
＜特例随意契約一覧表（令和3年8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 シリンダーキャビネット 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8月3日
(株)巴商会　仙台営業所
宮城県岩沼市下野郷字新関迎1
（法人番号4010801008518）

- 2,860,000 - 1 仕様書【PDF】

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8月3日
日研トータルソーシング(株)
東京都大田区西蒲田7-23-3
（法人番号4010801009318）

- 2750円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,135,000円
仕様書【PDF】

3 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8月23日
ＷＤＢ(株)
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2420円/時間 - 2

単価契約
予定総額
2,018,280円
仕様書【PDF】

4
酸素ガスボンベ用シリンダーキャビ
ネット

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8月26日
東横化学(株)宮城営業所
宮城県黒川郡大衡村松の平2-27
（法人番号4020001069789）

- 2,035,000 - 2 仕様書【PDF】

5
機器評価試験設備模擬負荷装置操
作用ソフトウェア改造作業 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
川鈴木　宏
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和3年8月25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）

- 4,378,000 - 1 仕様書【PDF】

6 電力配分回路装置試作作業 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
川鈴木　宏
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和3年8月10日
アルス（株）
福島県本宮市本宮字名郷7
（法人番号3380001009594）

- 6,925,600 - 1 仕様書【PDF】

7 太陽電池アレイ模擬電源装置 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8月16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）

- 4,510,000 - 1 仕様書【PDF】

8
「太陽電池モジュール－アレイ－接
続箱」切替装置 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8月17日
（株）エディソン
福島県郡山市堤下町13-8
（法人番号8380001004673）

- 4,730,000 - 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/202108/MF6N7COV/QEYCDURQVH28U5U6LEXV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/CYJVIEDB/ZDR6URNLQG4KBTO3CBKV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/CYJVIEDB/ZDR6URNLQG4KBTO3CBKV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/CYJVIEDB/ZDR6URNLQG4KBTO3CBKV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/CYJVIEDB/ZDR6URNLQG4KBTO3CBKV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/7AW5Q52S/YX8JWOR9B2EURP3BSVJK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/7AW5Q52S/YX8JWOR9B2EURP3BSVJK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/7AW5Q52S/YX8JWOR9B2EURP3BSVJK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/7AW5Q52S/YX8JWOR9B2EURP3BSVJK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/ARAX862P/0QI30YQR5DXFX1TZNCES.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/PYXFP2WJ/T12O8QAKIIU6G7AOM6PF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/O5Z00V4B/0SDG5VEHPXXZ8NKBJ9WJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/E4KNL39X/E8EMPLRJP0QJ6V7FL8RH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/ALHLUT06/NX6D1ASX8G48ZUY568PX.pdf


9 計算機 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8月17日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 3,498,000 - 1 仕様書【PDF】

10
電気自動車走行データ取得装置 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8月17日
（株）ネクス
東京都港区南青山5-13-3
（法人番号1400001010089）

- 7,956,036 - 1 仕様書【PDF】

11 車載用PV模擬電源装置 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8月20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）

- 6,600,000 - 1 仕様書【PDF】

12
太陽光発電設備遠隔安全診断シス
テム 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8月27日
（株）アイテス
滋賀県野洲市市三宅800
（法人番号1160001016292）

- 1,644,500 - 1 仕様書【PDF】

13
PV発電事業モデル検討用計算機 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8月30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）

- 2,110,900 - 2 仕様書【PDF】

14
太陽電池特性評価装置修理作業 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8月23日

（株）東栄科学産業
福島県郡山市富久山町福原字陣
場194-7
（法人番号3370001002030）

- 1,576,300 - 1 仕様書【PDF】

15 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8月27日
WDB（株）　大手町支店
東京都千代田区大手町2-6-2
（法人番号4010001143256）

- 2561円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,720,737円
仕様書【PDF】

16
地形情報等を用いたAI解析による地
下水流速推定技術の開発支援 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8月31日

八千代エンジニヤリング（株）事業
統括本部
東京都台東区浅草橋5-20-8
（法人番号2011101037696）

- 6,424,000 - 2 仕様書【PDF】

17 磁性材料研究用計算機増設 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8月5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）

