
＜特例随意契約一覧表（令和4年5月）＞

連番 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

1 研究支援者派遣 １式

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

令和4年5月6日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,364円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,862,754円

仕様書【PDF】

2 ガスクロマトグラフ分析計 １式

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

令和4年5月11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）

- 3,872,000 - 1 仕様書【PDF】

3 高速液体クロマトグラフ １式

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

令和4年5月11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）

- 9,227,900 - 1 仕様書【PDF】

4 多検体微生物増殖測定機 １式

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

令和4年5月11日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 4,565,000 - 1 仕様書【PDF】

5 細胞等微粒子数計測装置 １式

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

令和4年5月13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）

- 4,178,460 - 1 仕様書【PDF】

6 高耐圧/高感度分取精製装置 １式

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

令和4年5月17日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 8,115,800 - 1 仕様書【PDF】

7 粒度分布測定装置 １式

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

令和4年5月17日
（株）フロンティア・サイエンス
北海道石狩市新港西1-777-12
（法人番号9430001032924）

- 9,755,196 - 1 仕様書【PDF】

8 植物栽培用人工気象器　他 １式

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

令和4年5月19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）

- 6,336,000 - 1 仕様書【PDF】

9 恒温振とう培養機　他 １式

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

令和4年5月20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）

- 5,178,800 - 1 仕様書【PDF】

10 自動コロニーカウンター １式

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

令和4年5月24日
アドバンテック東洋（株）
北海道札幌市北区北7条西5-5-3
（法人番号3010001117541）

- 3,465,000 - 1 仕様書【PDF】

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202204/QPP4GM00/HU04DOUPVAZAANWQL54N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/7W4HKBSF/RKL4FG3WUBD5H2KLSSYK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/PK0YTBWP/MRSUYPWGWPWEWMA0VT5K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/JQJO5DPW/Q0BB0KY8TDIHYFAJSHSW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/97GYO2CL/YU42L2WL0PHC1ITKI6XQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/K9L8P2QP/GDU39Z2Z969Y7C6ALHI8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/IUWYWIIS/XC2TG4CNQFDRHDZR4887.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/QMF24I1Q/PKVYDUFPN1EGD8N5EMSV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/SOMV7YDN/B71Y7S9R3KIC4GJEU8O7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/3Y1PHQJE/Q4KTWN0YEPPRYEHVPNMM.pdf
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11
酸素制限培養時における麹菌のオミックス
データ解析および関連情報収集作業 １式

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

令和4年5月31日
（株）ファームラボ
東京都江東区白河4-3-1
（法人番号9010601032325）

- 7,814,400 - 1 仕様書【PDF】

12 ミクロ天秤修理 １式

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

令和4年5月16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）

- 1,410,200 - 1 仕様書【PDF】

13 研究支援者派遣 １式

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

令和4年5月16日
(株)インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 9,900円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,108,500円

仕様書【PDF】

14 合成モジュール用高圧送液ポンプ １式

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

令和4年5月25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）

- 2,343,440 - 2 仕様書【PDF】

15 合成モジュール用液-液セパレーター １式

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

令和4年5月25日
(株)日本サイエンスコア
兵庫県神戸市北区惣山町4-9-16
（法人番号6120102018749）

- 1,980,000 - 1 仕様書【PDF】

16 流体解析ソフトウェア １式

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

令和4年5月31日
計測エンジニアリングシステム（株）
東京都千代田区内神田1-9-5
（法人番号7010001080109）

- 1,644,500 - 1 仕様書【PDF】

17
「AI坑内異常等自動検出システム」ソフトウェ
アの動作テスト用ワークステーション 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
小林　良三
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和4年5月9日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 2,497,000 - 1 仕様書【PDF】

18
岩手県葛根田地熱地域周辺における地震観
測点保守作業 １式

契約担当職
福島再生可能エネルギー研究所業務室長
小林　良三
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和4年5月19日
アディコ（株）
栃木県宇都宮市宝木本町2045-32
（法人番号8060001031411）

- 1,476,200 - 1 仕様書【PDF】

19
岩手県葛根田地熱地域の登山道に設置した
地震観測点保守作業 １式

契約担当職
福島再生可能エネルギー研究所業務室長
小林　良三
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和4年5月20日
（株）地球科学総合研究所
東京都文京区大塚1-5-21
（法人番号7010001004868）

