
＜特例随意契約一覧表（令和３年10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
高岡　正義
（北海道札幌市豊平区月寒東２
条17－2－1）

令和3年10月26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 仕様書【PDF】

2 大量透析装置 １式

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

令和3年10月15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）

- 2,177,010 - 1 仕様書【PDF】

3 全ゲノム機能解析用計算機 １式

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

令和3年10月20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）

- 2,177,010 - 1 仕様書【PDF】

4 組成シミュレータの年間保守 １式

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

令和3年10月7日
（株）東栄科学産業
宮城県仙台市太白区富沢4-8-29
（法人番号3370001002030）

- 2,420,000 - 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/202110/DUDAGVDV/J1ZE5TLL2BBINSD1X5DI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/GO3KQ8F1/IPGVW9CAOKHRVWOMGXU3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/WZKRCG86/CQWVWQFE80GS7RM3SH6B.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/04CBDCVK/SWOCKIF6MX1XBB0QTH2F.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

5 真空置換管状炉 １式

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

令和3年10月13日
(株)池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 1,727,000 - 2 仕様書【PDF】

6 高速液体クロマトグラフ １式

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

令和3年10月12日
(株)アオバサイエンス
宮城県仙台市太白区富沢南2-11-5
（法人番号5370001001419）

- 4,939,000 - 2 仕様書【PDF】

7
ATR測定キット付属フーリエ変換赤外分光
分析装置 １式

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

令和3年10月12日
(株)池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 1,870,000 - 2 仕様書【PDF】

8 CO2分離膜モジュール用ポンプ １式

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

令和3年10月15日
日本精密科学(株)
東京都板橋区双葉町25-10
（法人番号6011401007148）

- 1,617,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/5HXSXYKQ/C5Z26N5EXY2W9EJT3SHU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/CR6OKFTL/P3MBRNSLDDIU86WIHLP3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/LQT48ES7/94ZWYAVOPK10AK0DY2L1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/2HR8VV9X/XP7N3CJT3QHRRWXMH65U.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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
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数
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特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

9 抽出モジュール用ガラス流路 １式

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

令和3年10月22日
東北測器(株)
宮城県多賀城市中央2丁目24番4号
（法人番号8370601002417）

- 1,694,000 - 1 仕様書【PDF】

10
太陽電池信頼性試験装置用純水製造部
漏水検知センサ取付け作業 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10月5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7390001001448）

- 1,254,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/VJKW5BQT/DL7I4DWJKBJPH9XUR8NR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/XWOQ1OEQ/VNG0MBNCAHO63YQ1HPPM.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

11 AIによる蒸気生産データ処理 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10月6日
伊藤忠テクノソリューションズ（株）
東京都港区虎ﾉ門4-1-1
（法人番号2010001010788）

- 9,962,700 - 1 仕様書【PDF】

12 坑内機器耐熱シミュレーション 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10月7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）

- 1,870,000 - 1 仕様書【PDF】

13
建物付帯型水素エネルギー利用システム
の熱媒配管撤去及び再構築作業 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10月1日

ＴＯＨＯピクス（株）燃料設備事業部設
備課
福島県郡山市田村町上行合字北川
田36-1
（法人番号9380001005919）

- 1,716,000 - 2 仕様書【PDF】

14 最適化ソルバー 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10月6日
伊藤忠テクノソリューションズ（株）
東京都港区虎ﾉ門4-1-1
（法人番号2010001010788）

- 5,761,305 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/SCCHX7KY/BY7CUMUH9P6NFNALZZWY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/RX6MZ0OT/QPALEP3CZB4LW4YH66M6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/NWXOYUQ7/QPK2CCVQEFOV0TG6USB1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/C6H0Y205/0VZM7T9FXQFHZUMJCI9P.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

15 アーク発生電極装置 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10月4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）

- 1,837,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/KUFCLAK4/6CYYQMMWI44CYPZOE1LO.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

