
＜特例随意契約一覧表（令和3年4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

備　　考

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
松本　卓
（北海道札幌市豊平区月寒東２
条17－2－1）

令和3年4月1日

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

- 2,328円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,366,578円
仕様書

2 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

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

- 2,816円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,942,080円
仕様書

3 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

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

- 2,310円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,064,910円
仕様書

4 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

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

- 2,619円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,913,432円
仕様書

5
天然ガスハイドレート堆積物X線
回折プロファイル解析装置 １式

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

令和3年4月12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）

- 4,954,400 - 1 仕様書

6 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4月28日

（株）ワールドインテック
福岡県北九州市小倉北
区大手町11-2
（法人番号
4290801020346）

- 3960円/時間 - 1

単価契約
予定総額
6,569,640円
仕様書

7 研究支援者派遣 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4月1日

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

- 3190円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,167,540円
仕様書

特例随意契約に係る情報の公表

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/TIFUFNOQ/7W67XZIVRSSVDEWSP0HI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/TIFUFNOQ/7W67XZIVRSSVDEWSP0HI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/TIFUFNOQ/7W67XZIVRSSVDEWSP0HI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/TIFUFNOQ/7W67XZIVRSSVDEWSP0HI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/FMJ7EZDW/1D69MTDZOSKRE7AIN1ZV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/FMJ7EZDW/1D69MTDZOSKRE7AIN1ZV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/FMJ7EZDW/1D69MTDZOSKRE7AIN1ZV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/FMJ7EZDW/1D69MTDZOSKRE7AIN1ZV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6T6RIJRQ/JNF4J2OGHOXDNM7S56XJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6T6RIJRQ/JNF4J2OGHOXDNM7S56XJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6T6RIJRQ/JNF4J2OGHOXDNM7S56XJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6T6RIJRQ/JNF4J2OGHOXDNM7S56XJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/ID4R02OK/Z6I5KUDCUA5G7GQJ7HBN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/ID4R02OK/Z6I5KUDCUA5G7GQJ7HBN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/ID4R02OK/Z6I5KUDCUA5G7GQJ7HBN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/ID4R02OK/Z6I5KUDCUA5G7GQJ7HBN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/GJSUR6LU/AVW9ICS74P5NKP4TGQO4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/1C6H798N/HCT8UQ0HVABLKOD55HGO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/1C6H798N/HCT8UQ0HVABLKOD55HGO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/1C6H798N/HCT8UQ0HVABLKOD55HGO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/1C6H798N/HCT8UQ0HVABLKOD55HGO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/XGF4DU67/VM5FAGWQ8JF3ZMH8JDUJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/XGF4DU67/VM5FAGWQ8JF3ZMH8JDUJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/XGF4DU67/VM5FAGWQ8JF3ZMH8JDUJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/XGF4DU67/VM5FAGWQ8JF3ZMH8JDUJ.pdf


8 研究支援者派遣 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4月1日

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

- 3135円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,482,855円
仕様書

9 研究支援者派遣 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4月28日

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

- 2915円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,835,985円
仕様書

10 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

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

- 3003円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,273,271円
仕様書

11 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

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

- 2860円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,352,780円
仕様書

12 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

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

- 2920円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,068,903円
仕様書

13 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

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

- 2673円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,264,329円
仕様書

14 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

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

- 2530円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,937,330円
仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/B3FRZGXJ/4J0GF68TGSF7J6Y22AQI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/B3FRZGXJ/4J0GF68TGSF7J6Y22AQI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/B3FRZGXJ/4J0GF68TGSF7J6Y22AQI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/B3FRZGXJ/4J0GF68TGSF7J6Y22AQI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/P0PNSE1C/PRJ12QY4SMJ0IZ2FELYJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/P0PNSE1C/PRJ12QY4SMJ0IZ2FELYJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/P0PNSE1C/PRJ12QY4SMJ0IZ2FELYJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/P0PNSE1C/PRJ12QY4SMJ0IZ2FELYJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/VUMYXY5C/455YUIXBVPO5DUD6BM2K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/VUMYXY5C/455YUIXBVPO5DUD6BM2K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/VUMYXY5C/455YUIXBVPO5DUD6BM2K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/VUMYXY5C/455YUIXBVPO5DUD6BM2K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/YOHZUO8E/SB68YS12ZPNYUOG1R76V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/YOHZUO8E/SB68YS12ZPNYUOG1R76V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/YOHZUO8E/SB68YS12ZPNYUOG1R76V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/YOHZUO8E/SB68YS12ZPNYUOG1R76V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/A17QH96S/NY5KLHG8RHM7FUJFYIZ0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/A17QH96S/NY5KLHG8RHM7FUJFYIZ0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/A17QH96S/NY5KLHG8RHM7FUJFYIZ0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/A17QH96S/NY5KLHG8RHM7FUJFYIZ0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/UR8VG7FC/UKHD3VPAD0SZQKKF17J1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/UR8VG7FC/UKHD3VPAD0SZQKKF17J1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/UR8VG7FC/UKHD3VPAD0SZQKKF17J1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/UR8VG7FC/UKHD3VPAD0SZQKKF17J1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/CTXQ0KRW/AZ1V765PUSKQ3NGPP8I4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/CTXQ0KRW/AZ1V765PUSKQ3NGPP8I4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/CTXQ0KRW/AZ1V765PUSKQ3NGPP8I4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/CTXQ0KRW/AZ1V765PUSKQ3NGPP8I4.pdf


