOX7/N5OX25XQXRB1FFRKXQNU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/QJ1DCGT1/SP18MMFVQ1VXPOVT43C3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/MUVVHL3S/686TW08G5YQLENSC4GKT.pdf


7 超純水製造装置 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3月8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）

- 3,135,000 - 1 仕様書［PDF］

8 高周波プロ－ブ 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3月26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）

- 2,992,000 - 1 仕様書［PDF］

9 粉体供給装置 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3月1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 ）

- 4,279,495 - 1 仕様書［PDF］

10 高速液体クロマトグラフ １式

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

令和3年3月2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）

- 3,394,160 - 1 仕様書［PDF］

11
ライフスペースモビリティの変動要因
や幸福感との関連に関するオンライン
調査の実施 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3月11日
楽天インサイト（株）
東京都世田谷区玉川1-14-1
（法人番号8010701019594）

- 1,951,081 - 2 仕様書［PDF］

12

表層型メタンハイドレート賦存域で海
底堆積物の水素濃度を測定するため
のガス混合装置付き水素分析装置 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3月24日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123　）

- 4,719,000 - 1 仕様書［PDF］

13
表層型メタンハイドレート賦存域で採
取した堆積物の熱物性を計測するた
めの熱物性計測装置 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3月26日
（株）藤原製作所 つくば営業所
茨城県つくば市若栗225-4
（法人番号2011501004016　）

- 4,675,000 - 3 仕様書［PDF］

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/JJDLU2MD/N7TM3YXRZISMEMVMYQLU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/BIYAK075/KTHXQSXEW2VQB950FLEL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/WEHQ8IC2/0Y58UYG7K171NRK4QIVU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/DA5O08BC/8LBBWCNMZA7BOO17XQC1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/1A2ZVVYW/LEBSHZ121QOQY8KAC1TJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/VGYS51GD/HD6ZJYNCOV2KIUQMYN7G.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/I25Z4EWD/AQIHAHA01P3J4PO9V4H0.pdf


14
ナノカーボンCVD装置ガス検知器点
検 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3月4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）

- 1,210,000 - 1 仕様書［PDF］

15 ガス検知テープ 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3月8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）

- 2,244,000 - 1

単価契約
単価額
20,000円/本
仕様書［PDF］

16 SiCエピウエハ １式

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

令和3年3月9日
明徳貿易（株）
東京都荒川区西日暮里2-22-1
（法人番号9011501015568）

- 2,261,820 - 1 仕様書［PDF］

17
高温イオン注入装置　クライオポンプ
オーバーホール作業 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3月12日
千代田交易（株）
東京都千代田区神田相生町1
（法人番号3010001022840）

- 1,103,300 - 1 仕様書［PDF］

18 粒子径分布測定装置 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3月15日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 4,994,000 - 1 仕様書［PDF］

19
薬液供給設備の圧力センサー交換作
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3月25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）

- 3,205,400 - 1 仕様書［PDF］

20 リン酸 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3月4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）

- 2,178,000 - 1
単価契約
単価額　139,876円/本
仕様書［PDF］

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/IDV6K4Y8/UH6MHBFBVQSCOV2MKCBY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/M12Z56HF/R5KAP2HSZJH81AHMGV0I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/M12Z56HF/R5KAP2HSZJH81AHMGV0I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/M12Z56HF/R5KAP2HSZJH81AHMGV0I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/M12Z56HF/R5KAP2HSZJH81AHMGV0I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/1GFIN62U/7KAWFAZ75CHBHI6KKUVT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/P4U2S4HU/T65VQ6Q69H07F21KAXXF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8KUZBEGI/NI43OFHFATBV6HH9SQ3L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/VKV4YXLQ/7WVPRD0S3QJ4FTM09PFM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/MDQJLA0D/1N0VGX14NXT6NVJWLPFF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/MDQJLA0D/1N0VGX14NXT6NVJWLPFF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/MDQJLA0D/1N0VGX14NXT6NVJWLPFF.pdf