- 4,999,500 - 1 仕様書【PDF】

20
日本全国をメッシュ分割したメッシュ毎の人の
移動軌跡データ作成 １式

契約担当職
調達室長
望月　和成
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和4年5月31日
（株）ブログウォッチャー
東京都中央区新川1-3-17
（法人番号6010001108125）

- 2,937,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/78APSIK9/YYQ60ZSN0HE7DTJCAOI3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/QA61HTSF/YGP2DDYWFX44XGYRV06N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/CBCTYRH8/JT8A3DIB7KF64URWE8GK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/NG371FC9/DSQ3AXHGJN9O5XMX0ALS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/8BFKB4TZ/Y265U2CI5B2DVUVCV9YD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/SAYOOJFW/AOPIMBXD63Q5MOXGBK0X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/PDQSLIKQ/X9FAKH1DZO1HRLRLYQN9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/U26OGJZ4/X6R2PFIYUOMY753FTY51.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/RR5HD9PK/5H46WEZRJAPPQHTKMKXA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/JNLU01QO/0WIWOQVTOZATYIM3S3I6.pdf
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21 インビーダンスアナライザ 一台 １式

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

令和4年5月11日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 5,500,000 - 1 仕様書【PDF】

22 計算機システム １式

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

令和4年5月18日
ＨＰＣシステムズ（株）
東京都港区海岸3-9-15（法人番号
4010401096252）

- 1,485,000 - 1 仕様書【PDF】

23 NPCインバータ用高電圧充電装置 １式

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

令和4年5月20日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8（法人番号
8050001016181）

- 2,453,000 - 1 仕様書【PDF】

24 超伝導量子デバイス用ウエハマウンター １式

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

令和4年5月20日
（株）テクノビジョン
埼玉県比企郡川島町中山2078
（法人番号7030001055174）

- 2,013,000 - 1 仕様書【PDF】

25 レーザー励起プラズマ光源 １式

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

令和4年5月24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）

- 2,090,000 - 1 仕様書【PDF】

26 蛍光寿命測定装置 １式

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

令和4年5月24日
浜松ホトニクス（株）
静岡県浜松市東区市野町1126-1（法
人番号2080401004193）

- 9,749,850 - 1 仕様書【PDF】

27
高速厚膜SiC成長装置用高純度カーボン部品
１式

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

令和4年5月25日
古河機械金属（株）
茨城県つくば市観音台1-25-13（法人
番号7010001008803）

- 2,398,000 - 1 仕様書【PDF】

28
大規模光スイッチの制御速度およびブロッキ
ング率に関する調査 １式

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

令和4年5月27日
（株）光パスコミュニケーションズ
東京都千代田区神田須田町2-4（法人
番号9012401033032）

- 9,049,700 - 1 仕様書【PDF】

29 ベクトルネットワークアナライザ １式

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

令和4年5月27日
ＳＭＦＬレンタル（株）
東京都千代田区一ﾂ橋2-1-1
（法人番号1010001114136）

- 9,718,720 - 1 仕様書【PDF】

30
電子線描画装置のターボ分子ポンプ修理作
業 １式

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

令和4年5月13日
（株）エリオニクス
東京都八王子市元横山町3-7-6
（法人番号1010101000640）

- 1,220,498 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/454WXN6M/R5FDNHWLYF203I7R15NM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/Q0795ANP/FX2K4HI7ZUIGV5WVONEF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/VGRXZJ7G/F2RF3WYBKJYLZOYF40DM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/WBRFANCT/PN101MA6X10TU5J5PILM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/CQOT62IM/CP4T9M0QEASL3QQKTWG8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/09PPL2IG/MKY919TQ5HPKKZ5NV7T8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/FI7MTG1R/ZUD9EAQT0ZYDFARJ9J4E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/B63MMODU/DJS7A98TH29PIC0DIPH4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/4SH2TFC8/AOH2WLSBLHH4EHDMH4VE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/D3VX00VB/6RUA7C6WCMBXKPEF5SXE.pdf
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31 波長計 １式

