
＜特例随意契約一覧表（令和3年6月）＞

連番 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する
部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称

及び住所
予定価格（円）

(税込）
契約金額（円）

（税込）
落札率（％）

公開見積競
争又は見積
もり合わせ
の参加者数

備　　考

1
原核生物RNA-seq解析作業
１式

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

令和3年6月30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）

- 1,287,000 － 1

2
東北センターL棟022040室他
ドラフト復旧作業 １式

契約担当職
東北センター業務室長
青木　一彦
(宮城県仙台市宮城野区苦竹4-2-1)

令和3年6月22日

(株)星理科学器械
宮城県仙台市青葉区大町2-11-
14
（法人番号2370001010257）

- 2,409,000 － 2 仕様書【PDF】

3 湿式ビーズミル装置 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6月4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）

- 2,530,000 － 2 仕様書【PDF】

4 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6月8日

(株)テクノプロ　テクノプロ・Ｒ＆Ｄ
社
東京都港区六本木6-10-1
（法人番号2010401069169）

- 5581円/時間 － 1

単価契約
予定総額
6,930,126円
仕様書【PDF】

5 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6月4日

マンパワーグループ(株)　仙台支
店
宮城県仙台市青葉区中央1-2-3
（法人番号5020001016039）

- 2035円/時間 － 1

単価契約
予定総額
1,475,375円
仕様書【PDF】

6 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6月4日
(株)インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 9900円./時間 － 1

単価契約
予定総額
3,663,000円
仕様書【PDF】

7 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6月16日

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

- 5060円/時間 － 1

単価契約
予定総額
7,099,180円
仕様書【PDF】

8 高圧受電設備等リース 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6月11日

（株）レウシット仙台東営業所
宮城県仙台市若林区六丁の目
北町6-18
（法人番号5370001012993）

- 1,980,000 － 2 仕様書【PDF】

9 変圧器のレンタル 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6月4日

東京キデン（株）
東京都千代田区神田須田町2-
9-3
（法人番号8010001034096）

- 836,000 － 1 仕様書【PDF】

10
メガネ型アイトラッカーペア 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6月23日
トビー・テクノロジー（株）
東京都品川区西五反田7-7-7
（法人番3010401075455）

- 3,795,000 － 1 仕様書【PDF】

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/85KAYA1V/TU83W7Y00CLPRZDMVX82.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/HG9QCDD6/8QNPAVBQT8IPDBH47R26.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/6F0ZY21M/BVUKF34V4LCN9QH4NEZG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/6F0ZY21M/BVUKF34V4LCN9QH4NEZG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/6F0ZY21M/BVUKF34V4LCN9QH4NEZG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/6F0ZY21M/BVUKF34V4LCN9QH4NEZG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/U22LQN33/60VRCIVU77TQVSUOXYZE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/U22LQN33/60VRCIVU77TQVSUOXYZE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/U22LQN33/60VRCIVU77TQVSUOXYZE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/U22LQN33/60VRCIVU77TQVSUOXYZE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/FNPLG31D/ON9T0A1KOIKXK3N62TY7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/FNPLG31D/ON9T0A1KOIKXK3N62TY7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/FNPLG31D/ON9T0A1KOIKXK3N62TY7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/FNPLG31D/ON9T0A1KOIKXK3N62TY7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/38H0U0IB/OVU4LHHNH8OO2AKCCFZH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/38H0U0IB/OVU4LHHNH8OO2AKCCFZH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/38H0U0IB/OVU4LHHNH8OO2AKCCFZH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/38H0U0IB/OVU4LHHNH8OO2AKCCFZH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/XMR7JQ1H/YFJOZDWPDWDKV5AQHJXY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/CZW6133U/BDB9DMXM1KSTZOOZRC5C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/KZ8UTZ6G/CU91KLFI7RE2124VV9T5.pdf


11 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6月21日

（株）テクノプロ　テクノプロ・エン
ジニアリング社
茨城県土浦市桜町1-15-11
（法人番号2010401069169）

- 4565円/時間 － 1

単価契約
予定総額
3,610,915円
仕様書【PDF】

12 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6月14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
3,464,340円
仕様書【PDF】

13
ロングスロースパッタリング装
置用ターゲット 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6月28日
アルバック販売（株）
東京都港区港南2-3-13
（法人番号2010001084519）

- 3,011,800 － 1 仕様書【PDF】

14 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6月2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
3,787,025円
仕様書【PDF】

15
海洋分解ポリマー解析用計算
サーバ 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6月18日
（株）ながれ
東京都目黒区原町1-16-5
（法人番号3013201012157）

