
＜特例随意契約一覧表（令和3年7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 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7月30日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,263円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,088,359円
仕様書【PDF】

2
海洋産出試験圧力コア孔隙水イオンクロマ
ト分析用超純水製造装置 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7月19日

早坂理工（株）
北海道札幌市中央区北4条西
18-2-2
（法人番号7430001013620）

- 2,728,000 - 1 仕様書【PDF】

3 遊星型ボールミルP-5用容器他 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7月30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）

- 1,615,372 - 1 仕様書【PDF】

4
反応抽出連結試験装置用スムーズフロー
ポンプ他 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7月28日
(株)池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 1,833,700 - 1 仕様書【PDF】

5
陽電子消滅γ線運動量分布・陽電子寿命
計算システム 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7月28日
プラナスソリューションズ（株）
東京都新宿区西新宿7-20-1
（法人番号5011101084091）

- 1,848,000 - 1 仕様書【PDF】

6 分子性誘電体物質機能予測システム 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7月28日
プラナスソリューションズ（株）
東京都新宿区西新宿7-20-1
（法人番号5011101084091）

- 1,848,000 - 1 仕様書【PDF】

7 一様レーザー光源 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7月6日
エーエルティー（株）
東京都練馬区豊玉南1-21-10
（法人番号2011601008008）

- 1,936,000 - 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/202107/7WD3ZF6Z/DHATRX00QZAI8Q4YUVIF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/7WD3ZF6Z/DHATRX00QZAI8Q4YUVIF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/7WD3ZF6Z/DHATRX00QZAI8Q4YUVIF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/7WD3ZF6Z/DHATRX00QZAI8Q4YUVIF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/OC9MJWQ8/KUWXINX2IIIZD2E5QDJD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/J1CCHUWK/7JTN7QFBF8EVLR9DG6ZL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/EMGKC0SD/VQK0OY8NIB2SDNXM1R09.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/IIHCA73X/0RPJO14HSBNFPGV3A8VY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/TA7TG7JS/8UJY12PS0R3JZ59VAMGC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/KMHDHWGD/LT1ZLV84ZHFJNO9VQB5U.pdf


8
日本全国をメッシュ分割したメッシュ毎の人
の移動軌跡データ作成 １式

契約担当職
調達室長
小河原　良雄
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和3年7月9日
（株）ブログウォッチャー
東京都中央区新川1-3-17
（法人番6010001108125）

- 2,772,000 - 1 仕様書【PDF】

9
Linux用デバイスドライバ2種の64bit対応作
業 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7月21日
（株）創夢
東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14
（法人番号1011001012817）

- 2,750,000 - 1 仕様書【PDF】

10
セキュリティデバイスの技術評価システム
の開発に係る作業 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7月27日
（株）ゴフェルテック
岡山県岡山市北区田町1-2-10
（法人番8260001029047）

- 4,950,000 - 1 仕様書【PDF】

11
三次元光電子集積回路設計ソフトウェア 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7月15日
（株）ファースト
東京都世田谷区池尻4-18-4
（法人番号4010901010332）

- 8,514,000 - 1 仕様書【PDF】

12 PWM制御装置 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7月15日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 3,889,908 - 1 仕様書【PDF】

13 放射線スペクトロメータシステム １式

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

令和3年7月8日
仁木工芸（株）
東京都品川区東大井5-26-22
（法人番号3120101008480）

- 2,849,000 - 1 仕様書【PDF】

14
プロセッシングエレメント構成検証プログラ
ム作成 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7月5日
（株）システム計画研究所
東京都渋谷区桜丘町18-6
（法人番号1011001010333）

- 6,215,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/1919J132/PDAHJP9778R93GELZVP5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/3DIWH7CB/PLU7NC5EAI944Z46ODMD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/FA7GG5WQ/MGT0Q4RX1ANUTAOBAEPJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/X0OAT74O/R54JFQEKO8QX3LJFJ6E4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/MORD37FT/RS92F4IPZ2GTU18X2KGC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/6XSSDGOK/M5K7ILJD04EWHRHK5E85.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/4HH5YIHD/C50ISJRT87LL9EBYCJW8.pdf


15
４チャンネルパルスバルブ制御システム １
式

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

令和3年7月14日
（株）アールデック
茨城県つくば市二の宮1-16-10
（法人番号4050001015278）

- 3,388,000 - 1 仕様書【PDF】

16
紫外・可視・近赤外分光光度計　試料ス
テージ 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7月12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）