- 5,830,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/GJ4U0NIT/1OX8MV8VTMGSY1OEIO7C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/30BVOCFO/1WH1LVOM5UKWGWZUZCNF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/AEK1I7RB/L034FV9LWFFHUHA2XCZ8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/OI7UYZ1G/DC46AP7WW9LHL6K7FAC1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/3GR6M5WC/96AHJV82O4ZOMLD4F7ES.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/BHRRI2LG/QG7IKGVMBP0UVO46HDUR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/LNY7K0DY/K8N5274W6G3KKAEYKXXI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/LNY7K0DY/K8N5274W6G3KKAEYKXXI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/LNY7K0DY/K8N5274W6G3KKAEYKXXI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/LNY7K0DY/K8N5274W6G3KKAEYKXXI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/0PZIIP7I/TO3N9O5XQO9PA15RTTHG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/H83M822M/TU63Q2KI4TO8UWIMRCBH.pdf


18 ソリッドステートドライブ 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8月6日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 2,717,000 - 2 仕様書【PDF】

19 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8月31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）

- 5500円/時間 - 1

単価契約
予定総額
5,115,000円
仕様書【PDF】

20 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8月3日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 3520円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,146,560円

21 蒸着装置 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8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）

- 5,999,400 - 1 仕様書【PDF】

22 スパッタ用磁性ターゲット 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8月6日
（株）高純度化学研究所
埼玉県坂戸市千代田5-1-28
（法人番号9030001068752）

- 1,456,400 - 1 仕様書【PDF】

23 小型冷凍機 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8月2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）

- 3,080,000 - 1 仕様書【PDF】

24
１チャンネルシステムソースメータ 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8月4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）

- 1,682,890 - 1 仕様書【PDF】

25
無人航空機燃料電池用高圧水素容
器の容器試験作業業務 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8月18日
高圧ガス保安協会
東京都港区虎ﾉ門4-3-9
（法人番号9010405002433）

- 8,996,000 - 1 仕様書【PDF】

26 加圧型赤外線導入加熱装置 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8月3日
（株）サーモ理工
東京都三鷹市下連雀8-7-3
（法人番号5012401012469）

- 4,026,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/VZS6FVQP/F8TI63AQLUMUBOEUAUNF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/5BBL1MLC/3VD3JG53KQEW5N15GIWF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/5BBL1MLC/3VD3JG53KQEW5N15GIWF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/5BBL1MLC/3VD3JG53KQEW5N15GIWF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/5BBL1MLC/3VD3JG53KQEW5N15GIWF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/5IA68GTE/FHETOYLQ8IKQP2ZKCN9F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/E6MBTG8T/Q645DR7WJT3XEJFS56TG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/5R6GYFTD/3ZT6LGOW6P110BAXIMPO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/AFMWMVGV/W4LPV2XGAXZQPGDAPAA9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/3Y2EGWY5/5J2VQA5Y3ISCI9TL6URH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202107/FBFJXVK7/S7A4LJT8IN77XKZJWVZC.pdf


27 X線出力アナライザ １式

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

令和3年8月4日
アクロバイオ（株）
東京都新宿区原町3-61
（法人番号1011101040899）

- 1,958,000 - 1 仕様書【PDF】

28 除振台 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8月6日
（株）日本レーザー
東京都新宿区西早稲田2-14-1
（法人番号4011101016839）

- 2,906,200 - 1 仕様書【PDF】

29
AIチップ設計拠点のEDAツール実行
サーバブレード 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8月19日
サンウェイテクノロジー（株）
東京都文京区本郷3-15-9
（法人番号9010001002911）

- 5,896,000 - 1 仕様書【PDF】

30 除振台 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8月10日
（株）日本レーザー
東京都新宿区西早稲田2-14-1
（法人番号　4011101016839）

- 4,062,617 - 1

31
無人航空機高圧ガス容器衝突安全
用カーボンパイプ保護材の試作及び
データ分析作業 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8月20日
（合）スカイブルー
愛知県岡崎市小針町一ｼｷ11-2
（法人番号　9180303004135）

- 6,600,000 - 1 仕様書【PDF】

32 卓上型オープンクリーンベンチ 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8月17日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 2,090,000 - 1 仕様書【PDF】

33 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8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）

- 2640円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,864,400円
仕様書【PDF】

34
金属と水溶液界面の腐食性質解析
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8月27日
（株）日産アーク
神奈川県横須賀市夏島町1
（法人番号　9021001040867）

- 2,204,400 - 1

35 触針式表面段差計測装置 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8月31日
（株）アールデック
茨城県つくば市二の宮1-16-10
（法人番号4050001015278）