- 5,390,000 － 1 仕様書【PDF】

16

高速イーサネットによるシリコ
ンフォトニクス・大規模光ス
イッチ高速制御システムの制
御速度調査 １式

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

令和3年6月28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）

- 8,968,300 － 1 仕様書【PDF】

17
蛍光・燐光イメージング評価
装置 １式

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

令和3年6月4日
テガラ（株）
静岡県浜松市中区細島町8-3
（法人番号3080401003319　）

- 4,895,000 － 3 仕様書【PDF】

18
スパッタ装置およびドライエッ
チング装置の移設作業 １式

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

令和3年6月7日
コエックス（株）
茨城県つくば市台町3-2-11
（法人番号9050001047820）

- 6,807,278 － 1 仕様書【PDF】

19 中性子用センサーアレイ 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6月8日
丸紅情報システムズ（株）
東京都新宿区大久保3-8-2
（法人番号1011001030018　）

- 6,996,000 － 1 仕様書【PDF】

20
低リーク・スイッチングマトリク
ス 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6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）

- 2,200,000 － 1 仕様書【PDF】

21
3インチSiウエハの貫通孔加
工作業 １式

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

令和3年6月10日
（株）アシストナビ
神奈川県厚木市中町3-18-5
（法人番号7021001029417　）

- 9,460,000 － 1 仕様書【PDF】

22
AIチップ設計拠点のWebペー
ジ改修作業 １式

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

令和3年6月25日

（有）ファブ・アイシーエー
東京都杉並区阿佐ヶ谷北1-46-
7
（法人番号4020002103893）

- 2,992,000 － 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/VH6BGY67/WMWQF7BHAOZ9D8TBD33Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/VH6BGY67/WMWQF7BHAOZ9D8TBD33Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/VH6BGY67/WMWQF7BHAOZ9D8TBD33Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/VH6BGY67/WMWQF7BHAOZ9D8TBD33Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/7NM0B90R/W5MV7Q42CHC6PF8U159V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/7NM0B90R/W5MV7Q42CHC6PF8U159V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/7NM0B90R/W5MV7Q42CHC6PF8U159V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/7NM0B90R/W5MV7Q42CHC6PF8U159V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/I6RDQZO5/3Q7RNBTBV0X3O4NJYDMV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/EQDM1CO7/O8KS91LUSVL5ORJKEUYB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/EQDM1CO7/O8KS91LUSVL5ORJKEUYB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/EQDM1CO7/O8KS91LUSVL5ORJKEUYB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/EQDM1CO7/O8KS91LUSVL5ORJKEUYB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/KEMS7J05/9OA636EPE1WMUGEJ2BJ3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/QYYXICPU/28MH5FDFJYPUOTRQIBWC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/EITFU1AK/L8LYVEJDYDKT1XKIB94H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/FVJXC5RA/58MBUHYULT2B581B5D5E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/FM72L56O/ZESI3LPNY8CXLRH95I3W.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/QPP9WHZ3/BSEZJL80MMBP2MC95IEQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/WTSSXYA0/DRWYCHU1SROSJHHA5RXY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/5SMJF21V/00R5M2PQ3VPNZX849O30.pdf


23
固体プリカーサソース用熱反
応成膜装置 １式

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

令和3年6月4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　）

- 4,455,000 － 2 仕様書【PDF】

24
無冷媒式小型クライオスタット
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6月23日
（株）ニコンソリューションズ
東京都品川区西大井1-6-3
（法人番号4010401069976)

- 8,514,000 － 1 仕様書【PDF】

25 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6月25日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256）

- 2921円/時間 － 1

単価契約
予定総額
3,171,663円
仕様書【PDF】

26
クラウドコンピューティングシ
ステム整備 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6月23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）

- 4,730,000 － 1 仕様書【PDF】

27
無人航空機の衝突安全性能
評価法開発にかかる高圧容
器 １式

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

令和3年6月25日

（株）巴商会学園都市営業所
茨城県つくば市大字吉瀬字吉瀬
1702-2
（法人番号　4010801008518 ）

- 2,204,400 － 1 仕様書【PDF】

28 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6月16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
3,750,219円
仕様書【PDF】

29 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6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）

- 2860円/時間 － 1

単価契約
予定総額
4,012,580円
仕様書【PDF】

30 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6月16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
4,552,735円
仕様書【PDF】

31 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6月22日
（株）メイテック
東京都台東区上野1-1-10
（法人番号1010401094085）

- 3080円/時間 － 1

単価契約
予定総額
1,527,680円
仕様書【PDF】

32 レーザー励起白色光源 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6月21日
ケイエルブイ（株）
東京都千代田区神田小川町1-1
（法人番号2010001015696）

