
＜特例随意契約一覧表（令和3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

備　　考

1 リアルタイムPCRシステム 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5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）

- 1,760,000 - 1 仕様書

2 研究支援者派遣 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5月20日

ＷＤＢ(株)
東京都千代田区丸の内二丁目3番
2号
（法人番号4010001143256）

- 2420円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,815,000円
仕様書

3 高速冷却遠心機 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5月26日

(株)東栄科学産業
宮城県仙台市太白区富沢四丁目8
番29号
（法人番号3370001002030）

- 2,365,000 - 2 仕様書

4 脱水素反応器 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5月18日
（株）フレイン・エナジー銭函研究室
北海道小樽市銭函3-515-1
（法人番号3430001027153）

- 5,280,000 - 1 仕様書

5 酸塩基点評価装置 １式

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

令和3年5月26日

マイクロトラック・ベル　（株）東京営
業所
東京都新宿区高田馬場1-30-4
（法人番号2011001042160）

- 9,940,700 - 1 仕様書

6 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5月24日
（株）メイテック
東京都台東区上野1-1-10
（法人番号1180001027412）

- 3300円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,197,700円
仕様書

7
第一原理シミュレーション用ワークステー
ション １式

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

令和3年5月13日
（株）ジーデップ・アドバンス
東京都港区芝1-12-7
（法人番号1010001173009）

- 1,416,800 - 3

8 ミリ波コントローラ 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5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）

- 6,681,400 - 1 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/202105/3RW0951W/QVQIWB9NE1KA80TOYVTF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/HDUQQAWH/XSQ5Z8PO5R32L24LGCLO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/HDUQQAWH/XSQ5Z8PO5R32L24LGCLO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/HDUQQAWH/XSQ5Z8PO5R32L24LGCLO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/HDUQQAWH/XSQ5Z8PO5R32L24LGCLO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/YVIB654M/5RX0X2MXJIKJIOMPTNZI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/J1XX3HJX/UEQYHD9LLPC2INKSD9NT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/D6TMZ4SW/1HKPF0XACEGI5KBE24VE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/BL2QQKSW/TCMPKIEYNSJVRRDBHFIU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/BL2QQKSW/TCMPKIEYNSJVRRDBHFIU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/BL2QQKSW/TCMPKIEYNSJVRRDBHFIU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/BL2QQKSW/TCMPKIEYNSJVRRDBHFIU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/6UQ3QX9A/1JZVND9X9XHS6VJMCN9G.pdf


9 ミリ波コントローラ 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5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）

- 5,700,200 - 1 仕様書

10 自動光学アライメント装置駆動部 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5月18日
ピーアイ・ジャパン（株）
東京都立川市曙町2-38-5
（法人番号3012801001362）

- 9,805,400 - 1 仕様書

11 励起用レーザー部修理作業 １式

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

令和3年5月14日
オーシャンフォトニクス（株）
東京都新宿区西早稲田3-30-16
（法人番号4011101058055）

- 1,540,000 - 1 仕様書

12 磁気式酸素分析計 １式

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

令和3年5月31日
日本エア・リキード（同）
茨城県つくば市和台28
（法人番号1010401089977）

- 1,958,000 - 1 仕様書

13 深層学習用ワークステーション 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5月20日
アルファウェイブ（株）
千葉県船橋市山野町103-1-1108
（法人番号5040001016656）

- 2,543,200 - 1 仕様書

14 遊星ボールミル 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5月19日
フリッチュ・ジャパン（株）
神奈川県横浜市中区山下町252
（法人番号8020001028709　）

- 1,859,000 - 1 仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/MDJKJ552/0VO41UDG38G6N2DF8CD6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/KSKZ39P9/EL50IIA0GDT4OANDCNTG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/NFCWHC19/KYUAQ6JC49NSFMNAR1UN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/PSZAI9TH/CUMMTWAY1OW26PUVU9GD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/4PLFLM8W/04DCPXRPDL833LO038S8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/6ELYCS5Z/1TJA5KWYWS8ZOI5V4YRR.pdf


15
ボタンセル相変態試験装置用電気化学
測定装置 １式

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

令和3年5月10日
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1ｰ1ｰ6
（法人番号　8010001051991）