- 6,512,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/ZY3FJTYM/9GNWP34Y1K143AQ7NJWQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/QK1YO9HB/O1FZKUBAXMN2D505A5NI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/Z0VMNGUU/WULEZJ9BEXR2E5WKN8JP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/S9ZJ9WDN/28O6N0TE6KGSCURMAW4V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/MJ1BCME5/I8O1WCNTOSNYTES6YACS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/JGAAB3T4/STORCA4M8JNWC4EPOD6N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/JGAAB3T4/STORCA4M8JNWC4EPOD6N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/JGAAB3T4/STORCA4M8JNWC4EPOD6N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/JGAAB3T4/STORCA4M8JNWC4EPOD6N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/SCJ4J5PE/H7A01NG45U63O3SDBDB9.pdf


36 メタマテリアル評価用ジンバル 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8月24日
（株）アムテックス
東京都世田谷区経堂5-20-16
（法人番号4010901000754）

- 1,683,000 - 1 仕様書【PDF】

37 高周波プローブ及びDCプローブ 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8月19日

フォームファクター（株）
神奈川県横浜市保土ｹ谷区神戸
町134
（法人番号2010701012919）

- 7,302,350 - 1 仕様書【PDF】

38 電波吸収体衝立 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8月6日
（株）デバイス
埼玉県鴻巣市広田1170-1
（法人番号6030001062361）

- 3,245,000 - 2 仕様書【PDF】

39 ガス精製装置 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8月30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）

- 1,870,000 - 1 仕様書【PDF】

40 有限要素法ソフトウェアの保守 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8月17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7010001081019）

- 2,068,000 - 1 仕様書【PDF】

41
小型原子時計用制御基板ソフトウェ
ア調整作業 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8月27日
シマフジ電機（株）
東京都大田区西蒲田6-36-11
（法人番号　7010801005512）

- 9,900,000 - 1 仕様書【PDF】

42 高圧水素用コリオリ流量計 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8月27日
日本フローコントロール（株）
東京都千代田区神田練塀町68-3
（法人番号　3010001033689）

- 3,459,500 - 1 仕様書【PDF】

43 超高真空用小型イオンポンプ 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8月31日
（株）アールデック
茨城県つくば市二の宮1-16-10
（法人番号4050001015278）

- 1,728,980 - 1 仕様書【PDF】

44 可搬型真空排気ユニット 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8月31日
（株）アールデック
茨城県つくば市二の宮1-16-10
（法人番号4050001015278）

- 1,980,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/MNE7DAE0/JTIVUL2X6NCS1P90LXK4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/ZSRNL0KE/KAB7CF2KDQT9PVVACVDS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/TGOHS1EV/J4X0C2RNAPANL00NKQEQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/J7JORKXQ/RFM9IX8T2WEVAQBBP1MW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/66JPVKY4/R577ZVKEKG547QEH44AE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/77U7V90G/S7MZPG25R5A9ZL49SMT4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/EDBNBPTY/SK6V1OQ0GDKDO2P9HZO1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/EDY03EB6/DFKZPCN01JU7KQSJE8JA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/OV6O6MDZ/823K957IVUCD2XFHF0HE.pdf


45 研究支援者派遣 １式

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

令和3年8月2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）

- 2805円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,544,135円

46 サーモウェーブアナライザ賃借 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8月4日
（株）ベテル
茨城県石岡市荒金3-11
（法人番号　9050001011883）

- 4,510,000 - 1 仕様書【PDF】

47
浮遊溶解装置用連続発振CO2レー
ザー 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8月3日
プネウム（株）
埼玉県越谷市南越谷5-15-3
（法人番号　3030001064716）

- 2,989,800 - 1 仕様書【PDF】

48
ロータリーエバポレーターシステム 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8月3日
（株）矢沢科学
東京都文京区本郷2-13-8
（法人番号　8010001007944）

- 1,625,602 - 1 仕様書【PDF】

49
高性能自動ガスアナライザー賃借 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8月24日
オリックス･レンテック（株）
東京都品川区北品川5-5-15
（法人番号　3020001090176）

- 4,950,000 - 1 仕様書【PDF】

50 示差走査熱量計 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8月27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）

- 6,237,000 - 1 仕様書【PDF】

51 耐圧リアクタ 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8月10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）

- 6,798,000 - 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8月11日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256）