- 3,484,800 － 1 仕様書【PDF】

33
ベクトルネットワークアナライ
ザ用低位相雑音信号源 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6月16日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 3,868,700 － 1 仕様書【PDF】

34
ガス循環精製装置付パージ
型グローブボックス １式

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

令和3年6月29日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号　5010001006123）

- 8,202,150 － 1

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/NUV57C4O/KHMD6VU3D0M95QJXIE6U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/68KP5RKM/0X8R777DT6A0SQPD2I3X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/K626QUDG/B8QMQBYUGYFQAU4QH04U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/K626QUDG/B8QMQBYUGYFQAU4QH04U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/K626QUDG/B8QMQBYUGYFQAU4QH04U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/K626QUDG/B8QMQBYUGYFQAU4QH04U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/L7IN6LAE/24GLCRC9BX1WMUV2HO4S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/NWU5NXQZ/OTNPL5XJRC5AO5A9IZHZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/7G3ZQPWW/7B774OW01BNKGSOXSWS6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/7G3ZQPWW/7B774OW01BNKGSOXSWS6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/7G3ZQPWW/7B774OW01BNKGSOXSWS6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/7G3ZQPWW/7B774OW01BNKGSOXSWS6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/JU4SNLXY/DTJPNSBYS6IPBEWFJ4ES.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/JU4SNLXY/DTJPNSBYS6IPBEWFJ4ES.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/JU4SNLXY/DTJPNSBYS6IPBEWFJ4ES.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/JU4SNLXY/DTJPNSBYS6IPBEWFJ4ES.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/LF4MUQV2/ZKLXFZYL97EZSWSAM2O8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/LF4MUQV2/ZKLXFZYL97EZSWSAM2O8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/LF4MUQV2/ZKLXFZYL97EZSWSAM2O8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/LF4MUQV2/ZKLXFZYL97EZSWSAM2O8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/69HUG5FH/PK2USIBF96V3TTGZA8SW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/69HUG5FH/PK2USIBF96V3TTGZA8SW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/69HUG5FH/PK2USIBF96V3TTGZA8SW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/69HUG5FH/PK2USIBF96V3TTGZA8SW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/N2LFOG0I/QWBP2V771N5XAVAAHX2L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/5MPBD39M/MRBIZT948AIG1KPGQKSO.pdf


35
ケイ素原料連続流通式反応
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6月22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　）

- 5,357,000 － 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
屋代　久雄
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和3年6月8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）

- 4136円/時間 － 1

単価契約
予定総額
4,615,776円
仕様書【PDF】

37
粒子径・ゼータ電位測定装置
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6月22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）

- 7,898,000 － 1 仕様書【PDF】

38
自動材料塗布装置制御プロ
グラムおよびシステム １式

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

令和3年6月29日
（株）テクトス
茨城県つくば市二の宮1-24-11
（法人番号7050001017338　）

- 1,968,340 － 1

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6月17日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044　）

- 2530円/時間 － 1

単価契約
予定総額
3,648,260円
仕様書【PDF】

40 研究支援者派遣 １式

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

令和3年6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）

- 3654円/時間 － 1

単価契約
予定総額
5,000,292円
仕様書【PDF】

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

- 2695円/時間 － 1

単価契約
予定総額
2,447,060円
仕様書【PDF】

42
酸素富化プロセス評価用プロ
セスシミュレーションソフトウェ
アライセンス 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6月3日
アヴィバソフトウェア（株）
東京都港区芝浦2-15-6
（法人番号　2010401130715）

- 3,358,575 － 1 仕様書【PDF】

43
化学プロセス評価用プロセス
シミュレーションソフトウェアラ
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6月9日
アヴィバソフトウェア（株）
東京都港区芝浦2-15-6
（法人番号　2010401130715）

- 4,217,400 － 1 仕様書【PDF】

44
蒸発光散乱検出器（ELSD） 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6月7日
アイテックサイエンス（株）
茨城県つくば市松栄679-18
（法人番号　9050001017781）

- 3,613,500 － 1 仕様書【PDF】

45

アンケートとドライビングシミュ
レータ実験によるドライバーの
運転特性データの収集作業
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3年6月18日
（株）エイジェック
東京都新宿区西新宿1-25-1
（法人番号　3011101036128）