- 4,297,920 - 1 仕様書

16 旋光計 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5月17日
日本分光（株）
東京都八王子市石川町2967-5
（法人番号2010101002925　）

- 2,992,000 - 1 仕様書

17 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5月14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　）

- 3,880円/時間 - 1

単価契約
予定総額
6,914,160円
仕様書

18 ボタンセル相変態試験装置 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5月31日

太洋システム（株）
神奈川県川崎市宮前区馬絹6-13-
1
（法人番号　2020001068082）

- 2,530,000 - 1 仕様書

19
フレキシブル回路用カード型単距離無線
モジュール 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5月28日
甲斐エレクトロニクス（株）
埼玉県狭山市狭山台4-24-20
（法人番号　6030001026218）

- 3,949,521 - 2 仕様書

20 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　3050001017044）

- 2750円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,716,000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5月21日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256）

- 2805円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,415,070円
仕様書

22 研究支援派遣 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5月24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）

- 2398円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,393,238円
仕様書

23 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5月17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
2,550,625円
仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/YFT5JK3X/DKWPIRYOVKHCAJ6I8T8Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/EDJ8TFVD/4JZFB5K764ZQ4PNGYWYB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/OYPS51KE/G6IDZFI469WP3B4TWP4H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/OYPS51KE/G6IDZFI469WP3B4TWP4H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/OYPS51KE/G6IDZFI469WP3B4TWP4H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/OYPS51KE/G6IDZFI469WP3B4TWP4H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/GRL1TVKJ/9B5HV6FW6D14TIFK1H8R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/DAGB18HR/YNNOEKBF0IQ9ERE6EIT6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/0EF9YHD0/4H2M9C1G198HAFWPF2WN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/0EF9YHD0/4H2M9C1G198HAFWPF2WN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/0EF9YHD0/4H2M9C1G198HAFWPF2WN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/0EF9YHD0/4H2M9C1G198HAFWPF2WN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/L22WEM8E/TD4WEKHN0GVQEHWTCV6E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/L22WEM8E/TD4WEKHN0GVQEHWTCV6E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/L22WEM8E/TD4WEKHN0GVQEHWTCV6E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/L22WEM8E/TD4WEKHN0GVQEHWTCV6E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/VT47FX1T/5QE33FIJF4UCU5G03AJF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/VT47FX1T/5QE33FIJF4UCU5G03AJF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/VT47FX1T/5QE33FIJF4UCU5G03AJF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/VT47FX1T/5QE33FIJF4UCU5G03AJF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/NNNFUOQC/3RBFAYPU1XR63YE1A4N2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/NNNFUOQC/3RBFAYPU1XR63YE1A4N2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/NNNFUOQC/3RBFAYPU1XR63YE1A4N2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/NNNFUOQC/3RBFAYPU1XR63YE1A4N2.pdf


24
栽培室炭酸ガス設備取付及びメンテナン
ス 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5月31日
東新（株）つくば営業所
茨城県つくば市二の宮1-2-3
（法人番号2010601022844）

- 1,320,000 - 1 仕様書

25 次世代シーケンス解析業務 １式

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

令和3年5月31日
（一社）クロックミクス
大阪府和泉市はつが野2-11-47
（法人番号7120105007946）

- 1,402,720 - 3 仕様書

26 研究支援派遣 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5月27日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2145円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,022,735円
仕様書

27 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5月27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
1,778,150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5月27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
1,212,068円
仕様書

29 動物個別飼育制御装置 １式

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

令和3年5月25日
東和科学（株）
東京都豊島区南大塚2-37-5
（法人番号2010001024235）

- 3,009,600 - 1 仕様書

30 シリコンフォトニクス用フォトマスク 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3年5月19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）

- 3,360,500 - 1 仕様書

31
大規模光回路作製用高精度フォトマスク
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3年5月18日
セイコー・イージーアンドジー（株）
千葉県千葉市美浜区中瀬1-8
（法人番号1040001012832）

- 6,479,000 - 1 仕様書

32 ポテンショスタット/ガルバノスタット 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5月17日
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1ｰ1ｰ6
（法人番号8010001051991）