- 2,948,000 - 1 仕様書【PDF】

17 示差熱熱重量同時測定装置 １式

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

令和3年7月26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）

- 5,995,000 - 1 仕様書【PDF】

18 小型真空ラミネータ 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7月12日
丸紅テクノシステム（株）
東京都中央区日本橋室町3-4-4
（法人番号5010001029470）

- 5,280,000 - 1 仕様書【PDF】

19 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7月5日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,530円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,010,700円
仕様書【PDF】

20
機能性高分子DPF開発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7月27日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 2,068,000 - 2 仕様書【PDF】

21
磁気特性データ保護分析システムプロトタ
イプに係る追加機能開発作業 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7月29日
（株）ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
東京都中央区銀座8-17-5
（法人番号9011001099070）

- 4,488,000 - 1

22
材料データベースアクセス管理サービス機
能構築作業 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7月27日
（株）創夢
東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14
（法人番号1011001012817）

- 2,048,200 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/SIWGNSLM/PLNBIOLA5AFH43U847DX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/43HCVC7P/JVZ5ATWG044JWN8Q2URK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/ZDQV8QXN/AO8TRLD94RV91WSFZC98.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/63MLAIRB/T2Y27IM7L2XY9XTINOOQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/54YKE4MV/L33B629NDH54V9Y0EBES.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/54YKE4MV/L33B629NDH54V9Y0EBES.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/54YKE4MV/L33B629NDH54V9Y0EBES.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/54YKE4MV/L33B629NDH54V9Y0EBES.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/1LFCLDKF/Y11B7S82A9T654QJZYWV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/RC83TL4T/9R52IGNZI8CZVDU7X13H.pdf


23
機能性高分子材料DPF開発用ワークス
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7月19日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 1,540,000 - 2 仕様書【PDF】

24 落下・衝突・騒音評価試験用ドローン 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7月27日

田屋エンジニアリング（株）
神奈川県横浜市青葉区市ｹ尾
町529-4
（法人番号8020001011689 ）

- 2,415,292 - 1 仕様書【PDF】

25
無人航空機搭載燃料電池用高圧水素容器
の衝撃試験作業 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7月29日
（一財）日本自動車研究所
東京都港区芝大門1-1-30
（法人番号1010405010435 ）

- 5,957,671 - 1 仕様書【PDF】

26
無人航空機のセキュリティに係るガイドライ
ン改訂案作成支援業務 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7月30日
（株）マストトップ
東京都品川区上大崎2-12-1
（法人番号8010701031590 ）

- 9,835,408 - 1

27 低抵抗測定用マトリクススキャナ 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7月5日
（株）サンジェム
長野県佐久市田口4731
（法人番号6100001007276）

- 2,552,000 - 1 仕様書【PDF】

28 石英セル 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7月6日

（株）ミトリカ
茨城県水戸市千波町北葉山
1785
（法人番号5050001002589）

- 3,616,800 - 1 仕様書【PDF】

29 直流抵抗測定装置 １式

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

令和3年7月6日

Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ　Ｊａｐａｎ（株）
大阪府枚方市宇山東町6-1
（法人番号8120001189623）

- 7,296,300 - 1 仕様書【PDF】

30 熱媒体循環恒温槽 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7月6日

アイテックサイエンス（株）つくば
営業所
茨城県つくば市梅園2-33-26
（法人番号9050001017781）

- 1,735,800 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/YOSQYQXO/14CZYVNHSLOO61C3D5WP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/PJBJ1NDT/HM4C54RXPLYXKV4H9O4B.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/82ZYH93F/W43XSORNYET18PJUEADR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/PRMASKHQ/MYGSRB910OF0SCLPDISP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/6JM2JEAK/Z496FIR4905F8SVHFAUD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/XUX6A8R8/E58X2N56CKY1FWP3YJYN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/LC3XTEZ3/2SSUHNG35503A5I2BGIR.pdf


31 校正キットの賃借 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7月28日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 4,670,600 - 1 仕様書【PDF】

32 アンテナ計測用アジマステーブル 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7月1日
（株）デバイス
埼玉県鴻巣市広田1170-1
（法人番号5080101001389）

- 5,170,000 - 1 仕様書【PDF】

33 アンテナ計測用防振台 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7月28日
日本防振工業（株）
静岡県沼津市大塚1086-1
（法人番号5080101001389）