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

令和4年5月20日
ハイフィネス・ジャパン（株）
埼玉県川越市脇田町12-3
（法人番号3030001063057）

- 6,235,020 - 1 仕様書【PDF】

32 低温用低雑音増幅器 １式

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

令和4年5月20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）

- 2,024,000 - 1 仕様書【PDF】

33 ハイドロホン 他 １式

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

令和4年5月30日
イーステック（株）
東京都新宿区四谷2-10-502
（法人番号3011101001627）

- 3,234,000 - 1 仕様書【PDF】

34 質量分析計 １式

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

令和4年5月30日
伯東（株）
東京都新宿区新宿1-1-13
（法人番号7011101017256）

- 1,892,000 - 1 仕様書【PDF】

35 顕微鏡用細胞培養システム １式

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

令和4年5月11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）

- 2,625,645 - 1 仕様書【PDF】

36 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
益子　利和
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和4年5月12日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,585円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,267,835円

仕様書【PDF】

37 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
益子　利和
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和4年5月13日
アデコ（株）
茨城県つくば市竹園1-6-1
（法人番号8010401001563）

- 2,805円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,077,120円

仕様書【PDF】

38 加熱酸化分解装置賃借 １式

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

令和4年5月13日
オリックス･レンテック（株）
東京都品川区北品川5-5-15
（法人番号3020001090176）

- 1,717,100 - 1 仕様書【PDF】

39 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
益子　利和
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和4年5月16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）

- 3,740円/時間 - 1
単価契約
予定総額
6,174,740円

仕様書【PDF】

40 電気化学計測システム １式

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

令和4年5月17日
北斗電工（株）
東京都目黒区碑文谷4-22-13
（法人番号4013201005382）

- 3,029,400 - 2 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/E6XIB0W9/E9UJE2AF2RH8AOBOHR1W.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/YGK31XIG/K52P9K5TYNUO26786LB3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/FEFE8G37/ZZONVDEXKS8U1PDC7MLA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/L6XPP1AU/67RTZ5VUIJ5QKF8FZJZT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/J3GN16R2/MRB2IQW88X6QUPLA8V3V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/SUF6FZ9Z/PQCG5NDT64BWLNGYUCBR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/KG9U9GHA/12ZL5MIYBFMP6JBIGFPY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/019C6QXF/B2C6F5PVYJ33OR9KVQXY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/CYOR9KF5/WG45B9OWB1IDDJXR7R4Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/MHOECUSB/5MF02SJHXP9XH41XZ3HJ.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年5月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

41 熱分析装置 １式

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

令和4年5月17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）

- 8,140,000 - 1 仕様書【PDF】

42 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
益子　利和
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和4年5月19日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 2,860円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,521,660円

仕様書【PDF】

43 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
益子　利和
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和4年5月19日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,200円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,617,000円

仕様書【PDF】

44 熱特性分析装置 １式

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

令和4年5月19日
（株）リガク東京支店
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-4
（法人番号5012801002680）

- 3,520,000 - 2 仕様書【PDF】

45 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
益子　利和
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和4年5月23日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,190円/時間 - 1
単価契約
予定総額
5,043,390円

仕様書【PDF】

46 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
益子　利和
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和4年5月24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）

- 2,695円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,260,795円

仕様書【PDF】

47 デスクトップＸ線回折装置 １式

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

令和4年5月25日
（株）リガク東京支店
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-4
（法人番号5012801002680）

- 8,800,000 - 1 仕様書【PDF】

48 光照射型環境試験機 １式

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

令和4年5月25日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 8,371,000 - 1 仕様書【PDF】

49 劣化機構解明用断面観察試料作製装置 １式

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

令和4年5月26日
日本電子（株）筑波支店
茨城県つくば市東新井18-1
（法人番号9012801002438）

- 9,895,600 - 1 仕様書【PDF】

50 UVオゾンクリーナー １式

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

令和4年5月27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）

- 2,371,600 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/H82ZBSRF/MJ9ZS7VKKQ2V56L7XU9L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/3HC2ZFPR/N2D8DZWZJAJ45O0N1PYM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/4UPS932I/NMFNI095MSUBFJ0L42ZG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/SSMHG057/KGALC1I2QVZHZU7HK5UI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/P83DRS6U/BA0E95WQP1I1272570FQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/154KA4O2/JM4F0CG0DLCDF2ZZJV5J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/N1FDROF1/X1GQAQ5V5YPEARR6RVR2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/KZXRPHC8/8YOIQ4XGYC1OTHL5F1XC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/LEZBI6AR/ALOFFP30GF62VJ1MN0TE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/QAZ5OFE3/90165NLJYYABV93XPMGT.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年5月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