- 4,107,840 - 1 仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/1LC0W3B1/GVZV90U622U8TYQF207R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/0XFSUGN2/5UOD6ZH6O5HZO2Q9BP8C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/B47D40CA/BXV0SLXFA83QM5Z35W0G.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/B47D40CA/BXV0SLXFA83QM5Z35W0G.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/B47D40CA/BXV0SLXFA83QM5Z35W0G.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/B47D40CA/BXV0SLXFA83QM5Z35W0G.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/91K6WS3Q/C3QGEEVN52WEH880M8NA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/91K6WS3Q/C3QGEEVN52WEH880M8NA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/91K6WS3Q/C3QGEEVN52WEH880M8NA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/91K6WS3Q/C3QGEEVN52WEH880M8NA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/54URROQE/KCBJI5KU4K3W2AKMKYGU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/54URROQE/KCBJI5KU4K3W2AKMKYGU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/54URROQE/KCBJI5KU4K3W2AKMKYGU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/54URROQE/KCBJI5KU4K3W2AKMKYGU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/HY7RK5IK/LH99I87E0T9EPMX6DGQ4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/IPLJOWMZ/EXWVEEG7MWNVUEYJ37UQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/2R89IDV1/OH127L8EJR0V424AP50O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/XJS2HUF2/T47CGETMDH5QGR6998NL.pdf


33
SPSS Modeler Professional Concurrent
User ライセンス 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5月26日
ＨＰＣシステムズ（株）
東京都港区海岸3-9-15
（法人番号4010401096252）

- 4,999,478 - 2 仕様書

34
エネルギー分散型蛍光X線分析装置 １
式

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

令和3年5月26日
竹田理化工業（株）
東京都渋谷区恵比寿西2-7-5
（法人番号9011001013618）

- 4,999,500 - 1 仕様書

35 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5月12日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 2970円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,710,720円
仕様書

36
小型水電解セル評価装置改修作業  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5月11日
（株）チノー
茨城県水戸市三の丸1-4-73
（法人番号9011401004118）

- 2,488,200 - 1 仕様書

37 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5月25日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 1793円/時間 - 2

単価契約
予定総額
2,515,579円
仕様書

38 分光偏光測定装置  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5月25日
（株）フォトロン
東京都千代田区神田神保町1-105
（法人番号7010001136331）

- 3,703,700 - 1 仕様書

39 精密ガス流量校正器  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5月31日
英和（株）
東京都品川区西五反田1-31-1
（法人番号6120001041612）

- 3,014,000 - 1 仕様書

40 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5月17日
パイオネット・ソフト（株）
東京都新宿区西新宿1-22-2
（法人番号　8011301005654）

- 5889円/時間 - 1

単価契約
予定総額
9,540,828円
仕様書

41 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5月28日

（株）ビーネックステクノロジーズつく
ばオフィス
茨城県つくば市東新井8-5
（法人番号3010401146636）

- 4510円/時間 - 1

単価契約
予定総額
6,327,530円
仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/KZCDP4S2/URJV30LYLFDZ2J6EEWIZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/4TQ6QVR5/KE8TJ2RTVAKOW6AJ8JPH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/ZFD08JS0/0V260R9ABQ58LJCDY27T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/ZFD08JS0/0V260R9ABQ58LJCDY27T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/ZFD08JS0/0V260R9ABQ58LJCDY27T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/ZFD08JS0/0V260R9ABQ58LJCDY27T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/9DJH87MF/MZODM5F7Z3YZPVN9I6G2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/MZRI47OI/54G6KA7YR5HQVV5GOK42.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/MZRI47OI/54G6KA7YR5HQVV5GOK42.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/MZRI47OI/54G6KA7YR5HQVV5GOK42.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/MZRI47OI/54G6KA7YR5HQVV5GOK42.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/1CG2H79S/C5O293DOLZYDS6H67NFV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/METIC1ME/QKRVOVJSGM3XS82YFCN4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/Z9RM3YCQ/HHET4NFYRHQJ7MTTOI69.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/Z9RM3YCQ/HHET4NFYRHQJ7MTTOI69.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/Z9RM3YCQ/HHET4NFYRHQJ7MTTOI69.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/Z9RM3YCQ/HHET4NFYRHQJ7MTTOI69.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/N7R564BN/L6BQ937ZW1VIGI25MT0E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/N7R564BN/L6BQ937ZW1VIGI25MT0E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/N7R564BN/L6BQ937ZW1VIGI25MT0E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/N7R564BN/L6BQ937ZW1VIGI25MT0E.pdf
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秘匿計算技術に関する実用性検証調査
１式