16
佐賀県唐津市内２地点における地質調査
孔掘削および新方式熱応答試験 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10月11日
（株）福島地下開発
福島県郡山市田村町金屋字新家110
（法人番号9380001006495）

- 6,490,000 - 1 仕様書【PDF】

17 車内設置型日射計測システム 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
小林　良三
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和3年10月5日
クリマテック（株）
東京都豊島区池袋4-2-11
（法人番号8013301022497）

- 2,015,200 - 2

18 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
小林　良三
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和3年10月11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）

- 4,400円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,546,400円
仕様書【PDF】

19
福島県常磐地域における地震観測点新設
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10月13日
アディコ（株）
栃木県宇都宮市宝木本町2045-32
（法人番号8060001031411）

- 5,538,280 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/UCRIPUML/G62JTN2J0OKL0M5YNAC1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/3WIKA80D/8D17ICXGV39SC91LH8WE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/3WIKA80D/8D17ICXGV39SC91LH8WE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/3WIKA80D/8D17ICXGV39SC91LH8WE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/3WIKA80D/8D17ICXGV39SC91LH8WE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/N575V85D/UWOFWKYMY5W5NRABE4HK.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

20 太陽光発電の実測データ 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10月28日
（株）ＮＴＴスマイルエナジー
大阪府大阪市中央区北浜2-6-18
（法人番号3120001164184）

- 5,236,000 - 1 仕様書【PDF】

21
AIによる地熱井坑内異常検出ソフトウェア
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10月20日
東杜シーテック（株）
宮城県仙台市宮城野区銀杏町31-24
（法人番号8370001012280）

- 9,926,400 - 1 仕様書【PDF】

22 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
小林　良三
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和3年10月13日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,433円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,000,091円
仕様書【PDF】

23 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
小林　良三
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和3年10月21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）

- 3,190,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/VTVB5SDM/5I02XKVEQMQLUH0PQ6FC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/PXTKRE2J/C2Q6010ULAJY1IX3KPMI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/FZB32XVV/4NBLRAROBSFDAC4G2YQG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/FZB32XVV/4NBLRAROBSFDAC4G2YQG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/FZB32XVV/4NBLRAROBSFDAC4G2YQG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/FZB32XVV/4NBLRAROBSFDAC4G2YQG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/INJ0RLD2/A4LSOA2ISF3OJG38EATZ.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

24 気象観測装置 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10月25日
クリマテック（株）
東京都豊島区池袋4-2-11
（法人番号8013301022497）

- 4,469,300 - 1 仕様書【PDF】

25 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
小林　良三
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和3年10月25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）

- 3,245円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,365,605円
仕様書【PDF】

26
蒸気生産データ解析用ワークステーション
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10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）

- 1,958,000 - 1 仕様書【PDF】

27 サーバ計算機 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10月5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　）

- 4,082,760 - 3 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/HG4Y2527/2TY0YR95VUCQ90WZT52X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/53IXZQ2E/JAPXIL8LJSRMG3QKY233.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/53IXZQ2E/JAPXIL8LJSRMG3QKY233.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/53IXZQ2E/JAPXIL8LJSRMG3QKY233.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/53IXZQ2E/JAPXIL8LJSRMG3QKY233.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/OKI66A0B/C0GJOKOXQD1BXQL69J97.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/BQRSGRK6/2Y97JEQ04UWAQQVI0BFK.docx


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

28 判断根拠図鑑マネージャの改良 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10月1日
（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1
（法人番号1010901026918）

- 7,139,000 - 1 仕様書【PDF】

29 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10月1日
（株）計算科学
東京都千代田区九段南1-5-6
（法人番号4010001177931）

- 7,920円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,946,240円
仕様書【PDF】

30
環境耐性評価のための電子デバイス（セ
キュリティシールド）の試作 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10月6日
（株）プリウェイズ
茨城県つくば市並木1-1
（法人番号3050001044311）