- 2310円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,633,400円
仕様書【PDF】

53 粘弾性測定システム 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8月30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）

- 9,944,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/3CCTO1ZC/WMOL2ZQK00SM25S3TMDY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/YGR8A8A6/XZWQM3AQJQ3OMQK65GK6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/6N8WPBBS/25ORDF6ALLN38J3YM4MT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/KIGY3TFT/0ZUMEH4HMVUD9ARRF7J0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/4STT8EH1/WEGVL6T8X46SBXBRBYP2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/UYMBLANE/OMSGYHNTNTF71D7KC817.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/ZBXMFS2N/V1BCHVD5T04YM5SOVEKD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/ZBXMFS2N/V1BCHVD5T04YM5SOVEKD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/ZBXMFS2N/V1BCHVD5T04YM5SOVEKD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/ZBXMFS2N/V1BCHVD5T04YM5SOVEKD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/GWZRXP67/8DL1XMGYLI32P2VBZYK8.pdf


54 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8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）

- 2200円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,156,000円
仕様書【PDF】

55 対物レンズ 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8月24日

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

- 1,650,000 - 1 仕様書【PDF】

56
微小電流検出・測定装置の増設作業
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8月30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）

- 1,396,780 - 1

57 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8月17日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256）

- 2585円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,801,800円
仕様書【PDF】

58 交流インピーダンス測定装置 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8月25日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号　9010501010505）

- 2,772,000 - 1 仕様書【PDF】

59
有機材料の海洋生分解度評価およ
びプレート法による微生物量測定 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8月25日
（株）住化分析センター
東京都文京区本郷3-22-5
（法人番号　2120001026468）

- 4,246,000 - 1 仕様書【PDF】

60
有機材料の海洋生分解度評価およ
び蛍光染色法による微生物量測定 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8月18日
（一財）化学物質評価研究機構
東京都文京区後楽1-4-25
（法人番号　4010005015204）

- 9,718,417 - 1 仕様書【PDF】

61 高温条件触媒性能評価装置 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8月20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）

- 4,890,600 - 1 仕様書【PDF】

62 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8月18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
2,804,725円
仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/MO03C60D/Z9AODIR4PKDT4JZM6ZHA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/MO03C60D/Z9AODIR4PKDT4JZM6ZHA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/MO03C60D/Z9AODIR4PKDT4JZM6ZHA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/MO03C60D/Z9AODIR4PKDT4JZM6ZHA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/5QM1M2ET/W1F6EZU155LDPLW2UD1J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/WKW4DOQU/YKPXNJ4VG9NTPERZEBPU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/WKW4DOQU/YKPXNJ4VG9NTPERZEBPU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/WKW4DOQU/YKPXNJ4VG9NTPERZEBPU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/WKW4DOQU/YKPXNJ4VG9NTPERZEBPU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/PE0AFA45/C3S4NMMSEG7Y75OMNI8I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/ZRBWYZXY/SNOINLA0E0FTEALCU4YD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/X4B19WB3/6MPC90WYJF5L2S9X0HDJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/F6KLZ6H9/4PZJPISIYJ9N2FSGKX8U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/9XBRR6BB/H5U4XJOJB2W9BN1ZXICC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/9XBRR6BB/H5U4XJOJB2W9BN1ZXICC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/9XBRR6BB/H5U4XJOJB2W9BN1ZXICC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/9XBRR6BB/H5U4XJOJB2W9BN1ZXICC.pdf


63
ガスクロマトグラフ用データ処理装置
他 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8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）

- 1,760,000 - 1 仕様書【PDF】

64
マウスの視床下部のメタボローム解
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8月2日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号　8180001124830）

- 1,980,000 - 1 仕様書【PDF】

65
分取精製液体クロマトグラフシステム
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8月25日

島津サイエンス東日本（株）つくば
支店
茨城県つくば市吾妻3-17-1
（法人番号　7010501032617）

- 5,999,400 - 1 仕様書【PDF】

66 キャピラリーDNAシーケンサー 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8月25日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号　8180001124830）

- 7,612,000 - 1 仕様書【PDF】

67 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8月30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
2,869,515円

68 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8月17日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256）

- 3190円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,461,150円

69

表層型メタンハイドレート賦存域の冷
湧水活動域における冷湧水の湧出
速度を計測するためのシーページ
メータ 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8月16日
海洋電子（株）
埼玉県鶴ヶ島市脚折町5-19-13
（法人番号　1030001054561）