51 ガス置換グローブボックス １式

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

令和4年5月27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）

- 1,929,752 - 1 仕様書【PDF】

52 卓上型真空ガス置換炉 １式

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

令和4年5月31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）

- 2,392,500 - 1 仕様書【PDF】

53 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
益子　利和
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和4年5月25日
（株）アミル
東京都千代田区神田佐久間町4-14
（法人番号1040001029216）

- 3,465円/時間 - 1
単価契約
予定総額
5,478,165円

仕様書【PDF】

54 研究支援者派遣 １式

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

令和4年5月16日

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

- 4,180円/時間 - 1
単価契約
予定総額
5,680,620円

仕様書【PDF】

55 研究支援者派遣 １式

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

令和4年5月20日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,640円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,769,920円

仕様書【PDF】

56 研究支援者派遣 １式

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

令和4年5月23日

（株）オートテクニックジャパン
栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢
4518-14
（法人番号7060001009689）

- 6,050円/時間 - 1
単価契約
予定総額
9,565,050円

仕様書【PDF】

57
高齢者を対象にした実路走行実験における実
験協力者リクルーティング作業 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4年5月25日
（株）つくば電気通信
茨城県土浦市東若松町3988-3
(法人番号5050001010385）

- 2,508,000 - 1 仕様書【PDF】

58
ダイナミックサイン視認性のVR検証実験被験
者募集業務およびデータ収集補助業務 １式

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

令和4年5月25日
（株）ＲＴＣ
群馬県高崎市貝沢町1150-1
（法人番号2070001010618）

- 1,900,060 - 1 仕様書【PDF】

59 研究支援者派遣 １式

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

令和4年5月20日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 2,310円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,259,180円

仕様書【PDF】

60
鉱物内元素拡散組織解析を用いたマグマ滞
留時間解析業務 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4年5月13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）

- 9,900,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/YJ6NR33J/4N40XDF6CQRTQEOS9FOW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/35NP5XIK/FCWJATI9VKWGJ66O9O0J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/BBK8P39Z/1K1CM0WYR5C8DHCXPL3R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/ZOCO78JE/RH6D28S7EVAGXKD0AE90.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/FIQFPRKL/XLZDHMGZP4MB0IEWZ0N1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/PSO1CZDP/I31FJBTMGZZ96DDXIIOE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/PEDJ8D0R/HPWARVQ7ZCR38YDYVCIK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/9LIMW6NC/GPYIPMGHSYSUTYQR8G9S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/T5QSI6GM/YT5RDXM79GZOAVPYSB4B.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/N85W8JUF/ISU5622LQIR6TWH38IA9.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年5月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

61 水温計 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4年5月18日
（株）ジオファイブ
埼玉県さいたま市北区宮原町1-453-2
（法人番号：3030001009167）

- 9,493,000 - 1 仕様書【PDF】

62
釜石鉱山周辺における物理探査実証試験 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4年5月19日
日鉄鉱コンサルタント（株）
東京都港区芝4-2-3
（法人番号3010001025538）

- 7,150,000 - 1 仕様書【PDF】

63
孔底地震観測装置用地震データ収録・処理シ
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4年5月23日
アディコ（株）
栃木県宇都宮市宝木本町2045-32
（法人番号8060001031411）

- 9,991,300 - 1 仕様書【PDF】

64
地下水試料の放射性炭素同位体（14C）分析
による年代測定 １式

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

令和4年5月30日

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

- 2,418,900 - 3 仕様書【PDF】

65
高圧下水素貯蔵放出特性評価装置の制御機
器の更新 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4年5月13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）