- 1,320,000 - 1 仕様書【PDF】

31 ワークステーション 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10月19日
システムワークス（株）
静岡県浜松市中区西浅田2-10-22
（法人番号9080401001770）

- 4,193,750 - 2 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/XNW1UURW/N9HJTWGMJ3FLTMOA4LS0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/PE7GWEVO/ZX59POV7IELLLKBMI79K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/PE7GWEVO/ZX59POV7IELLLKBMI79K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/PE7GWEVO/ZX59POV7IELLLKBMI79K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/PE7GWEVO/ZX59POV7IELLLKBMI79K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/B5VWQBS8/WY8XYQX1PDDOVKWH29G3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/AKPMPUMQ/00R04CUPLRAROAWS0J6O.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

32 リモートアクセス対応KVMスイッチ 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10月29日
（株）マルチメディアシステム
埼玉県さいたま市見沼区深作3-4-7
（法人番号7030001012101）

- 2,249,500 - 2 仕様書【PDF】

33
機能性高分子DPF整備用計算サーバ 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10月25日
（株）ながれ
東京都目黒区原町1-16-5
（法人番号3013201012157）

- 2,799,500 - 1 仕様書【PDF】

34 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10月29日
（株）メイテック
東京都台東区上野1-1-10
（法人番号1180001027412）

- 2,860円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,196,480円
仕様書【PDF】

35
ガス検知警報器定期点検作業及び機器
更新作業 １式

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

令和3年10月14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）

- 1,408,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/CWR7OHYX/SZFGTKXD1AEVU7IXM1JW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/9FEDSY2C/66486L0MPST9XSGOFCDD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/QKS1YWCN/USLHS3ELG5AGKYBWTXNR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/QKS1YWCN/USLHS3ELG5AGKYBWTXNR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/QKS1YWCN/USLHS3ELG5AGKYBWTXNR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/QKS1YWCN/USLHS3ELG5AGKYBWTXNR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/WEAXAUH2/VE33YMF2GPC7SSTMK7HQ.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

36 スパッタ用アモルファス磁性ターゲット １式

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

令和3年10月4日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号　9010501010505）

- 4,180,000 - 1 仕様書【PDF】

37 プロセスガスモニタ １式

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

令和3年10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）

- 2,717,000 - 1 仕様書【PDF】

38
暗号ストレージ制御システムプロトタイプ
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
関　浩之
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和3年10月1日
（株）ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
東京都中央区銀座8-17-5
（法人番号9011001099070　）

- 6,512,000 - 1

39
高純度酸素供給集中配管設置およびプラ
ズマCVD装置等移設に伴うガス配管等作
業 １式

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

令和3年10月11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）

- 6,534,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/D6K2PBTY/JVIL2TE9H7N9WBBNFWJM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202109/PEH840XW/1JT12IKRKT25RM89EQXA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/RHQL58UV/RN7QYPVQWB2600VAHL5Z.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

40 放射計制御測定部 １式

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

令和3年10月11日
（有） ナカショウ
茨城県つくば市下広岡450-86
（法人番号2050002022333）

- 4,477,000 - 2 仕様書【PDF】

41 冷却水循環装置 １式

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

令和3年10月25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）

- 1,850,200 - 2 仕様書【PDF】

42 半導体ウェハ温度モニター １式

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

令和3年10月25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）

- 8,855,000 - 1 仕様書【PDF】

43 室温用マイクロ波帯電力増幅器 １式

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

令和3年10月1日
サンインスツルメント（株）
東京都品川区西五反田2-26-9
（法人番号　2010701014642）

- 1,914,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/VOFFX8XX/AQV2M85DS1ERE2OOLR6J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/RLMFH7RB/6QS6HXAEJBHMMD3Q6JO6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/IWAEAGG2/BJ59O2SV4OHDX8DSYF0L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202109/YJMNJK6Q/T1NXASIBJNTQR7TGH71J.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