- 9,586,280 - 1 仕様書【PDF】

70 水温計 １式

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

令和3年8月19日

（株）ジオファイブ
埼玉県さいたま市緑区原山1-12-
1
（法人番号 3030001009167）

- 4,070,000 - 1 仕様書【PDF】

71
放射性塩素同位体分析(巨大噴火) 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8月23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 6180001023869）

- 1,320,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/79M5THBU/MS8DBMJKWHM4HDVMJ5BF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/8S2W6P7H/8C2FN260BT2G6PJ5XXVP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/LL98AZL9/LHPLIPVC3U5NKYMWAWDF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/53GJEH4S/2C1W8874OH4ICGQ8BSO7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/PRE06A78/P5M87Y2MTX2FZN6S8TPI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/DVQ4BWE8/FJNQRR7RSUIOQPNYN9FV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/PC2V54NB/WFYNE9CDIOX01LCUO4ZX.pdf


72 研究支援者派遣 １式

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

令和3年8月23日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256）

- 2508円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,583,240円
仕様書【PDF】

73
表層型メタンハイドレート賦存域で海
水中のガス分析を行うためのメタンセ
ンサー賃借 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8月23日

東邦マーカンタイル（株）
東京都練馬区大泉学園町8-31-
11
（法人番号　3011601004773）

- 3,280,200 - 1

74
工業系窒素等の発生源情報および
燃焼施設に関する実態調査 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8月24日
神鋼リサーチ（株）
東京都品川区北品川5-9-11
（法人番号　8010601024050）

- 4,999,500 - 1 仕様書【PDF】

75
クリーンルーム外調機用エアーフィル
ター 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8月2日
近藤工業（株）
東京都港区芝3-14-2
（法人番号3011001061143）

- 6,116,000 - 2 仕様書【PDF】

76
表層型メタンハイドレート事業用DNA
断片化装置 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8月3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）

- 4,307,050 - 1 仕様書【PDF】

77
連続電解用磁石供給排出システム
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8月4日
（株）オオツカ
茨城県つくば市大曽根607-1
（法人番号　1050001013292）

- 4,950,000 - 1 仕様書【PDF】

78
着色比重調整プラスチックペレット 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8月4日
日本エリーズマグネチックス（株）
千葉県浦安市鉄鋼通り2-5-6
（法人番号1040001029835）

- 2,054,800 - 1

79 ロータリーキルン装置 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8月23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）

- 3,828,000 - 2 仕様書【PDF】

80 TEOS供給装置 修理作業 １式

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

令和3年8月17日
ＤＭＴＥＣ
東京都江戸川区大杉3-7-9
（法人番号2011701024490）

- 1,375,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/SN2L83JV/LGBH726OB8SOKWV8P9SA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/SN2L83JV/LGBH726OB8SOKWV8P9SA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/SN2L83JV/LGBH726OB8SOKWV8P9SA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/SN2L83JV/LGBH726OB8SOKWV8P9SA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/J2L99FIT/M6DIXM03W89CG3SKQU8D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/9WUDVG49/A8G633VQKVHSHZSIYEYM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/GQSX1VRY/GNER3BXBD6A13955I7LK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/WA4LGKTL/YKNNSUODYE3H71GS1X8N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/GLD6WCR7/C841NI70XPPL8AMR1NPW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/S8150SRA/P9OT5MPBT9VTGHPSSGQE.pdf


81
半導体動特性試験装置改造作業 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8月30日
ポニー電機（株）
群馬県藤岡市立石新田23
（法人番号　5070001012636）

- 2,365,000 - 1 仕様書【PDF】

82
重ね合わせ検査装置(Archer10-AIM)
ロボット交換作業 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8月30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）

- 3,971,000 - 1 仕様書【PDF】

83 SiCウエハ １式

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

令和3年8月31日
住友商事（株）
東京都千代田区大手町2-3-2
（法人番号　1010001008692）

- 2,310,000 - 1 仕様書【PDF】

84
金属不純物モニタリング用試料微小
粒子化装置 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8月31日
ファブインスツルメンツ（株）
東京都目黒区目黒1-4-16
（法人番号4020001104538）

- 4,730,000 - 1 仕様書【PDF】

85 窒素ガス発生装置 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8月3日
ヤマト科学（株）筑波営業所
茨城県つくば市東2-10-4
（法人番号7010001059565）