- 5,445,000 - 1 仕様書【PDF】

66 研究支援者派遣 １式

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

令和4年5月13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101100101501）

- 2,508円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,559,976円

仕様書【PDF】

67 研究支援者派遣 １式

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

令和4年5月13日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号305000101704）

- 2,640円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,059,200円

仕様書【PDF】

68 表層型MH試料分析用ガスクロマトグラフ 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4年5月16日
ジーエルサイエンス（株）筑波営業所
茨城県つくば市東新井20-6
（法人番号 6011101008586）

- 3,902,250 - 1 仕様書【PDF】

69 イオン源制御基板 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4年5月16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）

- 1,813,350 - 1 仕様書【PDF】

70 高感度ガス分析装置 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4年5月17日
ジーエルサイエンス（株）筑波営業所
茨城県つくば市東新井20-6
（法人番号 6011101008586）

- 4,895,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/IRRRAUUI/I2J0BQQFJSEHA3WB6D69.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/RBH4RDUZ/3C9XR8EAZYOAYJJJ1T31.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/AZH3SNTK/K6DS4L8N1FYSRISOB9VM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/FWZWP1F9/6CXZY80Q30WYWCX55710.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/9NXKJEXV/DBPH749S8I7H8CAQMEYG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/QCTDIYW3/N5TFKYB40OMPQM5G9CKL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/EKXWGPA4/A41DLEP1CF8L9WBF7DK6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/DOA8UKI5/3G74V6860DTKWT0XPAD3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/J5O1W2R6/VC5UF3MXB8BJM7Z9OHKS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/3UM2M69J/DQRCE73F4K9OYNTVD5OJ.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年5月）＞
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71 300mm SOI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4年5月17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】

72 データ解析用ソフトウェアおよびPC 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4年5月17日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 5,211,525 - 1 仕様書【PDF】

73 実験検証用粒子 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4年5月18日

西村陶業（株）
京都府京都市山科区川田清水焼団地
町3-2
（法人番号3130001013142）

- 1,636,800 - 1 仕様書【PDF】

74 研究支援者派遣 １式

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

令和4年5月20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101100101501）

- 3,300円/時間 - 1
単価契約
予定総額
5,296,500円

仕様書【PDF】

75 赤外線ガス分析計 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4年5月23日
ヤマト科学（株）筑波営業所
茨城県つくば市東2-10-4
（法人番号7010001059565）

- 3,407,800 - 1 仕様書【PDF】

76 研究支援者派遣 １式

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

令和4年5月24日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号401000114325）

- 2,695円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,384,765円

仕様書【PDF】

77
金属不純物モニタリング用断面プロファイル測
定器 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4年5月25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）

- 1,771,550 - 1 仕様書【PDF】

78 300mm SOIウェハ 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4年5月25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】

79
自動重ね合わせ検査装置(Archer10-AIM)IDE
コントローラ　修理作業 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4年5月25日
（株）ポシブル東京営業所
東京都北区赤羽2-45-8
（法人番号8350001001574）

- 2,266,000 - 1 仕様書【PDF】

80 CH3F 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4年5月26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）

- 1,760,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/90LY47K3/FDVITM7VNSDG1XI69IKK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/YF5NUTJT/8XJNFT2VZGW7VA7O4EXR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/HG8RS85A/TBPZJPT0FUDMGGEV1DWE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/CQFJ2ECL/22WLBCRJ05RPTK98UGFE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/BNL8KVFO/T54IMN6M55ESPT7XV9LV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/49O21QBU/2QTWK77C2PAVZBK0M2JV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/4ARTLA9P/9QK8JJO0C1YTRL58MFFR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/36P48947/ZNI5LQPGF3K6H016B59S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/PPWPZD2Y/ONMR14WKSFSS10CEH01E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/DS9QN6OC/Q47TK5UXW5SDO7Y7F8L3.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年5月）＞
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81
シリコンフォトニクスプラットフォーム用フォトマ
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4年5月30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）

- 2,090,000 - 1 仕様書【PDF】

82 EC7800用ドライポンプ 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4年5月31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）