15 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

ＷＤＢ工学（株）
東京都千代田区丸の内
2-3-2
（法人番号
6010001150705）

- 3245円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,534,885円
仕様書

16 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1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　）

- 2340円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,828,824円
仕様書

17
研究論文および各種文書に関す
る英文添削および和文英訳業務
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4月1日

ヒューマングローバルコ
ミュニケーションズ（株）
東京都中央区新川2-
16-10
（法人番号
6010001038545　）

- 1,283,480 - 1

単価契約
予定総額
1,283,480円
仕様書

18
硫酸他（無機薬品、有機薬品） 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4月1日

東海ケミー（株）
茨城県水戸市木葉下町
字富士山292-30
（法人番号
4050001001757 ）

- 3,051,312 - 1

単価契約
予定総額
3,051,312円
仕様書

19 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4月1日

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

- 2750円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,996,500円
仕様書

20 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4月1日

（株）エイジェック
茨城県つくば市みどりの
1-4-3
（法人番号
3011101036128）

- 2640円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,952,640円
仕様書

21 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4月1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）

- 3645円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,916,835円
仕様書

22 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4月1日

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

- 2750円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,796,750円
仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/NF5XKBKZ/IFATCANU7X4YSQATT5EL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/NF5XKBKZ/IFATCANU7X4YSQATT5EL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/NF5XKBKZ/IFATCANU7X4YSQATT5EL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/NF5XKBKZ/IFATCANU7X4YSQATT5EL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/06MXU7PJ/SW2IBF3FW693YBA4Y0F9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/06MXU7PJ/SW2IBF3FW693YBA4Y0F9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/06MXU7PJ/SW2IBF3FW693YBA4Y0F9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/06MXU7PJ/SW2IBF3FW693YBA4Y0F9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8TR9K6BL/C0YEFD0V6008EROV7F5Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8TR9K6BL/C0YEFD0V6008EROV7F5Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8TR9K6BL/C0YEFD0V6008EROV7F5Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8TR9K6BL/C0YEFD0V6008EROV7F5Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/1IZ4X1PE/IKTX2VOMGRCINY3WLFVY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/1IZ4X1PE/IKTX2VOMGRCINY3WLFVY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/1IZ4X1PE/IKTX2VOMGRCINY3WLFVY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/1IZ4X1PE/IKTX2VOMGRCINY3WLFVY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/BE4XIM9Y/9H0MF2YT31AJ8RJIURKL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/BE4XIM9Y/9H0MF2YT31AJ8RJIURKL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/BE4XIM9Y/9H0MF2YT31AJ8RJIURKL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/BE4XIM9Y/9H0MF2YT31AJ8RJIURKL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/1I2R5YMI/S511AVCH7DR0L702ITUJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/1I2R5YMI/S511AVCH7DR0L702ITUJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/1I2R5YMI/S511AVCH7DR0L702ITUJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/1I2R5YMI/S511AVCH7DR0L702ITUJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/66SEZMFN/4T6EVVWGL8LKKKNYY8UF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/66SEZMFN/4T6EVVWGL8LKKKNYY8UF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/66SEZMFN/4T6EVVWGL8LKKKNYY8UF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/66SEZMFN/4T6EVVWGL8LKKKNYY8UF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/FT1D132N/VC9LPZ7D8SOSPRLG7UHW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/FT1D132N/VC9LPZ7D8SOSPRLG7UHW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/FT1D132N/VC9LPZ7D8SOSPRLG7UHW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/FT1D132N/VC9LPZ7D8SOSPRLG7UHW.pdf


23 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4月1日

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

- 2420円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,513,840円
仕様書

24 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4月1日

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

- 2750円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,601,500円
仕様書

25 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4月1日

（株）エンテックス
千葉県柏市旭町1-2-8
（法人番号
5040001069745）

- 1870円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,508,120円
仕様書

26 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4月1日

（株）エンテックス
千葉県柏市旭町1-2-8
（法人番号
5040001069745）

- 2475円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,492,125円

27 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4月1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）