- 1,369,500 - 3 仕様書【PDF】

34 標準燃焼微粒子発生装置改造作業 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7月15日
東京ダイレック（株）
東京都新宿区内藤町1
（法人番号2011101015074）

- 3,443,000 - 1 仕様書【PDF】

35 空調チャンバー改造作業 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7月2日
日本サポートシステム（株）
茨城県土浦市卸町2-13-3
（法人番号050001010004）

- 2,893,000 - 1 仕様書【PDF】

36 レーザー流速計測装置 １式

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

令和3年7月7日
ダンテック・ダイナミクス（株）
東京都港区浜松町1-8-6
（法人番号6010401050595）

- 6,500,000 - 1 仕様書【PDF】

37 研究支援者派遣 １式

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

令和3年7月13日

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

- 4,070円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,786,320円
仕様書【PDF】

38 グローブボックスのメンテナンス作業 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7月14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】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/90DBPAYW/VW5AKEXH82BTT80XMDEY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/IE1OELDE/M7BGLTATJ3QUE3X8SI8Q.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/DEVTI7U8/7RAHJ5P6RYT4H791XXBB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/ZPKG0P9T/I4W00Z5NZ5IGJ3G0IU5R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/JD8P7PV6/FDABSTFMHV3KFB5OHC63.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/TMPT2LO1/7PPWJEWJV1YS52APPD1H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/SRQ8K3V4/9YQ9OEG25Q3NI76CAV6J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/SRQ8K3V4/9YQ9OEG25Q3NI76CAV6J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/SRQ8K3V4/9YQ9OEG25Q3NI76CAV6J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/SRQ8K3V4/9YQ9OEG25Q3NI76CAV6J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/ZLPKC7P3/HZFHO3VJV4KXUTKM5ZTB.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7月12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）

- 2,486円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,742,686円
仕様書【PDF】

40 燃料電池用精密高加湿調整装置 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7月9日
遠藤科学（株）
茨城県つくば市天久保1-12-22
（法人番号5080001000689）

- 4,719,000 - 1 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7月19日
パーソルテンプスタッフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1
（法人番号1011001015010）

- 2,816円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,336,960円
仕様書【PDF】

42 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7月27日

（株）ユニットコム東日本営業本
部
東京都千代田区外神田3-4-15
（法人番号2120001037218）

- 2,550,118 - 2 仕様書【PDF】

43 接触角測定装置 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7月12日
協和界面科学（株）
埼玉県新座市野火止5-4-41
（法人番号6030001047692）

- 1,702,800 - 1 仕様書【PDF】

44 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7月19日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,420円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,799,940円
仕様書【PDF】

45 溶液試料測定用真空チャンバー 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7月15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）

- 4,939,000 - 2 仕様書【PDF】

46 電池充放電測定装置 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7月1日
北斗電工（株）
東京都目黒区碑文谷4-22-13
（法人番号4013201005382）

- 1,790,525 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/5CCLJ6KX/Z2KX6DBOX3PHQEDV8CQV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/5CCLJ6KX/Z2KX6DBOX3PHQEDV8CQV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/5CCLJ6KX/Z2KX6DBOX3PHQEDV8CQV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/5CCLJ6KX/Z2KX6DBOX3PHQEDV8CQV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/6GP6BAZI/CALLVTTQE9BC6OCN9G5W.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/R0UH42M6/W29AQ19KJKQU8JLYBB7E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/R0UH42M6/W29AQ19KJKQU8JLYBB7E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/R0UH42M6/W29AQ19KJKQU8JLYBB7E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/R0UH42M6/W29AQ19KJKQU8JLYBB7E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/YOSQYQXO/14CZYVNHSLOO61C3D5WP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/TD2IUVLI/H8Z96XDYRVEB7FVW30J1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/B96HBU1V/N314Q2VPPH0V4PATYKC6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/B96HBU1V/N314Q2VPPH0V4PATYKC6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/B96HBU1V/N314Q2VPPH0V4PATYKC6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/B96HBU1V/N314Q2VPPH0V4PATYKC6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/86NGOXKS/CBQHWIE4MTSL75PIS3FH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/CDLQPHHH/9T3DJT57IKFIDBLOT1GH.pdf


47
カーボンナノチューブ表面改質処理作業 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7月20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）

- 2,151,600 - 1 仕様書【PDF】

48
つくば中央5-9A棟クリーンルーム外調機修
理作業 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7月6日
ダイキン工業（株）
東京都大田区大森西3-29-7
（法人番号8120001059660）