- 8,432,000 － 1 仕様書【PDF】

46 熱応答解析システム １式

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

令和3年6月4日
（株）大塚商会
東京都千代田区飯田橋2-18-4
（法人番号　1010001012983）

- 1,567,500 － 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/7O89EGSA/ECY7573WA53VC48M3V89.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/QSFZ2BK4/VP6NGDVIKBYDX8IYQMBS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/QSFZ2BK4/VP6NGDVIKBYDX8IYQMBS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/QSFZ2BK4/VP6NGDVIKBYDX8IYQMBS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/QSFZ2BK4/VP6NGDVIKBYDX8IYQMBS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/CTGM4TX2/LCXEE1EKI33RJO0VM1Y5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/5QBR0I7B/KTBUBA3JH2A24XFV41EY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/5QBR0I7B/KTBUBA3JH2A24XFV41EY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/5QBR0I7B/KTBUBA3JH2A24XFV41EY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/5QBR0I7B/KTBUBA3JH2A24XFV41EY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/0V5SV1PS/XUK9OEI6ZXFZCLA0DSF2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/0V5SV1PS/XUK9OEI6ZXFZCLA0DSF2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/0V5SV1PS/XUK9OEI6ZXFZCLA0DSF2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/0V5SV1PS/XUK9OEI6ZXFZCLA0DSF2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/SZ4ZN5T6/4KMWF09VISJ3R1FC0HRW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/SZ4ZN5T6/4KMWF09VISJ3R1FC0HRW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/SZ4ZN5T6/4KMWF09VISJ3R1FC0HRW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/SZ4ZN5T6/4KMWF09VISJ3R1FC0HRW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/9B2PUWCI/YUG8PGZQ3SRI53YIVOVU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/M5SN53FP/TBDTIHTY81YXGS3PMS0X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/63DSM10G/VLMTDG8FONKR81VJK6ML.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/B6OH5RWI/IHAHD2U49O3EWU1GGP5C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/U4F9V23U/JC2JY8NWX56GHUOS5KVG.pdf


47
ドライビングシミュレータ実験
による運転データ等の収集作
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3年6月21日
（株）エイジェック
東京都新宿区西新宿1-25-1
（法人番号　3011101036128）

- 3,472,800 － 3 仕様書【PDF】

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6月23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）

- 2398円/時間 － 1

単価契約
予定総額
2,031,106円
仕様書【PDF】

49
メタトランスクリプトーム解析
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6月23日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号　8180001124830）

- 1,892,000 － 1 仕様書【PDF】

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6月15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【PDF】

51 セルソーター保守 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6月18日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号　8180001124830）

- 1,375,000 － 1 仕様書【PDF】

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6月15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【PDF】

53
リアルタイムPCRシステム １
式

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

令和3年6月29日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号　3010001010696）

- 3,038,200 － 1 仕様書【PDF】

54 研究者支援者派遣 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6月10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【PDF】

55 研究者支援者派遣 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6月21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）

- 2981円/時間 － 1

単価契約
予定総額
4,322,450円
仕様書【PDF】

56
紀伊水道沿岸海域における
採泥調査の調査船傭船と運
行 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6月15日
海洋エンジニアリング（株）
東京都台東区台東4-28-11
（法人番号1010501011824）

- 7,000,000 － 1 仕様書【PDF】

57

奈良盆地東縁断層帯周辺高
感度地震観測網の保守・デー
タ回収および観測点撤収作業
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6月28日
徳丸技術士事務所
大分県豊後高田市新栄521-1

- 2,233,000 － 1 仕様書【PDF】

58 微量成分分析装置保守 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6月8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）

- 2,148,850 － 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/CAFP9VKL/1S2CO0YQFHBNHIJ0XNJH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/X90XW5LM/HWM9WOK3MY7Y39S4DMVF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/X90XW5LM/HWM9WOK3MY7Y39S4DMVF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/X90XW5LM/HWM9WOK3MY7Y39S4DMVF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/X90XW5LM/HWM9WOK3MY7Y39S4DMVF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/P44SG1ZI/QMXC0ETS1E1S3OLCA1RE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/15UAIF96/FHJ6CIXAK9QQ5BLXDJSU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/15UAIF96/FHJ6CIXAK9QQ5BLXDJSU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/15UAIF96/FHJ6CIXAK9QQ5BLXDJSU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/15UAIF96/FHJ6CIXAK9QQ5BLXDJSU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/6J2EWGXI/RIX0CUZ1IFNMYDVH62U4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/SG1RJLBE/BQ83PHTQ5G6IGKK77R30.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/SG1RJLBE/BQ83PHTQ5G6IGKK77R30.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/SG1RJLBE/BQ83PHTQ5G6IGKK77R30.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/SG1RJLBE/BQ83PHTQ5G6IGKK77R30.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/3RW0951W/QVQIWB9NE1KA80TOYVTF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/4M09O5EW/FNWMYNSZSI1K5IOWM56I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/4M09O5EW/FNWMYNSZSI1K5IOWM56I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/4M09O5EW/FNWMYNSZSI1K5IOWM56I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/4M09O5EW/FNWMYNSZSI1K5IOWM56I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/85MCFUZJ/0O0JIARCZJSYT8QO7G87.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/85MCFUZJ/0O0JIARCZJSYT8QO7G87.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/85MCFUZJ/0O0JIARCZJSYT8QO7G87.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/85MCFUZJ/0O0JIARCZJSYT8QO7G87.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/CL397W3O/3F719ANMRBF1GBZT633X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/JN6OEZ3E/ZY70UHRO6QWB7NOJI6G8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/79WX2K79/8EA2W6AMYRM5YOMYWI6J.pdf