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

令和3年5月24日
Ｔｈｅ　ＲＯＯＭ４Ｄ（株）
東京都渋谷区渋谷2-14-13
（法人番号　1011001129396）

- 1,994,300 - 1 仕様書

43
スマートロボット実証実験用深層学習用
ワークステーション 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5月31日
アルファウェイブ（株）
千葉県船橋市山野町103-1-1108
（法人番号5040001016656）

- 1,813,900 - 3 仕様書

44
ABCIを用いた超大規模最適化ソフトウェ
アのOSS化に向けた運用支援と修正プロ
グラムの開発 １式

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

令和3年5月31日
（株）工科堂
石川県小松市園町ﾎ129
（法人番号4220001022224）

- 4,950,000 - 1 仕様書

45
角度分解型X線光電子分光装置 装置制
御部アップグレード・調整作業  １式

契約担当職
中部センター業務部長
吉岡　有二
（愛知県名古屋市守山区下志段味穴ケ
洞2266-98）

令和3年5月10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）

- 2,499,200 - 1 仕様書

46 熱分析装置 １式

契約担当職
中部センター業務部長
吉岡　有二
（愛知県名古屋市守山区下志段味穴ケ
洞2266-98）

令和3年5月18日
（株）リガク 名古屋営業所
愛知県名古屋市東区代官町35ｰ16
（法人番号5012801002680）

- 4,796,000 - 1 仕様書

47 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5月27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）

- 2310円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,282,510円
仕様書

48
大型マイクロ波CVD装置用タッチパネル
修理 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3年5月21日
愛電（株）
東京都墨田区業平1-1-9
（法人番号1010001000146）

- 1,703,130 - 1 仕様書

49 遺伝子発現解析用プローブ他  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3年5月13日
（株）大一器械　香川営業所
香川県高松市伏石町2128-1
（法人番号9480001001296）

- 2,609,024 - 1 仕様書

50 ガス導入型真空プラズマ装置 １式

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

令和3年5月31日

（株）魁半導体
京都府京都市下京区西七条御前
田町50
（法人番号6130001029400）

- 1,954,260 - 1 仕様書

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/7FZUQ8ZG/E8K11UX0JRA1ZJMOXASG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/6FFEFB3G/0AYWPFL8O674BC10PMIW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/P9OEPOGC/TICQ7TJY1GNK6WTZ6NLR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/XQQOV0VY/1VA7ZBDTEHMK0BNKSFRV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/NBWPNF1N/BW4I6HLQN472OQTJKA23.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/9XJ7VMOD/KAGZP368DIGIGVS4TU6O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/9XJ7VMOD/KAGZP368DIGIGVS4TU6O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/9XJ7VMOD/KAGZP368DIGIGVS4TU6O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/9XJ7VMOD/KAGZP368DIGIGVS4TU6O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/R9ZDZ8HI/HAF28ZJ0IX7JTQ47ZKKM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/V7WT5VS2/F1TZSZ2Z1815X2QVU7T4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/ZAJ9SR8H/OGO6SD4WNVOU738ZVOWF.pdf


51 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5月28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）

- 2,406円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,954,322円
仕様書

52 大型短焦点プロジェクター ２台 １式

契約担当職
柏センター業務室長
黒羽　義雄
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和3年5月11日
北原商事（株）
東京都練馬区西大泉6-1-22
（法人番号1011601001748）

- 2,288,000 - 5 仕様書

129,079,688 128,151,911 99%

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/YOOO5X3W/5F76E3Z4ZX8EOCK0XR3P.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/YOOO5X3W/5F76E3Z4ZX8EOCK0XR3P.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/YOOO5X3W/5F76E3Z4ZX8EOCK0XR3P.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/YOOO5X3W/5F76E3Z4ZX8EOCK0XR3P.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/OEVBS0UI/180J4XFMSIS5UOF2FUG4.pdf