- 3,993,000 - 1 仕様書【PDF】

83 プラズマ表面処理装置 １式

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

令和4年5月11日
サムコ（株）
京都府京都市伏見区竹田藁屋町36
（法人番号4130001014511）

- 5,995,000 - 1 仕様書【PDF】

84 流動場計測用レーザー光源 １式

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

令和4年5月16日
（株）日本レーザー
東京都新宿区西早稲田2-14-1
（法人番号4011101016839）

- 8,690,000 - 1 仕様書【PDF】

85
VR空間でウォークスルー可能な3次元メッシュ
モデル作成作業 １式

契約担当職
柏センター業務室長
石川　裕
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年5月30日
（株）ＣＧｗｏｒｋｓ
東京都渋谷区代々木2-1-1
（法人番号3011001126920）

- 1,650,000 - 1 仕様書【PDF】

86 空間光変調器 １式

契約担当職
柏センター業務室長
石川　裕
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年5月31日
サンテック（株）
愛知県小牧市大草年上坂5823
（法人番号9180001075866）

- 2,530,000 - 1 仕様書【PDF】

87
多様な声色を生成する音声合成クラウドシス
テムの利用 １式

契約担当職
柏センター業務室長
石川　裕
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年5月23日
コエステ（株）
東京都港区三田1-4-1
（法人番号9010401150987）

- 1,362,219 - 1 仕様書【PDF】

88 3D Tiles変換用ソフトウェア １式

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

令和4年5月19日
ＬＳＡＳＴｅｃ（株）
東京都千代田区霞が関3-2-5
（法人番号9010401082586）

- 3,546,400 - 1 仕様書【PDF】

89

第三者評価・認証のための「セキュア暗号ユ
ニット搭載シングルチップマイクロコントロー
ラ」のセキュリティ評価に関するプロテクション
プロファイルおよびサポート文書の更新 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4年5月23日
（株）ＥＣＳＥＣ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ
東京都千代田区神田錦町3-21
（法人番号6010001078368）

- 2,200,000 - 1 仕様書【PDF】

90
「セキュア暗号ユニット搭載シングルチップマイ
クロコントローラのプロテクションプロファイル」
の第三者評価等 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4年5月23日
（株）ＥＣＳＥＣ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ
東京都千代田区神田錦町3-21
（法人番号6010001078368）

- 3,300,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/8E20A3O2/WU9SKZ12J4QJOVBL5SIF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/A86H31WY/1E5TJAH394OFW1T6WQJL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/02TGXUMZ/DV82YEVBKFB4I3T1KNPW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/PX9X3QD7/O3H3JBCVZQ2UCIVPQPM0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/GRFF62B1/JVTJ1COENJ9Y9UWFS39Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/3R045W2B/GXR0VRUGOB8ESA7HPC6R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/V6WSVX2Y/B5ZCZB0GLROSSSPOXBGQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/1CUU9GIY/QK96FYE1HKWDFB2I7P4U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/EPBGOI91/F6LG0YNX0ZR26UTK05MC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/VPYLXXVX/GL6ERD4WZKA4LJIMPDAJ.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年5月）＞

連番 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
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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
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特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

91 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4年5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）

- 3,850円/時間 - 1
単価契約
予定総額
6,086,850円

仕様書【PDF】

92
機械学習システム品質評価テストベッドのプロ
ジェクト管理支援作業 １式

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

令和4年5月30日
（株）日立ハイシステム２１
神奈川県横浜市西区高島1-1-2
（法人番号3020001032599）

- 1,056,000 - 1 仕様書【PDF】

93 卓上微粒子回収装置 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4年5月17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）

- 1,851,300 - 1 仕様書【PDF】

94 熱力学計算システム 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4年5月23日
伊藤忠テクノソリューションズ（株）
東京都港区虎ﾉ門4-1-1
（法人番号2010001010788）

- 5,940,000 - 1 仕様書【PDF】

95 耐腐食性ガスセル 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4年5月25日
（株）エス・ティ・ジャパン大阪支店
大阪府枚方市南中振1-16-27
（法人番号2010001038268）

- 3,035,340 - 1 仕様書【PDF】

96 質量分析システム 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4年5月26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）

- 1,728,100 - 1 仕様書【PDF】

97 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4年5月25日
パーソルテンプスタッフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1
（法人番号1011001015010）

- 2,530円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,006,290円

仕様書【PDF】

98 固液共存アルミニウム圧搾用プレス機 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4年5月12日
（株）岩城工業
愛知県弥富市鳥ヶ地2-233-2
（法人番号2180001097363）