- 3850円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,642,100円
仕様書

28 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4月1日

（株）プランナーマネジメ
ント
茨城県つくば市小野崎
131-1
（法人番号
9050001037607）

- 2530円/時間 - 2

単価契約
予定総額
4,746,280円
仕様書

29 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4月1日

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

- 2662円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,609,672円
仕様書

30 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4月1日

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

- 2612円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,425,575円
仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/2638K9YD/2CLRDUT278VH1BPBG75I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/2638K9YD/2CLRDUT278VH1BPBG75I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/2638K9YD/2CLRDUT278VH1BPBG75I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/2638K9YD/2CLRDUT278VH1BPBG75I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/EAJP10EN/ASNA8451726IE4TWS5FZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/EAJP10EN/ASNA8451726IE4TWS5FZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/EAJP10EN/ASNA8451726IE4TWS5FZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/EAJP10EN/ASNA8451726IE4TWS5FZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/GWPQ5AOQ/0Y0TNRDMOV79OYL5MU52.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/GWPQ5AOQ/0Y0TNRDMOV79OYL5MU52.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/GWPQ5AOQ/0Y0TNRDMOV79OYL5MU52.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/GWPQ5AOQ/0Y0TNRDMOV79OYL5MU52.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/ERC5LX1N/QUY2VA9WECLPCRPRPBZE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/ERC5LX1N/QUY2VA9WECLPCRPRPBZE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/ERC5LX1N/QUY2VA9WECLPCRPRPBZE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/ERC5LX1N/QUY2VA9WECLPCRPRPBZE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/0JT1OKWV/AZXF8JTB0HVQI5WQ28NM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/0JT1OKWV/AZXF8JTB0HVQI5WQ28NM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/0JT1OKWV/AZXF8JTB0HVQI5WQ28NM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/0JT1OKWV/AZXF8JTB0HVQI5WQ28NM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/11TPSE5P/OI6RJ9WUHHRZ8E947R8I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/11TPSE5P/OI6RJ9WUHHRZ8E947R8I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/11TPSE5P/OI6RJ9WUHHRZ8E947R8I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/11TPSE5P/OI6RJ9WUHHRZ8E947R8I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/FEN4Q5ER/49U2ZHO6R36ON8HGA7JE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/FEN4Q5ER/49U2ZHO6R36ON8HGA7JE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/FEN4Q5ER/49U2ZHO6R36ON8HGA7JE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/FEN4Q5ER/49U2ZHO6R36ON8HGA7JE.pdf


31 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4月1日

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

- 2398円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,091,056円
仕様書

32 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4月1日

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

- 2640円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,302,080円
仕様書

33 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4月1日

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

- 2865円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,874,037円
仕様書

34 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4月1日

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

- 2530円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,746,280円
仕様書

35 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4月1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）

- 2552円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,482,712円
仕様書

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
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和3年4月1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）

- 3200円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,207,040円
仕様書

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
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和3年4月1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）

- 2563円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,234,936円
仕様書

38 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4月1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）

- 2365円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,006,310円
仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/L8M70HKA/JWAEMA18Q03HUDPZ9F50.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/L8M70HKA/JWAEMA18Q03HUDPZ9F50.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/L8M70HKA/JWAEMA18Q03HUDPZ9F50.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/L8M70HKA/JWAEMA18Q03HUDPZ9F50.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/2EFS9TAF/19T05E6I0NM9Y675AMAU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/2EFS9TAF/19T05E6I0NM9Y675AMAU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/2EFS9TAF/19T05E6I0NM9Y675AMAU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/2EFS9TAF/19T05E6I0NM9Y675AMAU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/4QGGXXLU/EEZNG342L3W1RVAM87TD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/4QGGXXLU/EEZNG342L3W1RVAM87TD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/4QGGXXLU/EEZNG342L3W1RVAM87TD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/4QGGXXLU/EEZNG342L3W1RVAM87TD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/06N1TYR5/HXKG8153JWOL2KKPUNVM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/06N1TYR5/HXKG8153JWOL2KKPUNVM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/06N1TYR5/HXKG8153JWOL2KKPUNVM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/06N1TYR5/HXKG8153JWOL2KKPUNVM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/WHR4JO64/P7BMQ24G5S8WP244Q3L0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/WHR4JO64/P7BMQ24G5S8WP244Q3L0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/WHR4JO64/P7BMQ24G5S8WP244Q3L0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/WHR4JO64/P7BMQ24G5S8WP244Q3L0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/TJPC6VR1/EOIRRIYG4BDUBK3CSRSW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/TJPC6VR1/EOIRRIYG4BDUBK3CSRSW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/TJPC6VR1/EOIRRIYG4BDUBK3CSRSW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/TJPC6VR1/EOIRRIYG4BDUBK3CSRSW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/WHR4JO64/P7BMQ24G5S8WP244Q3L0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/WHR4JO64/P7BMQ24G5S8WP244Q3L0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/WHR4JO64/P7BMQ24G5S8WP244Q3L0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/WHR4JO64/P7BMQ24G5S8WP244Q3L0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/H042P6D2/ZRK1GNO03ENBNCKL6B3X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/H042P6D2/ZRK1GNO03ENBNCKL6B3X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/H042P6D2/ZRK1GNO03ENBNCKL6B3X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/H042P6D2/ZRK1GNO03ENBNCKL6B3X.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
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和3年4月1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）

- 2519円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,304,885円
仕様書

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4月1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
2,853,840円
仕様書

41 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

マンパワーグループ
（株）つくば支店
茨城県つくば市竹園1-
6-1
（法人番号
5020001016039）

- 2634円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,297,284円
仕様書

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
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和3年4月30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）