- 1,815,000 - 2 仕様書【PDF】

86 データロガー 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8月2日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 2,172,016 - 1 仕様書【PDF】

87 自動絶対反射測定システム 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8月5日
日本分光（株）
東京都八王子市石川町2967-5
（法人番号2010101002925）

- 8,800,000 - 1 仕様書【PDF】

88 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8月11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）

- 2805円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,565,172円
仕様書【PDF】

89 データ解析計算機 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8月16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）

- 2,138,400 - 4 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/O7AX2L7T/PP6BMNQQI5790WORVWEW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/ESIBDVX6/TT0TJYNDPYOIKB9HOJVE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/I5NOO2VA/FJK0LX3XYC0N3CQZTWTZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/TPQMZR40/7F09E89R5WAKH2KN7IBV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/YP3H2AOH/XPO3T20ZLIHC90VTGMW4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/FGIHSS3U/A94Y4IELM2Q6I053LQK2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/IXOAYN34/IT9S6WBOBSV76NA9TC9R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/00ZWPX73/PYAEN4S1W9UD6WUV70FP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/00ZWPX73/PYAEN4S1W9UD6WUV70FP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/00ZWPX73/PYAEN4S1W9UD6WUV70FP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/00ZWPX73/PYAEN4S1W9UD6WUV70FP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/OSB34AKO/KLJ2ZD5KJABWSW7XP0I5.pdf


90
真空圧力を計測するMEMSセンサの
作製 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8月12日

（一財）マイクロマシンセンター
東京都千代田区神田佐久間河岸
67
（法人番号3010005016673）

- 7,446,318 - 1 仕様書【PDF】

91 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8月23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）

- 2310円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,506,350円
仕様書【PDF】

92
ＭＥＭＳデバイス評価用真空制御装
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8月19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）

- 5,379,000 - 1 仕様書【PDF】

93
深層確率コンピューティングにおける
不確実性を伴う予測に関する実装と
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8月4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】

94
裁判事例の事実認定推論のための
モジュールの開発 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8月12日
（株）クリアタクト
茨城県水戸市元吉田町1041-4
（法人番号2050001042919）

- 2,235,750 - 1 仕様書【PDF】

95
ハイパパラメータ最適化プログラムに
対する計算資源を有効に活用するた
めの機能の変更と追加 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8月4日
（有）メディア・ラボ
東京都中野区松が丘1-30-1-308
（法人番号9011202012591）

- 2,640,000 - 1 仕様書【PDF】

96 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8月16日
ハイパーダイン（株）
東京都港区芝5-9-12
（法人番号3020001122301）

- 4290円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,654,650円
仕様書【PDF】

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8月19日
（株）アウトソーシングテクノロジー
東京都千代田区丸の内1-8-3
（法人番号　7010001146074）

- 3410円/時間 - 1

単価契約
予定総額
7,399,700円
仕様書【PDF】

98 極低温フリーザ 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8月27日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 2,013,000 - 2 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/AYJV512L/CF467T3C1Y1RZKM9C81D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/OQZ82JYP/HX94X5HS0O7YIS66Z429.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/OQZ82JYP/HX94X5HS0O7YIS66Z429.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/OQZ82JYP/HX94X5HS0O7YIS66Z429.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/OQZ82JYP/HX94X5HS0O7YIS66Z429.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/CT03E03V/J31K8YYI1JOKJ0KKAFZP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/LITJXMDS/7MJPP30LPWUKQ96EM7EV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/E336SCD9/BEBWIBS8DAMBCYX3F4F7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/VUSB0EEU/24RHF3WHFHEY2UAEP4CY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/H1OU418U/5KCPOMGY15522OI9JCI7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/H1OU418U/5KCPOMGY15522OI9JCI7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/H1OU418U/5KCPOMGY15522OI9JCI7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/H1OU418U/5KCPOMGY15522OI9JCI7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/4RJBVSUR/XMQEBDRNFAXJWVI2PCMO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/4RJBVSUR/XMQEBDRNFAXJWVI2PCMO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/4RJBVSUR/XMQEBDRNFAXJWVI2PCMO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/4RJBVSUR/XMQEBDRNFAXJWVI2PCMO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/P5AJ6ODS/5Q2BLDI029DF5R7M9Q4L.pdf