- 9,999,000 - 1 仕様書【PDF】

99 研究支援者派遣 １式

契約担当職
関西センター業務部長
三田　芳弘
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和4年5月10日
パーソルテンプスタッフ（株）
大阪府大阪市北区大深町3-1
（法人番号1011001015010）

- 2,915円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,781,065円

仕様書【PDF】

100 ３Dプリンター １式

契約担当職
関西センター業務部長
三田　芳弘
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和4年5月20日
キコーテック（株）
大阪府箕面市船場西3-10-3
（法人番号2120901020396）

- 3,855,500 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/C8IHIP5S/5PVWDBGWUOWW6UH13WEI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/RGGJ99AC/IL9ZE9IJ89E149SBZA98.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/73DG44VF/F9N1SSXIZG81G0DC42L4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/DFYM3DIZ/GYG2FY80JNUK050N8SCE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/PBWTCUSQ/GN49O6LXK0KMCTELT53J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/H31DKK5A/S2E4WMJ7ZKMEJRN9Z5B9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/NNY8QO04/0Q1B2QFY0B9CG72D3X0B.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/198BDJ9S/3NUYCJNG797YZGP5B8BR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/FV9B9Q8K/4UFXNBSWF3LKG6A7MSAN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/SO2HS43F/IC63TNLGDFGT13XSJZVL.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年5月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

101 非接触・非破壊酸素濃度計 １式

契約担当職
関西センター業務部長
三田　芳弘
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和4年5月26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 ）

- 2,486,000 - 1 仕様書【PDF】

102 不純物劣化解析装置 １式

契約担当職
関西センター業務部長
三田　芳弘
（大阪府池田市緑丘1-8-31）

令和4年5月30日
ジーエルサイエンス（株）大阪支店
大阪府大阪市中央区平野町2-3-7
（法人番号6011101008586）

- 4,730,000 - 1 仕様書【PDF】

103 パラフィンブロック作製装置 １式

契約担当職
四国センター業務室長
井庭　一
（香川県高松市林町2217-14）

令和4年5月17日
四国理科（株）
高知県高知市大津乙1067-6
（法人番号4490001001267）

- 1,762,200 - 1 仕様書【PDF】

104
全自動ハイスループット電気泳動システム １
式

契約担当職
四国センター業務室長
井庭　一
（香川県高松市林町2217-14）

令和4年5月17日
四国理科（株）
高知県高知市大津乙1067-6
（法人番号4490001001267）

- 3,848,130 - 1 仕様書【PDF】

105 凍結切片作製装置 １式

契約担当職
四国センター業務室長
井庭　一
（香川県高松市林町2217-14）

令和4年5月17日
四国理科（株）
高知県高知市大津乙1067-6
（法人番号4490001001267）

- 7,801,200 - 1 仕様書【PDF】

106 自動包埋装置 １式

契約担当職
四国センター業務室長
井庭　一
（香川県高松市林町2217-14）

令和4年5月17日
四国理科（株）
高知県高知市大津乙1067-6
（法人番号4490001001267）

- 5,742,000 - 1 仕様書【PDF】

107 ロータリーミクロトーム １式

契約担当職
四国センター業務室長
井庭　一
（香川県高松市林町2217-14）

令和4年5月17日
四国理科（株）
高知県高知市大津乙1067-6
（法人番号4490001001267）

- 4,881,690 - 1 仕様書【PDF】

108
材料物性解析シミュレーション統合ソフトウェ
ア １式

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

令和4年5月24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）

- 1,650,000 - 1 仕様書【PDF】

374,478,385 371,513,902 99%

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/WQ8PSIDV/6CUCDLISRBNG9Y18RFPR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/F0JU1JYJ/S0TQ0EF1X3Y88F2WX9JQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/K6CFU9DR/VWS97ZW8E1YG0HQH8BUZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/LJ8UK3HZ/QSTFKR23M2K2JM8RG7C6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/LOPWEGQ1/S06GSCW5EHUBDAM7LKCH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/FGAIBZO4/9G85M3LMMI03O72ACEFV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/TELJ00V6/2N1L461K719DYI6ELDCP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/L9C8VPRK/FLULRFIN7GE08JGI127T.pdf