44
冷却水供給設備設置及び冷却水接続作
業 １式

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

令和3年10月21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）

- 9,988,000 - 2 仕様書【PDF】

45
機械学習アクセラレータRTL合成作業 １
式

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

令和3年10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）

- 9,218,000 - 1 仕様書【PDF】

46
電子線エネルギー分析器の増設装置 １
式

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

令和3年10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）

- 6,201,800 - 1 仕様書【PDF】

47 プラズマ発光分光制御器 １式

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

令和3年10月11日
（株）富士交易
東京都中央区日本橋3-13-5
（法人番号　8010001055415）

- 3,894,165 - 2 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/5O3XDPRP/KKCTOJHNU2FQXFLUEEA8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/VX2QB240/77BEKI1BV83UDRH8Z5UP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/ESM9M163/DCGF0NCVYRG1HN9Q6ZF9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/T95DD9Z9/QT19KZE78SHDVWM9UJS8.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

48
ROS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
関　浩之
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和3年10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 ）

- 4,620,000 - 1 仕様書【PDF】

49 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
関　浩之
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和3年10月28日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256）

- 2,600円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,196,480円
仕様書【PDF】

50 マイクロ波信号発生器 １式

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

令和3年10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）

- 5,481,300 - 1 仕様書【PDF】

51 ターボ分子ポンプ １式

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

令和3年10月4日
アルバック販売（株）
東京都港区港南2-3-13
（法人番号2010001084519）

- 2,821,500 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202109/B71OVNW2/DWLFCFSXCGSJ7J28FSQ2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/6M9TLLW4/J58KWD7I9X5S3SMH3NWK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/6M9TLLW4/J58KWD7I9X5S3SMH3NWK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/6M9TLLW4/J58KWD7I9X5S3SMH3NWK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/6M9TLLW4/J58KWD7I9X5S3SMH3NWK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/5YRTFX8X/A3395XRO76O7LQPA04WJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/NWQHRKST/1M541VHD6WTK6WC32QPM.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

52 極低温マイクロ波サーキュレータ １式

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

令和3年10月25日
綜合電子（株）
東京都多摩市永山6-22-7
（法人番号9013401001251 ）

- 1,737,230 - 1 仕様書【PDF】

53 高周波クロック発生装置 １式

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

令和3年10月4日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 4,999,500 - 1 仕様書【PDF】

54 高精度画像寸法測定器 １式

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

令和3年10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）

- 6,264,500 - 1 仕様書【PDF】

55 マイクロ波帯周波数シンセサイザ １式

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

令和3年10月21日
綜合電子（株）
東京都多摩市永山6-22-7
（法人番号9013401001251）

- 2,320,340 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/KDF9VX7B/SEW9OZVTTMQOA98PQEOE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/1G2LRJGE/OBFI578YOBRAHFLCB1X5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/O6BVNT8H/17H2UAJBRUA9XYDRCT41.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/C0AI3GYP/23Z6D3L8NRXOCFB4VYU5.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

56 マイクロ波帯周波数シンセサイザ １式

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

令和3年10月21日
綜合電子（株）
東京都多摩市永山6-22-7
（法人番号9013401001251）

- 2,320,340 - 1 仕様書【PDF】

57 高感度CMOSカメラ １式

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

令和3年10月12日
浜松ホトニクス（株）
静岡県浜松市東区市野町1126-1
（法人番号　2080401004193）

- 4,963,750 - 1 仕様書【PDF】

58 集積レシーバー筐体加工作業 １式

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

令和3年10月12日
シンクランド（株）
神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1
（法人番号2020001104390 ）

- 2,156,000 - 1 仕様書【PDF】

59
連合学習による材料データ解析システム
プロトタイプ構築作業 １式

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

令和3年10月29日
（株）インフォーズ
東京都渋谷区本町3-12-1
（法人番号4011001052232）

- 8,626,980 - 1

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/P3L3I4VA/8ZMNRPHWKXVPX3Y3JCB4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/L0WNVT09/GAVX8T3VO2CBXT5X3455.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/QFG8FZY9/J5F2ONJY718HLO5I2TK3.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