21
フロリナート除去用 フッ素系洗浄剤 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3月5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）

- 3,449,600 - 1
単価契約
単価額　112,000円/本
仕様書［PDF］

22 排ガス分析装置 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3月26日
（一財）石油エネルギー技術センター
東京都港区芝公園2-11-1
（法人番号6010405009489　）

- 3,257,100 - 1 仕様書［PDF］

23
「着氷雪霜防止材料」および「放射式
冷暖房(放射空調)」の現状と将来に関
する調査 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3月22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）

- 2,962,740 - 2 仕様書［PDF］

24 研究支援者派遣 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3月4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）

- 2585円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,849,460円
仕様書［PDF］

25 研究支援者派遣 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3月4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）

- 2403円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,030,813円
仕様書［PDF］

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

- 2855円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,837,386円
仕様書［PDF］

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

- 3099円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,278,353円
仕様書［PDF］

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8TTI1R49/ANP4G8IV91NBI8IB8YDW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8TTI1R49/ANP4G8IV91NBI8IB8YDW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8TTI1R49/ANP4G8IV91NBI8IB8YDW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/FWOUSQU9/N6KCCYGYURMX1V5OWA6F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/B6SRJM6N/KLYU65ZSM0V0Y758EQIO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/4PIHOKZV/3LLHVVT154LN0W1UZ8QS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/4PIHOKZV/3LLHVVT154LN0W1UZ8QS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/4PIHOKZV/3LLHVVT154LN0W1UZ8QS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/4PIHOKZV/3LLHVVT154LN0W1UZ8QS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/CYG8MR6J/PMFUGN7H598ARKAN8MVT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/CYG8MR6J/PMFUGN7H598ARKAN8MVT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/CYG8MR6J/PMFUGN7H598ARKAN8MVT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/CYG8MR6J/PMFUGN7H598ARKAN8MVT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/VN4BMTEJ/1L85RLKMBT196VTP9QL5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/VN4BMTEJ/1L85RLKMBT196VTP9QL5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/VN4BMTEJ/1L85RLKMBT196VTP9QL5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/VN4BMTEJ/1L85RLKMBT196VTP9QL5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6MN6NRPA/OMW7QX469TLMKQIQGMAE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6MN6NRPA/OMW7QX469TLMKQIQGMAE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6MN6NRPA/OMW7QX469TLMKQIQGMAE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6MN6NRPA/OMW7QX469TLMKQIQGMAE.pdf


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

- 2986円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,634,093円
仕様書［PDF］

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

- 2596円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,769,392円
仕様書［PDF］

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

- 2431円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,939,938円
仕様書［PDF］

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

- 2475円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,376,000円
仕様書［PDF］

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

- 2607円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,588,751円
仕様書［PDF］

33 実験台および流し台 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3月12日
三和理研（株）
大阪府箕面市船場東3－6－62
（法人番号 9120901020522）

- 4,757,500 - 1

34 電動倒立顕微鏡 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3月26日

（株）ニコンソリューションズバイオサ
イエンス営業本部 西日本営業部
大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
（法人番号4010401069976）

- 4,939,000 - 1 仕様書［PDF］
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35 研究支援者派遣 １式

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

令和3年3月5日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2217円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,540,992円
仕様書［PDF］

36 研究支援者派遣 １式

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

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

- 2029円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,580,185円
仕様書［PDF］

37 研究支援者派遣 １式

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

令和3年3月19日
パーソルテンプスタッフ（株）
香川県高松市寿町2-3-11
（法人番号1011001015010）

- 1900円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,972,960円
仕様書［PDF］

38 高精細VRシステム拡張作業 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3月23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）

- 4,180,000 - 1 仕様書［PDF］

39
非アクティブパーソン向け定性調査 １
式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和3年3月31日
（株）マーケティング･エクセレンス
東京都豊島区南池袋2-35-1-202
（法人番号7013301017135）

- 1,987,000 - 1 仕様書［PDF］

76,796,613 76,784,194 99.98%
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