- 1,100,000 - 1 仕様書【PDF】

49 ケイ素原料用溶媒留去装置 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7月12日

アイテックサイエンス（株）つくば
営業所
茨城県つくば市梅園2-33-26
（法人番号9050001017781）

- 3,269,200 - 1 仕様書【PDF】

50 高分子分子形態評価装置 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7月6日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 8,910,000 - 1 仕様書【PDF】

51 構造分析装置 １式

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

令和3年7月14日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 6,732,000 - 1 仕様書【PDF】

52 自動ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ装置 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7月30日

アイテックサイエンス（株）つくば
営業所
茨城県つくば市梅園2-33-26
（法人番号9050001017781）

- 6,699,000 - 1

53 研究支援者派遣 １式

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

令和3年7月26日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,135円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,122,395円
仕様書【PDF】

54
温度可変対応インピーダンス測定システム
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7月20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）

- 6,399,360 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/D0SP5XOL/ES1S6XV4UJEGFK416ZUS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/3L4K31XY/8W4P44S0D10QY6BJ4NIM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/7JBGGW27/HMHA9DFUMMXW8KCUR5LN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/MHDFSV5R/178BDMPGEKX5IIUWXKFJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/C59TVAJD/0R1WLNPEHQU0X0NUQEZP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/D5XAQPSL/XCYKQ1WZ8J5CP45CA65E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/D5XAQPSL/XCYKQ1WZ8J5CP45CA65E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/D5XAQPSL/XCYKQ1WZ8J5CP45CA65E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/D5XAQPSL/XCYKQ1WZ8J5CP45CA65E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/J2ZMIPQP/6FHXX4AQ4RYIDB5SBAW3.pdf


55
質量分析計MALDI-QIT-TOFのレーザー
カートリッジ交換作業 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7月21日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 2,695,000 - 1 仕様書【PDF】

56 オシロスコープ 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7月6日
（株）テクトロニクス＆フルーク
東京都港区港南2-15-2
（法人番号5010401123798）

- 2,105,400 - 2 仕様書【PDF】

57 マイクロウェーブ合成装置 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7月29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）

- 3,795,000 - 1

58 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7月5日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,541円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,427,809円
仕様書【PDF】

59 研究支援者派遣 １式

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

令和3年7月5日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,948円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,976,852円
仕様書【PDF】

60 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7月29日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 2,530円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,077,780円

61 三次元形状測定器 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7月5日

（株）キーエンス
大阪府大阪市東淀川区東中島
1-3-14
（法人番号4120001051530）

- 4,950,220 - 1 仕様書【PDF】

62
熱化学電池・熱源間熱伝導計算ソフトウェ
ア 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7月26日

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

- 1,644,500 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/DSZABSV9/7Q4BLM6Y3ZK2SZJ7ZWQZ.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/202107/F21J285I/YPG98D5XUISFF6DELJNO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/F21J285I/YPG98D5XUISFF6DELJNO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/F21J285I/YPG98D5XUISFF6DELJNO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/F21J285I/YPG98D5XUISFF6DELJNO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/PW2UK2Q4/6YRA5AIPBBUTNU9CBT3J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/PW2UK2Q4/6YRA5AIPBBUTNU9CBT3J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/PW2UK2Q4/6YRA5AIPBBUTNU9CBT3J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/PW2UK2Q4/6YRA5AIPBBUTNU9CBT3J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/3AVBP4AZ/GOE2QRACMPSQYN054HKD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/IR3VODR8/SL6UKTQ4YJRFT8Y7RE5N.pdf


63 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7月26日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,805円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,237,005円
仕様書【PDF】

64 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7月19日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,718円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,640,064円
仕様書【PDF】

65
安全キャビネット定期点検及びHEPAフィル
タ交換作業 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7月27日

新日本テック（株）
大阪府大阪市港区市岡元町3-
3-16
（法人番号9120001104770）

- 2,167,000 - 1 仕様書【PDF】

66 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7月19日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,150円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,951,520円
仕様書【PDF】

67 マルチ検出モードプレートリーダー 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7月26日
東和科学（株）
東京都豊島区南大塚2-37-5
（法人番号2010001024235）

- 4,184,400 - 1 仕様書【PDF】

68 ミニジャーファーメンター 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7月13日
家田化学薬品（株）
東京都中央区日本橋室町4-3-4
（法人番号6010001037497）