59
令和３年度沿岸部処分システ
ム評価確証技術開発に係る
試料分析①（地下水） 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6月21日

（株）地球科学研究所
愛知県名古屋市天白区植田本
町1-608
（法人番号　7010001004868）

- 3,568,400 － 1 仕様書【PDF】

60
無機分析用自動希釈システ
ム １式

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

令和3年6月11日

日京テクノス（株）
茨城県つくば市大字下平塚字東
342-22
（法人番号　5010001006123）

- 3,465,000 － 1 仕様書【PDF】

61 偏光顕微鏡装置 １式

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

令和3年6月25日
中山商事（株）筑波営業所
茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1
（法人番号7050001023451）

- 1,871,815 － 1 仕様書【PDF】

62
つくば西-7B棟研究CR  2次側
ガス検知器 定期点検 年間保
守 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6月4日

（株）巴商会学園都市営業所
茨城県つくば市大字吉瀬字吉瀬
1702-2
（法人番号　4010801008518）

- 5,357,000 － 1 仕様書【PDF】

63 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6月1日
（株）メイテック
東京都台東区上野1-1-10
（法人番号1180001027412）

- 3080円/時間 － 1

単価契約
予定総額
4,392,080円
仕様書【PDF】

64 冷却水循環装置 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6月18日
遠藤科学（株）
茨城県つくば市天久保1-12-22
（法人番号 5080001000689）

- 6,149,000 － 1 仕様書【PDF】

65
炭素析出用ポテンショガルバ
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6月1日
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1-1-6
（法人番号　8010001051991）

- 3,769,920 － 1 仕様書【PDF】

66
溶融塩電解炉搭載グローブ
ボックス 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6月1日

（株）ヤマト
大阪府大阪市平野区長吉川辺
4-1-16
（法人番号　4120001085883）

- 9,995,370 － 1 仕様書【PDF】

67
表層型メタンハイドレート事業
用定量PCRシステム 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6月7日
中山商事（株）筑波営業所
茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1
（法人番号　7050001023451）

- 4,936,800 － 1 仕様書【PDF】

68
ガスクロマトグラフ質量分析計
用オートサンプラー 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6月22日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号　8180001124830）

- 6,340,232 － 1 仕様書【PDF】

69 オシロスコープ １式

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

令和3年6月14日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 3,960,000 － 1 仕様書【PDF】

70
半導体露光装置用レチクル 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6月16日
日本フイルコン（株）
東京都稲城市大丸2220
（法人番号　4013401002394）

- 1,401,400 － 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/79L4803N/XH798RZHYYKTRHT9QGG3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/8AYAIMNZ/4X7T3XMEL95JQC8Q9FSH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/3BEM959A/XCL901G1WRZ5P1CN2KKD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/VF3JNIN7/P0WTH9PE0XZM8A26PLHZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/JGCSDYCP/YYO5KLQA5EUHETQUVQPE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/JGCSDYCP/YYO5KLQA5EUHETQUVQPE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/JGCSDYCP/YYO5KLQA5EUHETQUVQPE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/JGCSDYCP/YYO5KLQA5EUHETQUVQPE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/2H2YRK9H/V74KGT3SCWJLJETD3MD9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/AV59UOYW/J5BF30P6EDKMG51J2HJT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202105/YN765EN1/U6AX3US3X1KWQZFEC57M.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/A4DA2IUK/31KFAK2L3KOCW3KMQNTK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/HKC1PSWR/HSXEJIQQPA18VTNF57XB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/F72DPTPQ/CUDQGCMTFDHNH6VSS432.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/HPWDYRPH/50K1TZJXD10VPO2X2LO7.pdf


71 磁気式酸素分析計 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3年6月1日
日本エア・リキード合同会社
茨城県つくば市和台28
（法人番号　1010401089977）

- 1,958,000 － 1 仕様書【PDF】

72
60kHz超音波ホモジナイザー
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6月16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）