- 2079円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,706,858円
仕様書

43 光学顕微鏡 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4月20日

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

- 4,868,600 - 1 仕様書

44
化学・生化学研究用統合ソフト
ウェア（ChemOffice）ライセンス １
式

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

令和3年4月1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）

- 3,354,120 - 1 仕様書

45 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3年4月1日

（株）エイジェック
茨城県つくば市みどりの
1-4-3
（法人番号
3011101036128）

- 2585円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,445,410円
仕様書

46 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3年4月1日

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

- 2530円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,746,280円
仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/2V0RXI8K/ZPQ3YMGBN1KN9YX3XV2T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/2V0RXI8K/ZPQ3YMGBN1KN9YX3XV2T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/2V0RXI8K/ZPQ3YMGBN1KN9YX3XV2T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/2V0RXI8K/ZPQ3YMGBN1KN9YX3XV2T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/LH2S5NKR/QXXH4NSZLPI2X7YIO4QA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/LH2S5NKR/QXXH4NSZLPI2X7YIO4QA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/LH2S5NKR/QXXH4NSZLPI2X7YIO4QA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/LH2S5NKR/QXXH4NSZLPI2X7YIO4QA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/C4D0CF34/3FDDLHQ72JC8014OH2IB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/C4D0CF34/3FDDLHQ72JC8014OH2IB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/C4D0CF34/3FDDLHQ72JC8014OH2IB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/C4D0CF34/3FDDLHQ72JC8014OH2IB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/1CJEP8WP/WSQXN8P9XODE582D3IOD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/1CJEP8WP/WSQXN8P9XODE582D3IOD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/1CJEP8WP/WSQXN8P9XODE582D3IOD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/1CJEP8WP/WSQXN8P9XODE582D3IOD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202101/2LW064BF/QD17TFM580FE18CO326D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/DISXJHFI/1EUBPELOA2194HJEY5UQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/I6CGWV3S/PH2OYA2IVC2NCI6GX1ZO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/I6CGWV3S/PH2OYA2IVC2NCI6GX1ZO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/I6CGWV3S/PH2OYA2IVC2NCI6GX1ZO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/I6CGWV3S/PH2OYA2IVC2NCI6GX1ZO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/YNBTE29P/3KSVTAEFLRC8OPI5VOXS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/YNBTE29P/3KSVTAEFLRC8OPI5VOXS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/YNBTE29P/3KSVTAEFLRC8OPI5VOXS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/YNBTE29P/3KSVTAEFLRC8OPI5VOXS.pdf


47 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3年4月1日

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

- 2706円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,988,910円
仕様書

48 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3年4月1日

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

- 3718円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,126,554円
仕様書

49 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3年4月1日

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

- 2849円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,347,577円
仕様書

50 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3年4月1日

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

- 2777円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,185,992円
仕様書

51 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3年4月1日

パーソルテンプスタッフ
（株）
東京都豊島区東池袋2-
63-4
（法人番号
1011001015010）

- 2631円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,123,522円
仕様書

52 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3年4月1日

パーソルテンプスタッフ
（株）
東京都豊島区東池袋2-
63-4
（法人番号
1011001015010）

- 2636円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,247,159円
仕様書

53 ３Ｄバイオプリンター 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4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）

- 4,257,000 - 1 仕様書

54 卓上型電子顕微鏡 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4月20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）

- 6,160,000 - 1 仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/22ZWJ7NM/NBWLN2W4JJHBRWSELMAW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/22ZWJ7NM/NBWLN2W4JJHBRWSELMAW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/22ZWJ7NM/NBWLN2W4JJHBRWSELMAW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/22ZWJ7NM/NBWLN2W4JJHBRWSELMAW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/OYZN8V05/ZBWTCL852569B33XDDYJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/OYZN8V05/ZBWTCL852569B33XDDYJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/OYZN8V05/ZBWTCL852569B33XDDYJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/OYZN8V05/ZBWTCL852569B33XDDYJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/79P5T2X0/YBWHNT0M6IYM2LAYSGEO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/79P5T2X0/YBWHNT0M6IYM2LAYSGEO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/79P5T2X0/YBWHNT0M6IYM2LAYSGEO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/79P5T2X0/YBWHNT0M6IYM2LAYSGEO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/22OA3WRZ/HLDN3L0WTYCAMNC514WY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/22OA3WRZ/HLDN3L0WTYCAMNC514WY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/22OA3WRZ/HLDN3L0WTYCAMNC514WY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/22OA3WRZ/HLDN3L0WTYCAMNC514WY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/SYC1CYH6/ADQDZB40XKKBA5KQ7564.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/SYC1CYH6/ADQDZB40XKKBA5KQ7564.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/SYC1CYH6/ADQDZB40XKKBA5KQ7564.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/SYC1CYH6/ADQDZB40XKKBA5KQ7564.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/6D8WQ10R/CFM4MO4HLK9GP9OZMVIL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/6D8WQ10R/CFM4MO4HLK9GP9OZMVIL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/6D8WQ10R/CFM4MO4HLK9GP9OZMVIL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/6D8WQ10R/CFM4MO4HLK9GP9OZMVIL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/8CM7NVG0/F3VMFFJU5OJ9KR1HY00D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/2PC8ZL5I/E4ED48UPWCSJDL8V8QQC.pdf