- 2,208,217 - 1 仕様書【PDF】

69 リアルタイム発光測定装置 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7月6日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 6,160,000 - 1 仕様書【PDF】

70 超遠心機 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7月14日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 5,128,750 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/B2ZV74UQ/02369QFAIB7BCR90XPED.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/B2ZV74UQ/02369QFAIB7BCR90XPED.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/B2ZV74UQ/02369QFAIB7BCR90XPED.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/B2ZV74UQ/02369QFAIB7BCR90XPED.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/K07VUVHF/GNGM47U9W3K0TL9VKY23.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/K07VUVHF/GNGM47U9W3K0TL9VKY23.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/K07VUVHF/GNGM47U9W3K0TL9VKY23.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/K07VUVHF/GNGM47U9W3K0TL9VKY23.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/G2XZ9WJF/PL3O11M659W9QQC7X1RX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/UR8VTRM5/5C8F7U6LPGZE5L2K7A91.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/UR8VTRM5/5C8F7U6LPGZE5L2K7A91.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/UR8VTRM5/5C8F7U6LPGZE5L2K7A91.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/UR8VTRM5/5C8F7U6LPGZE5L2K7A91.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/OKOG2UXM/DMT7NMKMG3H4SG3JPERX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/ZB3QEHGQ/4Q9240WHEOEUJ19PL306.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/CRCH1CGE/53AEL5WIBRK2KAZ9SC0M.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/PVTCAN1K/W42FHAS860D0P4Y382VX.pdf


71 ゲノム解析ワークステーション 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7月5日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 4,488,000 - 1 仕様書【PDF】

72 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7月21日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,777円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,130,242円
仕様書【PDF】

73
山形盆地の地質・地下水情報収集および3
次元地質モデル作成作業 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7月30日
日本工営（株）茨城事務所
茨城県水戸市城南2-1-20
（法人番号2010001016851）

- 3,975,400 - 1 仕様書【PDF】

74
奈良盆地東縁断層帯周辺における微動ア
レイ観測および単点微動観測作業 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7月29日
杉山　長志
東京都立川市上砂町5-15-1 - 2,860,000 - 1 仕様書【PDF】

75 培養顕微鏡用蛍光装置 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7月1日
家田化学薬品（株）
東京都中央区日本橋室町4-3-4
（法人番号6010001037497）

- 1,965,645 - 1 仕様書【PDF】

76
廃プラスチックの河川・海域への流入モデ
ルの定量化分析 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7月19日

（株）サステイナブルシステムデ
ザイン研究所
東京都中央区佃2-10-9-2210
（法人番号5010001120279）

- 6,435,000 - 1 仕様書【PDF】

77
ライフサイクルアセスメント (LCA) ソフトウェ
ア 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7月27日
ＴＣＯ２（株）
東京都千代田区一番町23-2
（法人番号5010001143081）

- 1,749,000 - 1 仕様書【PDF】

78
東京湾における生態系シミュレーション作
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7月21日

（株）サイエンスアンドテクノロ
ジー
東京都港区芝浦4-12-44
（法人番号6010701013913）

- 4,400,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/THYZ06L9/VC7Y0F6R08J94G5VB20Q.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/O32ZWDL0/QEEOGZORVZKBO8ZGJX0N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/O32ZWDL0/QEEOGZORVZKBO8ZGJX0N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/O32ZWDL0/QEEOGZORVZKBO8ZGJX0N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/O32ZWDL0/QEEOGZORVZKBO8ZGJX0N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/ABIHOM9H/2X1FKI1RKVQPYFRGCOPN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/24W9WY2P/81EP5V9WSNX310WG3RUF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/SHS862Z5/FOOFP8A69Y6ZX6URAVPX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/YT8PJIZW/0SNAJUXFCA8L0GLGHD8Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/WWH4FMVA/OLWSNS9GX4ZC2KYYH9LZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/75Q31Q4Q/0P6XUMZEF7WCJME8P2RV.pdf


79 大気非接触可搬型試料室 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7月1日
（株）アールデック
茨城県つくば市二の宮1-16-10
（法人番号4050001015278）

- 1,980,000 - 1 仕様書【PDF】

80 表層型メタンハイドレート気泡捕集器 １式

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

令和3年7月15日
（株）マルイ　東京営業所
東京都墨田区業平3-8-4-202
（法人番号5122001016487）

- 2,225,300 - 1 仕様書【PDF】

81 赤外分光分析加熱測定ユニット 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7月7日
（株）タナカつくば営業所
茨城県つくば市二の宮2-3-4
（法人番号9430001010244）