- 1,980,000 － 1 仕様書【PDF】

73

国立研究開発法人産業技術
総合研究所　西-1棟6406室
特殊ガスシリンダーキャビネッ
トガス種変更作業 １式

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

令和3年6月3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）

- 1,980,000 － 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3年6月14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
3,419,955円
仕様書【PDF】

75
H-PTDA型シリカゲル　他 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6月3日
ｉケミカルラボ（株）
東京都板橋区仲宿26-5
（法人番号　3011401022653）

- 1,808,224 － 1 仕様書【PDF】

76 研究支援者派 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6月14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
3,276,460円
仕様書【PDF】

77
ゼロエミッション関連情報提供
サービス 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6月21日
ブルームバーグ・エル・ピー
東京都千代田区丸ﾉ内2-4-1
（法人番号　8700150002453）

- 5,666,100 － 1 仕様書【PDF】

78 周波数特性分析装置 １式

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

令和3年6月2日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 2,975,500 － 1 仕様書【PDF】

79 無響箱 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6月3日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 2,549,800 － 1 仕様書【PDF】

80 燐光計測装置 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6月10日
（株）ナックイメージテクノロジー
東京都港区北青山2-11-3
（法人番号8010401082240）

- 2,497,000 － 1 仕様書【PDF】

81
ドローンのプロペラ空力解析
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6月16日
（株）数値フローデザイン
東京都品川区東五反田1-10-10
（法人番号7010701020792）

- 2,973,300 － 1 仕様書【PDF】

82 分光散乱測定装置 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6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　）

- 3,590,400 － 1 仕様書【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/202106/5FUHJXWC/209NACA2NHHQ2W1BVIQ4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/H0RKOPNE/2B505BK40C4DBCIMM37C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/JPN0HUP5/U4YCBKC37SOM0WYLGXPQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/JPN0HUP5/U4YCBKC37SOM0WYLGXPQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/JPN0HUP5/U4YCBKC37SOM0WYLGXPQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/JPN0HUP5/U4YCBKC37SOM0WYLGXPQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/BXSA0JG2/QSH89G972VONN5B1TMEN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/UD8IQRFL/F1G6C3OA0UKEKQRPMEGE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/UD8IQRFL/F1G6C3OA0UKEKQRPMEGE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/UD8IQRFL/F1G6C3OA0UKEKQRPMEGE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/UD8IQRFL/F1G6C3OA0UKEKQRPMEGE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/JUC90TY3/KJBD3Q2X9RRJ1KF4J9SW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/SFDPOAZU/R8EK2M4205O8LNUMRRNF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/RF76BPWD/HRRTYIZ43ZXCXU8J5KCZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/AHAMGXS2/2MI7SR9BAMTM4K2BURE2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/QLBGFM6M/SPTLSO73CUKQTF57VQT3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/9I4CJKZN/1DD67EBTS8CPGEFA8HET.pdf


83
サービスデータ管理ソフトウェ
アの活用ユースケース作成・
構造化 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6月21日
有限責任監査法人トーマツ
東京都千代田区丸の内3-2-3
（法人番号5010405001703　）

- 4,999,995 － 1 仕様書【PDF】

84 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6月22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　）

- 1958円/時間 － 1

単価契約
予定総額
1,245,288円
仕様書【PDF】

85
ナノインプリント用モールドの
超微細加工 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6月29日
ＢｕｓｈＣｌｏｖｅｒ（株）
神奈川県大和市上草柳2-20-3
（法人番号6021001065743）

- 1,320,000 － 1 仕様書【PDF】

86
固体酸化物20セルスタック 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6月30日
マグネクス（株）
東京都立川市錦町6-23-3
（法人番号4012701000942）

- 2,146,100 － 1 仕様書【PDF】

87
深層確率コンピューティングに
関するプロトタイプ実装と実験
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6月7日
（株）創夢
東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14
（法人番号1011001012817）

- 1,100,000 － 1 仕様書【PDF】

88
FRAMモデル用エクセルデー
タベースインタフェースプログ
ラム作成 １式

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

令和3年6月17日
（株）テクノソリューション
東京都中央区新川2-21-10
（法人番号5010001116681）

- 3,987,500 － 1 仕様書【PDF】

89 研究支援者派遣 １式

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

令和3年6月11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
4,611,530円
仕様書【PDF】

90 NAM用引張計測装置 １式

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

令和3年6月22日

（株）第一科学茨城支店
茨城県ひたちなか市東石川3-1-
21
（法人番号4010001021379　）

- 4,895,000 － 1 仕様書【PDF】

91
生体システムビッグデータ解
析用計算機システム管理業
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6月11日
ｂｉｔＢｉｏｍｅ（株）
東京都新宿区西早稲田1-22-3
（法人番号4011101085958）