55 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

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

- 2640円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,952,640円
仕様書

56 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

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

- 2750円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,197,250円
仕様書

57 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

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

- 2585円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,476,035円
仕様書

58 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

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

- 2453円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,155,382円
仕様書

59
パーソナル次世代シーケンサー
年間保守契約 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4月26日

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

- 1,244,870 - 1 仕様書

60 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3年4月1日

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

- 2728円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,961,056円
仕様書

61 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3年4月1日

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

- 2750円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,047,687円
仕様書

62 液体窒素 ELF 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4月1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）

- 25894円/1L - 2

単価契約
予定総額
3,107,280円
仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/RABSH8OD/GGKIQZ5L21YVS03CUQHB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/RABSH8OD/GGKIQZ5L21YVS03CUQHB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/RABSH8OD/GGKIQZ5L21YVS03CUQHB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/RABSH8OD/GGKIQZ5L21YVS03CUQHB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/R4EXYNBL/NJZ5CC19GF2MZZBW4MZ4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/R4EXYNBL/NJZ5CC19GF2MZZBW4MZ4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/R4EXYNBL/NJZ5CC19GF2MZZBW4MZ4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/R4EXYNBL/NJZ5CC19GF2MZZBW4MZ4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/IW9DG170/OLCOS6H6HLO4E3L1NLIJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/IW9DG170/OLCOS6H6HLO4E3L1NLIJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/IW9DG170/OLCOS6H6HLO4E3L1NLIJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/IW9DG170/OLCOS6H6HLO4E3L1NLIJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/G5XRGMTN/BA1G6JLVJ7HEYYGRJHZP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/G5XRGMTN/BA1G6JLVJ7HEYYGRJHZP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/G5XRGMTN/BA1G6JLVJ7HEYYGRJHZP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/G5XRGMTN/BA1G6JLVJ7HEYYGRJHZP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/RW0GWUI1/D0JUUAWHU22LOVVJGFXH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/DYPYRF14/L5B9O0P0S50KVBBH0EM6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/DYPYRF14/L5B9O0P0S50KVBBH0EM6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/DYPYRF14/L5B9O0P0S50KVBBH0EM6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/DYPYRF14/L5B9O0P0S50KVBBH0EM6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/74XAQQBL/M46AE9A83H2811XLZQRG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/74XAQQBL/M46AE9A83H2811XLZQRG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/74XAQQBL/M46AE9A83H2811XLZQRG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/74XAQQBL/M46AE9A83H2811XLZQRG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procuresupplyinfo/detail/202103/ILIF3UFM/PX3D0TLS9CVBV6TVLPMW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procuresupplyinfo/detail/202103/ILIF3UFM/PX3D0TLS9CVBV6TVLPMW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procuresupplyinfo/detail/202103/ILIF3UFM/PX3D0TLS9CVBV6TVLPMW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procuresupplyinfo/detail/202103/ILIF3UFM/PX3D0TLS9CVBV6TVLPMW.pdf


63 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

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

- 3190円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,315,940円
仕様書

64 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

（株）プランナーマネジメ
ント
茨城県つくば市小野崎
131-1
（法人番号
9050001037607）

- 2118円/時間 - 2

単価契約
予定総額
3,972,430円
仕様書

65 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1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）

- 4400円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,761,760円
仕様書

66 研究支援者派遣 １式

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

令和3年4月1日

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

- 2750円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,688,750円
仕様書

67 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4月1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　）