- 3,432,000 - 1 仕様書【PDF】

82
工業炭素の用途とその性状・特徴に関する
調査 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7月1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）

- 2,921,182 - 1 仕様書【PDF】

83
重ね合わせ検査装置（Archer10-AIM）ロ
ボットコントローラ他　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7月19日
（株）ポシブル東京営業所
東京都北区赤羽2-45-8
（法人番号8350001001574）

- 2,475,000 - 1 仕様書【PDF】

84
30 mm角熱電発電モジュール用効率評価
セット 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7月5日
アルバック販売（株）
東京都港区港南2-3-13
（法人番号2010001084519）

- 2,200,000 - 1 仕様書【PDF】

85 疑似太陽光照射装置 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7月7日
ジャスコインタナショナル（株）
東京都八王子市明神町1-11-10
（法人番号9010101001796）

- 2,673,000 - 1 仕様書【PDF】

86 高温小型電気炉 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7月6日

（株）三ツワフロンテックつくば営
業所
茨城県つくば市研究学園5-12-
10
（法人番号9120001071004）

- 1,629,155 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/WEXVWEZT/D38UBEZZBZ8OBZEEUJDO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/H7UYTTTH/19B3ZHFIOL8LWVWDQA2M.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/U2I21P2H/1NGCBEKU8IEXBJAGFTAD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/P9W0XXY2/Z35ZP405P38MPRRCBR70.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/U9OF8V3N/181BR21Y0PKKXGSGWBGN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/YP7DEPHJ/3BQ434DEPMPE78FCOISX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/BPIRB42T/DWKOO0PRHUTLTZ4MICU4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/G8FW7G29/ALYUZ65JKZZ5673JWVCC.pdf


87 液状反応生成物定量分析装置 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7月28日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 3,299,010 - 1 仕様書【PDF】

88 圧電振動デバイス量産試作 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7月1日

（株）シリコンセンシングシステム
ズジャパン
兵庫県尼崎市扶桑町1-10
（法人番号8140001052110）

- 7,920,000 - 1 仕様書【PDF】

89
マーカレスモーションキャプチャシステム 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7月15日
アーカイブティップス（株）
東京都千代田区内神田3-24-3
（法人番号3011501018766）

- 6,796,350 - 1 仕様書【PDF】

90 スタックインピーダンス解析装置 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7月6日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 8,232,400 - 1 仕様書【PDF】

91
FT用共電解スタック生成ガス分析装置 １
式

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

令和3年7月9日

ジーエルサイエンス（株）筑波営
業所
茨城県つくば市東新井20-6
（法人番号6011101008586）

- 7,033,400 - 1 仕様書【PDF】

92
有限要素法解析ソフトウェアライセンス 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7月19日
エムエスシーソフトウェア（株）
東京都千代田区神田錦町2-2-1
（法人番号8011101036676）

- 2,190,375 - 1 仕様書【PDF】

93 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7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）

- 5,500円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,986,500円
仕様書【PDF】

94 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7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）

- 5,500円/時間 - 1

単価契約
予定総額
7,205,000円
仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/XJ8YABO7/D48VCMXCVUCX0DGEIE1C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/UY2OM9WL/L4KLCG88WAUJ1Q7YS2LS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/Q2FY852V/I55E9IRW3DH1BV11F81Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/RDB35AB2/1JKWPE7CU45JHF8QX4VY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/IUXRF71H/JIFYM15CBBNHRT3T10I0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/RC839M3E/1R2DX86TCJCJLZDE4HD0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/JEVXDOWP/YJEHHIMN8GO5UYEMLJLR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/JEVXDOWP/YJEHHIMN8GO5UYEMLJLR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/JEVXDOWP/YJEHHIMN8GO5UYEMLJLR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/JEVXDOWP/YJEHHIMN8GO5UYEMLJLR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/SZ9ET4WO/OWRZ666PQ6OWMT0EDWZM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/SZ9ET4WO/OWRZ666PQ6OWMT0EDWZM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/SZ9ET4WO/OWRZ666PQ6OWMT0EDWZM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/SZ9ET4WO/OWRZ666PQ6OWMT0EDWZM.pdf


95 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7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）

- 6,050円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,089,800円
仕様書【PDF】

96
ピッキングロボットシステムの研究開発支
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7月30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）