60
粒子法（MPH-WC法）MPI並列化ソルバー
プログラムの構築 １式

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

令和3年10月13日
（株）先端力学シミュレーション研究所
東京都文京区小石川5-5-5
（法人番号2030001047878）

- 5,830,000 - 1 仕様書【PDF】

61 ４インチウエハ用ウエハキャリア　他 １式

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

令和3年10月8日
大日商事（株）
東京都港区芝浦4-15-33
（法人番号6010401016670 ）

- 3,366,000 - 1 仕様書【PDF】

62 4インチシリコンダミーウエハ １式

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

令和3年10月7日

東京マテリアルサービス（株）
宮城県仙台市若林区六丁の目中町
21-7
（法人番号 8010501028770　）

- 2,959,000 - 1 仕様書【PDF】

63
マイクロ波帯周波数多重読出回路用拡張
信号処理装置 １式

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

令和3年10月26日
（株）サンジェム
長野県佐久市田口4731
（法人番号6100001007276　）

- 2,420,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/0EU7A7NA/YMZ52XF1G7P20F52M6BN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/JO8TUZYR/0BGQKXPN2NF3HP0B1EQV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/TYJXRXJN/UHWN3SHW0L2SDDDUHNT5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/4AR0IDQF/NVXS2GUT95TA6YEVTTMY.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

64 眼鏡型視線計測装置 １式

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

令和3年10月15日
トビー・テクノロジー（株）
東京都品川区西五反田7-7-7
（法人番号3010401075455　）

- 2,277,000 - 1 仕様書【PDF】

65 無人航空機用電源 １式

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

令和3年10月18日
（株）フカデン
愛知県豊田市深田町1-19-3
（法人番号7180301019112）

- 3,740,000 - 1 仕様書【PDF】

66 薄膜太陽電池スクライバー装置 １式

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

令和3年10月15日
三星ダイヤモンド工業（株）
大阪府摂津市香露園32-12
（法人番号3120901009447）

- 4,378,000 - 1 仕様書【PDF】

67 ドローン試験用高速カメラ装置 １式

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

令和3年10月15日
（株）ＲＡＩＤ
東京都港区芝浦2-14-5
（法人番号5010401099460 ）

- 3,595,680 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/B741E8LN/5HG57YTFOSP81HTDAZEU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/92ZM73LZ/LMNPB21J3Q51ML653ATK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/SRYRMA7J/U7UDYHC899TFXRDDIQQT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/8SPSUCRN/6M5ET2VC8Q5ILO3URWCJ.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

68 インクジェット用高精度卓上ロボット １式

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

令和3年10月18日
（株）ＳＩＪテクノロジ
茨城県つくば市東光台5-9-5
（法人番号 3010001140270）

- 2,013,000 - 1 仕様書【PDF】

69
窒化膜用原子層堆積（ALD）装置用ガス供
給設備及び排気設備等増設作業 １式

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

令和3年10月27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）

- 2,783,000 - 1 仕様書【PDF】

70 拡散光源型分光測色計 １式

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

令和3年10月21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）

- 2,374,900 - 1 仕様書【PDF】

71 自動変角分光色差計 １式

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

令和3年10月15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）

- 3,960,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/ZOK81D2E/91L6OXTZB2OQM2LRI7I3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/9Z9FYP6I/CW6EK0DS9923NIUG6D6G.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/GLZE28VN/J71FW5NH2T8BM5CQJQKM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/65X1J0RO/0F5FX56DYEVEOA6O0D82.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

72
ロボットシステム参照アーキテクチャのモ
デル化と仕様書作成作業 １式

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

令和3年10月22日
（株）グローバルアシスト
千葉県野田市春日町20-26
（法人番号7040001072697）

- 1,980,000 - 1 仕様書【PDF】

73
RTシステム開発ツールOpenRTP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
関　浩之
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和3年10月22日
（株）グローバルアシスト
千葉県野田市春日町20-26
（法人番号7040001072697 ）