- 3410円/時間 - 2

単価契約
予定総額
4,180,660円
仕様書

68
AV600型NMR装置用液体ヘリウ
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4月1日

（株）センダガス
埼玉県桶川市大字川田
谷1995
（法人番号
4030001042134　）

- 1,980,000 - 1

単価契約
予定総額
1,980,000円
仕様書

69
AV700型NMR装置用液体ヘリウ
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4月1日

（株）センダガス
埼玉県桶川市大字川田
谷1995
（法人番号
4030001042134　）

- 3,850,000 - 1

単価契約
予定総額
3,850,000円
仕様書

70 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4月1日

（株）とめ研究所
京都府京都市下京区中
堂寺南町134
（法人番号
7130001026256　）

- 5830円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,757,590円
仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/8YWUPAI2/360IRVGKULF2XD0AI0ZR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/8YWUPAI2/360IRVGKULF2XD0AI0ZR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/8YWUPAI2/360IRVGKULF2XD0AI0ZR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/8YWUPAI2/360IRVGKULF2XD0AI0ZR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/7EN79KOF/0G28F3S9NC02GD2PPN72.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/7EN79KOF/0G28F3S9NC02GD2PPN72.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/7EN79KOF/0G28F3S9NC02GD2PPN72.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/7EN79KOF/0G28F3S9NC02GD2PPN72.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/SDLIQAHH/RHZVFI3AGOINP5P3G1T2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/SDLIQAHH/RHZVFI3AGOINP5P3G1T2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/SDLIQAHH/RHZVFI3AGOINP5P3G1T2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/SDLIQAHH/RHZVFI3AGOINP5P3G1T2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/SDXIELIN/VPJ4LE50WM0ZEI77C1YH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/SDXIELIN/VPJ4LE50WM0ZEI77C1YH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/SDXIELIN/VPJ4LE50WM0ZEI77C1YH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/SDXIELIN/VPJ4LE50WM0ZEI77C1YH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/V33IYZ11/SLTUZUTYD5SN5JZSTSH2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/V33IYZ11/SLTUZUTYD5SN5JZSTSH2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/V33IYZ11/SLTUZUTYD5SN5JZSTSH2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/V33IYZ11/SLTUZUTYD5SN5JZSTSH2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/R65AA4C6/V7IVK2XL5UZQD86Q5X26.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/R65AA4C6/V7IVK2XL5UZQD86Q5X26.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/R65AA4C6/V7IVK2XL5UZQD86Q5X26.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/R65AA4C6/V7IVK2XL5UZQD86Q5X26.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/TXZA4ZEI/8ZOJ5ODANLU85636ORZH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/TXZA4ZEI/8ZOJ5ODANLU85636ORZH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/TXZA4ZEI/8ZOJ5ODANLU85636ORZH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/TXZA4ZEI/8ZOJ5ODANLU85636ORZH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/DW1HG685/W5SVMDQ0CVR8SIPQ9HEM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/DW1HG685/W5SVMDQ0CVR8SIPQ9HEM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/DW1HG685/W5SVMDQ0CVR8SIPQ9HEM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/DW1HG685/W5SVMDQ0CVR8SIPQ9HEM.pdf


71 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4月1日

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

- 3300円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,211,100円
仕様書

72 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4月1日

ハイパーダイン（株）
東京都港区芝5丁目9-
12壷坂ビル3階
(法人番号
3020001122301）

- 4290円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,211,100円
仕様書

73 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4月1日

日本アドバンス・テクノロ
ジー（株）
神奈川県横浜市神奈川
区金港町2-6
（法人番号
2010401022334）

- 6050円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,799,400円
仕様書

74 ３DTiles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3年4月1日

LSAS Tec（株）
東京都千代田区霞が関
三丁目２番5号
（法人番号
9010401082586）

- 3,415,500 - 1 仕様書

75
地理空間情報システムに対応し
たクラウドベースの認証認可
サービスの提供 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4月1日

クラスメソッド（株）
東京都千代田区神田佐
久間町１－１１
（法人番号
5011101037603）

- 2,798,807 - 1 仕様書

76
オーミクスデータ解析ツール開発
公開用サーバー計算機の保守運
用管理業務 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4月1日

（株）ＨＰＣソリューション
ズ
東京都中央区日本橋大
伝馬町3-2
（法人番号
3010001100935）

- 1,320,000 - 1 仕様書

77 質量分析装置の保守 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4月1日

日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2丁
目17-8
（法人番号
5010001006123）

- 3,685,000 - 1 仕様書

78 質量分析装置等の保守 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4月1日

日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2丁
目17-8
（法人番号
5010001006123）

- 2,975,000 - 1 仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/V4UN0UUO/WGASMI7BQ31ETAMCN876.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/V4UN0UUO/WGASMI7BQ31ETAMCN876.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/V4UN0UUO/WGASMI7BQ31ETAMCN876.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/V4UN0UUO/WGASMI7BQ31ETAMCN876.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/DL4EDQ6I/SANCVRYTQT80O1MG329K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/DL4EDQ6I/SANCVRYTQT80O1MG329K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/DL4EDQ6I/SANCVRYTQT80O1MG329K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/DL4EDQ6I/SANCVRYTQT80O1MG329K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/6Y1JAWA3/G2BJDTH9E0JSKPBX84DR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/6Y1JAWA3/G2BJDTH9E0JSKPBX84DR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/6Y1JAWA3/G2BJDTH9E0JSKPBX84DR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/6Y1JAWA3/G2BJDTH9E0JSKPBX84DR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/84DVLKUF/MKXRC2H6Q0IIRSKII326.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/KF0WYPDZ/W7PA1X4DOIUJ23QEPWVE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/O6JLQM8W/KOT4B3F979DVME8WGGFT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/ERG70SVG/M3UQDX4IOCSW3DBGRC95.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/9Q6WQUGQ/2VD58V292IIJQ5H7MLUT.pdf