99
免疫関連データフォーマットの改良 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8月31日
（株）情報数理バイオ
東京都豊島区東池袋4-21-1
（法人番号　7013301031210）

- 6,600,000 - 1

100 リアルタイムPCR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8月30日
（株）薬研社
千葉県千葉市中央区末広3-12-6
（法人番号　8040001007537）

- 1,947,000 - 1 仕様書【PDF】

101 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8月6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
2,171,400円
仕様書【PDF】

102
核磁気共鳴装置の移設調整作業 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8月18日

（株）VARTEC
大阪府豊中市庄内宝町3-11-6-
107
（法人番号4120901039369）

- 3,641,000 - 1 仕様書【PDF】

103 ミクロ天秤 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8月31日
オザワ科学（株）小牧営業所
愛知県小牧市常普請2-89
（法人番号　4180001035008）

- 1,991,000 - 1 仕様書【PDF】

104 酸素分圧制御装置 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8月23日

エスティー・ラボ（株）
茨城県ひたちなか市東大島2-11-
24
（法人番号2050001007830）

- 4,441,250 - 1 仕様書【PDF】

105 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8月19日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,801円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,865,932円
仕様書【PDF】

106 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8月10日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,761円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,705,780円

107 振動式加硫発泡試験機 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8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）

- 9,240,000 - 2 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/QTI5UED3/GK6ZHZL6TEQYIKWIZEWF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/VQRBT93L/LQVCTYK4Y5N33L11XS2A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/VQRBT93L/LQVCTYK4Y5N33L11XS2A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/VQRBT93L/LQVCTYK4Y5N33L11XS2A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/VQRBT93L/LQVCTYK4Y5N33L11XS2A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/Z0KCEVZ9/TI3NUPDWO4H0A6060GOI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/XB9O5INB/4684B9Q4X170BFC4ES0C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/92ESBGJE/XRD1QSMG07WHB946OXOE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/BUSHFWL2/PXWUZ1EO0AU8C14D0JK4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/BUSHFWL2/PXWUZ1EO0AU8C14D0JK4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/BUSHFWL2/PXWUZ1EO0AU8C14D0JK4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/BUSHFWL2/PXWUZ1EO0AU8C14D0JK4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/JQI6MTYZ/IE5ANPDHSQ8D5N2YK28J.pdf


108 圧縮成形機 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8月27日
（株）松田製作所大阪支店
大阪府吹田市江坂町2-2-16
（法人番号　8030001030903）

- 7,700,000 - 3 仕様書【PDF】

109 ムーニー粘度計 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8月24日
日新精器（株）
広島県広島市南区東雲2-13-15
（法人番号　6240001008517）

- 3,531,000 - 2 仕様書【PDF】

110 ミキサー 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8月24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）

- 4,048,000 - 1 仕様書【PDF】

111 差動型示差熱天秤 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8月2日
（株）日進機械
香川県高松市一宮町744-1
（法人番号2470001003275）

- 4,796,000 - 1 仕様書【PDF】

112
ナノプレート方式デジタルPCR装置 １
式

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

令和3年8月31日
化研テクノ（株）高松営業所
香川県高松市林町148-19
（法人番号6480001000862）

- 5,300,000 - 1 仕様書【PDF】

113 イエロークリーンブース　他 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8月4日
（株）藤原製作所 つくば営業所
茨城県つくば市若栗225-4
（法人番号2011501004016）

- 2,116,730 - 1 仕様書【PDF】

114 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8月6日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3828円/時間 - 1

単価契約
予定総額
4,628,052円
仕様書【PDF】

395,846,101 383,995,463 97%

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/0DNAWMYP/3LZFJU6Y6KURHPIF3DV6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/RU2EBMZ4/A2TWJ8CWIRBP9F3BA2Y0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/T2ZW7Z6C/HNJJOZ7QMRNUBCIVF5ON.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/0RTFDG68/MWOQ2Z5FF2R4WEQODG9S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/JKHC7M5M/ZIHET74E9B18SRW4DO2V.doc
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/281Y1XGF/IAKKMZS98BOSL5UQU3M9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/7MGIZRXY/QUGTRS7MBLWXQ3AKJT7S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/7MGIZRXY/QUGTRS7MBLWXQ3AKJT7S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/7MGIZRXY/QUGTRS7MBLWXQ3AKJT7S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202108/7MGIZRXY/QUGTRS7MBLWXQ3AKJT7S.pdf