- 2,904,000 - 1

97 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7月19日

（株）ジーシーエス
千葉県松戸市西馬橋幸町130-
401
（法人番号2040001090753）

- 6,380円/時間 - 1

単価契約
予定総額
5,046,580円
仕様書【PDF】

98 移動型カラー三次元点群測定装置 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7月8日
ライカジオシステムズ（株）
東京都港区三田1-4-28
（法人番号4010001031832）

- 8,158,920 - 1 仕様書【PDF】

99 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7月29日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,142円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,626,378円
仕様書【PDF】

100
協働型バイオ実験自動化装置用ロボットビ
ジョンシステム 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7月29日

（株）キーエンス
大阪府大阪市東淀川区東中島
1-3-14
（法人番号4120001051530）

- 2,530,000 - 1 仕様書【PDF】

101 細胞培養実験自動化機能の追加作業 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7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）

- 4,994,000 - 1 仕様書【PDF】

102 噴霧熱乾燥装置 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7月19日

大川原化工機（株）
神奈川県横浜市都筑区池辺町
3847
（法人番号8020001008371）

- 9,955,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/9OXVZ2I5/84GTVZWJLEDAKMQKPGTZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/9OXVZ2I5/84GTVZWJLEDAKMQKPGTZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/9OXVZ2I5/84GTVZWJLEDAKMQKPGTZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/9OXVZ2I5/84GTVZWJLEDAKMQKPGTZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/93R53NFO/SS1ROVEKWMZA9L6H4Y1T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/93R53NFO/SS1ROVEKWMZA9L6H4Y1T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/93R53NFO/SS1ROVEKWMZA9L6H4Y1T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/93R53NFO/SS1ROVEKWMZA9L6H4Y1T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/1NA433OY/ZNXFYW6X2OF4VHJ1QK3P.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/BK30Q32I/B2GA42E3W8K8P9H7L8O5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/BK30Q32I/B2GA42E3W8K8P9H7L8O5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/BK30Q32I/B2GA42E3W8K8P9H7L8O5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/BK30Q32I/B2GA42E3W8K8P9H7L8O5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/BZA47YHY/SB7DEDA2FIY5RK7PQF2R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/FLZPG2KI/8GQU6DJ9BB1SGY85S1HB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/P9K38KBF/ZT5FW07LL1LJKY193O08.pdf


103 シングルモードマイクロ波合成装置 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7月5日
（株）アントンパール・ジャパン
東京都墨田区堤通1-19-9
（法人番号3010701021654）

- 4,917,308 - 1 仕様書【PDF】

104 コンパクトヒータープレス装置 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7月6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）

- 2,339,700 - 1 仕様書【PDF】

105 ガス混合装置 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7月14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）

- 2,249,500 - 1 仕様書【PDF】

106 キャピラリー電気泳動チップ 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7月15日

（株）協同インターナショナル
神奈川県川崎市宮前区宮崎2-
10-9
（法人番号9020001067656　）

- 1,870,000 - 1 仕様書【PDF】

107 マルチ検出モードプレートリーダー １式

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

令和3年7月9日
三和理研（株）
大阪府箕面市船場東3-6-62
（法人番号9120901020522）

- 2,761,000 - 1 仕様書【PDF】

108 量子化学計算ソフトウェア等 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7月9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）

- 4,488,000 - 3 仕様書【PDF】

109 ダイヤモンド基板 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7月2日
（有）クリスタルベース
大阪府豊中市新千里東町1-4-2
（法人番号4120902017183）

- 1,848,000 - 1 仕様書【PDF】

110 画像処理システム 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7月12日

アドバンテック東洋（株）広島営
業所
広島県広島市中区富士見町16-
45
（法人番号3010001117541）

- 2,541,000 - 2 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/X9D9RLAY/HWY8SWTJW722LHH9W5PG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/WCV5VJ3S/UP0I06FFG84C3E4MFW7W.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/FI5GOGGL/WHFJ66O07VH7P0SEZGU4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/ARS8W4EO/UNOEWF5WITIZKJ5MQ5CL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/OKOG2UXM/DMT7NMKMG3H4SG3JPERX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/AKQNPG13/2P8ORG3BKMA0YRHN253Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/K8QHZCG4/53RYL870IW1BK5KLZNUO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/3MGD51HS/GEFKPWTKJUJCMUWXG8UK.pdf