79 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4月1日

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

- 2633円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,935,549円
仕様書

80 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4月1日

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

- 2641円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,173,625円
仕様書

81 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4月1日

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

- 2640円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,280,960円
仕様書

82 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4月1日

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

- 2644円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,258,317円
仕様書

83 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4月1日

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

- 3159円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,198,803円
仕様書

84 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4月14日

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

- 2585円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,954,260円
仕様書

85 卓上型粒子粉砕装置 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4月19日

アイメックス（株）
埼玉県八潮市南後谷62
（法人番号
3010601008685）

- 3,740,000 - 1 仕様書

86 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4月1日

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

- 2,736円／時間 - 1

単価契約
予定総額
1,026,300円
仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/9Q6WQUGQ/2VD58V292IIJQ5H7MLUT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/9Q6WQUGQ/2VD58V292IIJQ5H7MLUT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/9Q6WQUGQ/2VD58V292IIJQ5H7MLUT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/9Q6WQUGQ/2VD58V292IIJQ5H7MLUT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/Z5GW2V3P/TDZX7LFA9EMPFQT51M77.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/Z5GW2V3P/TDZX7LFA9EMPFQT51M77.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/Z5GW2V3P/TDZX7LFA9EMPFQT51M77.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/Z5GW2V3P/TDZX7LFA9EMPFQT51M77.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8O9GTZ0V/B6VW7AYPDVGGLOJ4SS00.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8O9GTZ0V/B6VW7AYPDVGGLOJ4SS00.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8O9GTZ0V/B6VW7AYPDVGGLOJ4SS00.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8O9GTZ0V/B6VW7AYPDVGGLOJ4SS00.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8DKIF01C/8YJG4RO0DE10T85PPTQ6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8DKIF01C/8YJG4RO0DE10T85PPTQ6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8DKIF01C/8YJG4RO0DE10T85PPTQ6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8DKIF01C/8YJG4RO0DE10T85PPTQ6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/P6Z5QZG2/771LKGFA6QD78WJZ5X3W.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/P6Z5QZG2/771LKGFA6QD78WJZ5X3W.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/P6Z5QZG2/771LKGFA6QD78WJZ5X3W.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/P6Z5QZG2/771LKGFA6QD78WJZ5X3W.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/XD7156YH/JRWKXG1MIA3AESLYLAP0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/XD7156YH/JRWKXG1MIA3AESLYLAP0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/XD7156YH/JRWKXG1MIA3AESLYLAP0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/XD7156YH/JRWKXG1MIA3AESLYLAP0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/RILP3C1H/GWE2N4J1BPB6Q18YSB5N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/PMPZWMRO/XFX0M5EJPAPYNTK2ZWJO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/PMPZWMRO/XFX0M5EJPAPYNTK2ZWJO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/PMPZWMRO/XFX0M5EJPAPYNTK2ZWJO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/PMPZWMRO/XFX0M5EJPAPYNTK2ZWJO.pdf


87 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4月1日

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

- 2,822円／時間 - 1

単価契約
予定総額
2,670,179円
仕様書

88 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4月1日

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

- 2,409円／時間 - 1

単価契約
予定総額
2,411,409円
仕様書

89 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4月1日

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

- 2,734円／時間 - 1

単価契約
予定総額
1,121,186円
仕様書

90 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4月1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）

- 2,750円／時間 - 1

単価契約
予定総額
2,035,000円
仕様書

91 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4月1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）

- 2,750円／時間 - 1

単価契約
予定総額
1,300,750円
仕様書

92 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4月1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）

- 2,420円／時間 - 1

単価契約
予定総額
2,998,380円
仕様書

93 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4月1日

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

- 2,728円／時間 - 1

単価契約
予定総額
2,160,576円
仕様書

94 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4月22日

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

- 2,670円／時間 - 1

単価契約
予定総額
4,575,080円
仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/3TB9ZOKP/C668E14TPI5K7065SGRH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/3TB9ZOKP/C668E14TPI5K7065SGRH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/3TB9ZOKP/C668E14TPI5K7065SGRH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/3TB9ZOKP/C668E14TPI5K7065SGRH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/UTE3SVG0/CEWBMIIX1PRP3EUKQZHN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/UTE3SVG0/CEWBMIIX1PRP3EUKQZHN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/UTE3SVG0/CEWBMIIX1PRP3EUKQZHN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/UTE3SVG0/CEWBMIIX1PRP3EUKQZHN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/4A11DVBI/WSWH92VRB1TPMS23BE0D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/4A11DVBI/WSWH92VRB1TPMS23BE0D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/4A11DVBI/WSWH92VRB1TPMS23BE0D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/4A11DVBI/WSWH92VRB1TPMS23BE0D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/YEVAPX9N/C6Q4BBNHMSZLCP12DJIZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/YEVAPX9N/C6Q4BBNHMSZLCP12DJIZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/YEVAPX9N/C6Q4BBNHMSZLCP12DJIZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/YEVAPX9N/C6Q4BBNHMSZLCP12DJIZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/G1J09JUN/N98T28IB4TV3DKWT2K7K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/G1J09JUN/N98T28IB4TV3DKWT2K7K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/G1J09JUN/N98T28IB4TV3DKWT2K7K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/G1J09JUN/N98T28IB4TV3DKWT2K7K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6QMROFZ5/WYZE5RG7VO4WM0AF2KZP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6QMROFZ5/WYZE5RG7VO4WM0AF2KZP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6QMROFZ5/WYZE5RG7VO4WM0AF2KZP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6QMROFZ5/WYZE5RG7VO4WM0AF2KZP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/NAG60K72/HFZ92PAIMRV4RNQID7UQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/NAG60K72/HFZ92PAIMRV4RNQID7UQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/NAG60K72/HFZ92PAIMRV4RNQID7UQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/NAG60K72/HFZ92PAIMRV4RNQID7UQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/MB6ARHE1/YXL71DG7U4UXDP8MFEG5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/MB6ARHE1/YXL71DG7U4UXDP8MFEG5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/MB6ARHE1/YXL71DG7U4UXDP8MFEG5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/MB6ARHE1/YXL71DG7U4UXDP8MFEG5.pdf