- 3,484,800 － 1 仕様書【PDF】

92
麹菌遺伝子の発現変動の数
理モデル化作業 １式

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

令和3年6月9日
（株）ファームラボ
東京都江東区白河4-3-1-913
（法人番号9010601032325）

- 7,708,800 － 1 仕様書【PDF】

93
遺伝子発現プロファイル解析
及び代謝パスウェイに関する
オーソログ解析作業 １式

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

令和3年6月29日
（株）三菱総合研究所
東京都千代田区永田町2-10-3
（法人番号6010001030403）

- 9,999,000 － 1 仕様書【PDF】

94

ダイナミックFBA（Flux Balance
Analysis: フラックスバランス解
析）計算プログラムの高度化
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6月3日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1
（法人番号6010401078785）

- 9,873,600 － 2 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/8E91T33Z/H8XBNGT50AHUAV7UCLRB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/RSZRNCVQ/41KSSUI7Q3WJYUR5K4QG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/RSZRNCVQ/41KSSUI7Q3WJYUR5K4QG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/RSZRNCVQ/41KSSUI7Q3WJYUR5K4QG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/RSZRNCVQ/41KSSUI7Q3WJYUR5K4QG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/6X82J0WY/0TPZQCUK7GG7FSZ0FXLV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/WL5H22CP/YU2SN8SVS10DYVX84XTO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/77VMM2PF/5ZD3FY4SW21B5BW6Y4DP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/JCYMJ4ZS/PUB546KLVLWFX4179X99.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/ZVE67KXX/S8TKZEQ7805HMC02JQIN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/ZVE67KXX/S8TKZEQ7805HMC02JQIN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/ZVE67KXX/S8TKZEQ7805HMC02JQIN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/ZVE67KXX/S8TKZEQ7805HMC02JQIN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/Y6BXRO5H/D00MVTMYNEA6TXFKQH2J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/UVB3S4XQ/TA3GUEJ5ZVFITH7RY29T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/GUEGILL6/ZPJGL7EJQ63POCKMBXPV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/SSKUSUFU/GEE0B6WR65OD21ACDSC5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/HX7WE8T8/7D7FFA0DV7D8P6H2E2K7.pdf


95

スマートセル情報解析プロトコ
ルの保守およびバイオ合成反
応実現性シミュレーションツー
ルの機能高度化作業 １式

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

令和3年6月3日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1
（法人番号6010401078785）

- 8,712,000 － 1 仕様書【PDF】

96

AIエッジデバイスの個体管理
向け人工物メトリクス技術に
関する調査および委員会事務
局運営支援業務 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6月4日

みずほリサーチ＆テクノロジーズ
（株）
東京都千代田区神田錦町2-3
（法人番号9010001027685）

- 9,779,000 － 1 仕様書【PDF】

97
協働型バイオ実験自動化装
置用培養細胞観察装置 １式

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

令和3年6月3日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696　）

- 2,543,200 － 1 仕様書【PDF】

98
協働型バイオ実験自動化装
置用協働ロボットアーム 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6月8日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181　）

- 4,048,000 － 1 仕様書【PDF】

99

プロトン伝導セラミック燃料電
池の定置用電源市場導入に
向けたシーズ・ニーズ比較検
討 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6月11日

みずほリサーチ＆テクノロジーズ
（株）
東京都千代田区神田錦町2-3
（法人番号9010001027685）

- 4,950,000 － 1 仕様書【PDF】

100 触媒部材性能評価装置 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6月25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）

- 8,250,000 － 1 仕様書【PDF】

101
機能性材料データベースの運
用サポート及び機械学習モデ
ルの開発 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6月11日

みずほリサーチ＆テクノロジーズ
（株）
東京都千代田区神田錦町2-3
（法人番号9010001027685）

- 4,290,000 － 1 仕様書【PDF】

102
FIB加工およびTEM、STEM観
察(電子回折, EDX分析) 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6月30日
ＪＦＥテクノリサーチ（株）
東京都千代田区大手町2-7-1
（法人番号4010001090119）

- 1,257,300 － 1

103
界面モデル構築・熱特性解析
用計算機システム １式

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

令和3年6月15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）

- 1,853,500 － 3 仕様書【PDF】

104
LED発光特性評価装置制御
用ソフトウェアの作成 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6月4日
（株）ペリテック
群馬県高崎市片岡町1-17-2
（法人番号4070001008313）

- 1,595,000 － 1 仕様書【PDF】

105 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6月24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
3,344,880円
仕様書【PDF】

106 真空プラズマ装置 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3年6月4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　）