111
京都大学宇治キャンパス構内における地
中熱性能評価のための熱応答試験 １式

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

令和3年7月6日
三菱マテリアルテクノ（株）
東京都台東区台東1-30-7
（法人番号5010001023531）

- 1,650,000 - 1 仕様書【PDF】

112
福島県会津坂下町内に設置した地下水注
水井における非降雪期の注水実験作業 １
式

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

令和3年7月26日
日本地下水開発（株）
山形県山形市大字松原777
（法人番号6390001001465）

- 1,499,300 - 1 仕様書【PDF】

113
太陽電池モジュール高温高湿試験装置 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
小林　良三
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和3年7月28日
（株）ナルセ　郡山営業所
福島県郡山市朝日1-20-11
（法人番号7390001001148）

- 3,894,000 - 1

114
模擬慣性機能付きPCSの試験補助作業 １
式

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

令和3年7月12日

日本カーネルシステム（株）
大阪府大阪市中央区船越町1-
6-6
（法人番号3120001093136）

- 5,610,000 - 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7月21日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,388円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,555,092円
仕様書【PDF】

116 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7月30日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,530円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,125,200円

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7月28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）

- 4,400円/時間 - 1

単価契約
予定総額
5,491,200円
仕様書【】PDF

118 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7月28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）

- 4,620円/時間 - 1

単価契約
予定総額
5,765,760円
仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/HAETUBHA/TPT2EVBUZ4A48Q6EIITC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/E3U6R8XZ/8Y1VBQM9NZQVCNXUOTR1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/2WVAFL41/KJ68ISJ1KL8L8Q8G3I21.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/PH8PAATR/NUT1NYSAS3V1N88GW9UM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/PH8PAATR/NUT1NYSAS3V1N88GW9UM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/PH8PAATR/NUT1NYSAS3V1N88GW9UM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/PH8PAATR/NUT1NYSAS3V1N88GW9UM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/YC3ANC82/3HORQJY6PIJRYR6BXJAQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/YC3ANC82/3HORQJY6PIJRYR6BXJAQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/YC3ANC82/3HORQJY6PIJRYR6BXJAQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/YC3ANC82/3HORQJY6PIJRYR6BXJAQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/7YWAYM44/Z67X7ULXZGI4PREK8MHG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/7YWAYM44/Z67X7ULXZGI4PREK8MHG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/7YWAYM44/Z67X7ULXZGI4PREK8MHG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/7YWAYM44/Z67X7ULXZGI4PREK8MHG.pdf


119 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7月28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）

- 4,620円/時間 - 1

単価契約
予定総額
5,765,760円
仕様書【PDF】

120 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7月28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）

- 4,620円/時間 - 1

単価契約
予定総額
5,765,760円
仕様書【PDF】

121 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7月30日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,310円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,130,755円
仕様書【PDF】

122 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7月30日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 5,677円/時間 - 1

単価契約
予定総額
5,671,422円
仕様書【PDF】

123
シミュレータを用いたセキュリティ評価可能
性の調査とプログラム作成 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7月20日
ネオリウム・テクノロジー（株）
東京都中央区日本橋本町3-8-5
（法人番号5010001103309）

- 2,530,000 - 1 仕様書【PDF】

373,686,877 364,659,512 98%

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/H3XBKA6N/609C6DR0SOS0LSMLSLQY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/H3XBKA6N/609C6DR0SOS0LSMLSLQY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/H3XBKA6N/609C6DR0SOS0LSMLSLQY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/H3XBKA6N/609C6DR0SOS0LSMLSLQY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/QS49MGBR/CD08KP6CRESQ3Y6C747T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/QS49MGBR/CD08KP6CRESQ3Y6C747T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/QS49MGBR/CD08KP6CRESQ3Y6C747T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/QS49MGBR/CD08KP6CRESQ3Y6C747T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/3WM9G8KC/NTJKRJIUYVBXB65RVRHO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/3WM9G8KC/NTJKRJIUYVBXB65RVRHO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/3WM9G8KC/NTJKRJIUYVBXB65RVRHO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/3WM9G8KC/NTJKRJIUYVBXB65RVRHO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/UF5MG6FH/8QZ49MIPB4LR8MRN3FYL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/UF5MG6FH/8QZ49MIPB4LR8MRN3FYL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/UF5MG6FH/8QZ49MIPB4LR8MRN3FYL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/UF5MG6FH/8QZ49MIPB4LR8MRN3FYL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/BFBLQBYQ/6BB2U6X3YYUVJU410B1G.pdf