95 研究支援者派遣 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4月1日

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

- 2,350円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,127,850円
仕様書

96 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和3年4月1日

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

- 2860円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,141,280円
仕様書

97 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和3年4月1日

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

- 3310円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,078,617円
仕様書

98 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和3年4月1日

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

- 5677円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,855,581円
仕様書

99 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和3年4月1日

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

- 3190円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,859,900円
仕様書

100 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和3年4月1日

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

- 3740円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,769,020円
仕様書

101 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和3年4月1日

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

- 4620円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,901,360円
仕様書

102 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和3年4月1日

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

- 4400円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,763,200円
仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/GJ4MMEDA/T1DNYJST9VYQSOL8KYUX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/GJ4MMEDA/T1DNYJST9VYQSOL8KYUX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/GJ4MMEDA/T1DNYJST9VYQSOL8KYUX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202102/GJ4MMEDA/T1DNYJST9VYQSOL8KYUX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/OJ34HA4F/0G72I8UGM0YQD1KZLOEZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/OJ34HA4F/0G72I8UGM0YQD1KZLOEZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/OJ34HA4F/0G72I8UGM0YQD1KZLOEZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/OJ34HA4F/0G72I8UGM0YQD1KZLOEZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/UZ5Q7PAX/MKPYUSX7POUXVGMDCGEB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/UZ5Q7PAX/MKPYUSX7POUXVGMDCGEB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/UZ5Q7PAX/MKPYUSX7POUXVGMDCGEB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/UZ5Q7PAX/MKPYUSX7POUXVGMDCGEB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/DL4EDQ6I/SANCVRYTQT80O1MG329K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/DL4EDQ6I/SANCVRYTQT80O1MG329K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/DL4EDQ6I/SANCVRYTQT80O1MG329K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/DL4EDQ6I/SANCVRYTQT80O1MG329K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6DCCHOZT/C78BWJ3Q3W473IFPF60F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6DCCHOZT/C78BWJ3Q3W473IFPF60F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6DCCHOZT/C78BWJ3Q3W473IFPF60F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/6DCCHOZT/C78BWJ3Q3W473IFPF60F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/K2VBVADB/NBXQX2HQT1DDKXFGDH2U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/K2VBVADB/NBXQX2HQT1DDKXFGDH2U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/K2VBVADB/NBXQX2HQT1DDKXFGDH2U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/K2VBVADB/NBXQX2HQT1DDKXFGDH2U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/NBX746DA/6J9RQGGLJUYSXQVWNBBQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/NBX746DA/6J9RQGGLJUYSXQVWNBBQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/NBX746DA/6J9RQGGLJUYSXQVWNBBQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/NBX746DA/6J9RQGGLJUYSXQVWNBBQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/7SOGDVHO/JES75YUD7WWAMNSHAQPL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/7SOGDVHO/JES75YUD7WWAMNSHAQPL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/7SOGDVHO/JES75YUD7WWAMNSHAQPL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/7SOGDVHO/JES75YUD7WWAMNSHAQPL.pdf


103 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和3年4月1日

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

- 4620円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,901,360円
仕様書

104 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和3年4月1日

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

- 4620円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,901,360円
仕様書

105 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
沼山　政彦
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和3年4月1日

マンパワーグループ
（株）つくば支店
茨城県つくば市竹園1-
6-1
（法人番号
5020001016039）

- 5192円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,216,984円
仕様書

106 パワーアナライザ 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4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）

- 1,746,800 - 1 仕様書

55,065,253 54,939,645 99.77%

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/0S4X5PHU/G1H7ZA1OBMEKMXWGQGOK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/0S4X5PHU/G1H7ZA1OBMEKMXWGQGOK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/0S4X5PHU/G1H7ZA1OBMEKMXWGQGOK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/0S4X5PHU/G1H7ZA1OBMEKMXWGQGOK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/19NNIU0R/7YU5Q1YJ1AG1ZD624L1O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/19NNIU0R/7YU5Q1YJ1AG1ZD624L1O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/19NNIU0R/7YU5Q1YJ1AG1ZD624L1O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/19NNIU0R/7YU5Q1YJ1AG1ZD624L1O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8J7M4X72/K0A1G8T52Z5QGRESQOC7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8J7M4X72/K0A1G8T52Z5QGRESQOC7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8J7M4X72/K0A1G8T52Z5QGRESQOC7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202103/8J7M4X72/K0A1G8T52Z5QGRESQOC7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202104/HLLM2091/8FCXP5RM9O51UC5HHLL4.pdf