- 2,365,000 － 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/JLJ8YWYV/6DJOK362UZD30KBUED1O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/FPEA1U2S/1PU71TUIHI2ZK7PHY9S4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/NT1G0GGK/C598RXGE3K318IJV4H5F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/I3OQ1BS7/KCUFWUK6CZ67WH9VIBAS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/PXPU6GMB/D4CCF4O8B21OQ1GAQ7PP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/41H4MLXE/3M4OU5JPMGV5DBEJ5363.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/LNTXXNDY/AWKENUVHRR68ELHGWQKK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/ZHIHSCRQ/MX0C48P4OZN95J0MFTGU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/OFZTSWB7/6DMODW3KOKBD6ORC2OTM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/7EYRXI21/ZNLM0O48SX61OOJTW633.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/7EYRXI21/ZNLM0O48SX61OOJTW633.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/7EYRXI21/ZNLM0O48SX61OOJTW633.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/7EYRXI21/ZNLM0O48SX61OOJTW633.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/38PNP6P9/VURS7UVXMGK1S75RKLRV.pdf


107
生菌数測定用定量塗抹装置
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3年6月24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　）

- 2,420,000 － 1 仕様書【PDF】

108 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3年6月23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　）

- 2750円/時間 － 1

単価契約
予定総額
3,858,250円
仕様書【PDF】

109 高温熱プレス装置 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3年6月11日
（株）クリスタルシステム
山梨県北杜市小渕沢町9633-1
（法人番号8090001011278）

- 4,516,600 － 1 仕様書【PDF】

110
雰囲気制御製造装置（ボール
ミル） 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6月4日
大阪薬研（株）
大阪府箕面市稲5-13-10
（法人番号6120901029319）

- 2,861,100 － 1 仕様書【PDF】

111 引張試験機 １式

契約担当職
中国センター業務室長
山口　洋二
（広島県東広島市鏡山3-11-32）

令和3年6月21日
英和（株）
東京都品川区西五反田1-31-1
（法人番号　6120001041612）

- 7,063,650 － 1 仕様書【PDF】

112
タンパク質in silico解析用計算
機 １式

契約担当職
中国センター業務室長
山口　洋二
（広島県東広島市鏡山3-11-32）

令和3年6月18日

（有） ジェイ・ビー・エス
広島県広島市中区南千田西町
4-14
（法人番号　3240002007306）

- 2,247,850 － 1 仕様書【PDF】

113 研究支援者派遣 １式

契約担当職
中国センター業務室長
山口　洋二
（広島県東広島市鏡山3-11-32）

令和3年6月11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
3,580,500円
仕様書【PDF】

114
超音波霧化ドーピング装置 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6月2日

ナノミストテクノロジ-ズ（株）
本社
徳島県鳴門市撫養町木津字西
小沖635-1
（法人番号9480001006551）

- 2,750,000 － 1 仕様書【PDF】

115 研究支援者派遣 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6月7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【PDF】

116
ワイヤレス・ウェアラブル周長
センサ設計・製作作業 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6月18日

アナログシグナルテクノロジー
（株）
神奈川県横浜市西区赤門町2-
26
（法人番号1020001118301）

- 2,280,300 － 2 仕様書【PDF】

117 研究支援者派遣 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6月28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
6,578,264円
仕様書【PDF】

118
リアルタイム視聴覚伝送シス
テム 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6月16日
（株）ラブテック
東京都中野区松が丘1-32-16
（法人番号6011601007294）

- 7,700,000 － 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/64JZYIH5/3B59WA82IIUZ22RDJFA9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/U4IQPNIE/GA65FTQOJYB7L0VS14PQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/U4IQPNIE/GA65FTQOJYB7L0VS14PQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/U4IQPNIE/GA65FTQOJYB7L0VS14PQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/U4IQPNIE/GA65FTQOJYB7L0VS14PQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/ZAD88TDU/EQO145B1S109CUY4FM1A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/ZTW9WHK0/1I0BAGKWGTHETFYAFAHK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/C3X9IKRX/QW7HUDYMTQ0IXM5O5WH2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/MCVODH2A/ZZNF3UTUIHDPMB9CREJB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/3LCBS3FE/5CXOR1S64W4WKBO44JVC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/3LCBS3FE/5CXOR1S64W4WKBO44JVC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/3LCBS3FE/5CXOR1S64W4WKBO44JVC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/3LCBS3FE/5CXOR1S64W4WKBO44JVC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/ZOEMW7ZG/TKHE4C74U4Z8L9PH5VKE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/0LFCZAZD/9UFZKC2KEESZEK48GYYZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202106/0LFCZAZD/9UFZKC2KEESZEK48GYYZ.pdf
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