- 2,970,000 - 1 仕様書【PDF】

74 6インチ n型 PV-FZ Siウェーハ １式

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

令和3年10月21日
（株）エナテック
東京都千代田区神田神保町3-25
（法人番号6010001012236）

- 3,712,500 - 1 仕様書【PDF】

75 12チャネル波長可変光源 １式

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

令和3年10月18日
アイウェーヴ（株）
東京都千代田区神田錦町3-23-1
（法人番号5010001115205）

- 3,740,000 - 2 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/YGLCVSJQ/5AGPCYZ2JRJTNVFWT31I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/B8W8699O/U1NC4PM91PXPGK4P380T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/IJK4MJYM/IZIZUZVGNQJTQGC72GAP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/R37Y63VB/DL6GX4D74OK3JNYWCB0D.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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
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(税込）
契約金額（円）

（税込）
落札率（％）
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数
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特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

76
ソフトマテリアル統合シミュレータ拡張
OCTA最終版インストーラ作成 １式

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

令和3年10月27日
（株）ＪＳＯＬ
東京都中央区晴海2-5-24
（法人番号2010001101026）

- 3,245,000 - 1 仕様書【PDF】

77 NAM実装用表面処理装置 １式

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

令和3年10月21日
日酸ＴＡＮＡＫＡ（株）
茨城県つくば市小野崎486-1
（法人番号3030001056424）

- 5,764,000 - 1 仕様書【PDF】

78 ターボ分子ポンプ １式

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

令和3年10月21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 　）

- 2,530,000 - 1 仕様書【PDF】

79 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
関　浩之
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和3年10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）

- 4,345円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,672,175円
仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/CCLRMKJT/CQW6RHUOD7A0LGCLJPPB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/DL6KLG8Y/8V59HFQAKGKER8MV6OHV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/TTJVM61D/ZGYEDQMXPSTW5WN0DEYC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/0QSSVCSB/FDDMW784QYXC5LBZ9Z5U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/0QSSVCSB/FDDMW784QYXC5LBZ9Z5U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/0QSSVCSB/FDDMW784QYXC5LBZ9Z5U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/0QSSVCSB/FDDMW784QYXC5LBZ9Z5U.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

80 ３次元ディスプレイ １式

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

令和3年10月19日
テガラ（株）
静岡県浜松市中区細島町8-3
（法人番号3080401003319　）

- 2,618,000 - 1 仕様書【PDF】

81 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
関　浩之
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和3年10月25日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 4,656円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,577,728円
仕様書【PDF】

82
充放電試験装置のコンピュータ入替作業
１式

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

令和3年10月29日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 1,988,800 - 1 仕様書【PDF】

83 信頼性評価用抵抗測定装置 １式

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

令和3年10月27日
（株）ＷａｖｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
兵庫県川西市久代3-13-21
（法人番号 6140001079304　）

- 4,378,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/T2UU48RR/F0EICV1NQXHKAI7E7UPD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/7MBN37J2/IKPO3EWPDF93EQAN5HBN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/7MBN37J2/IKPO3EWPDF93EQAN5HBN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/7MBN37J2/IKPO3EWPDF93EQAN5HBN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/7MBN37J2/IKPO3EWPDF93EQAN5HBN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/AK8Y1PK1/7K0RY5I5IFH4UCBRYC1J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/FGBNLQDV/D15D5L1345YYJAX0QATM.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

84 マイクロスコープ付マニピュレータ １式

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

令和3年10月27日
（株）マイクロサポート
静岡県静岡市清水区西大曲町2-21
（法人番号 3080001010368　）

- 6,490,000 - 1 仕様書【PDF】

85 シリンダーキャビネット １式

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

令和3年10月28日
北原商事（株）
東京都練馬区西大泉6-1-22
（法人番号1011601001748）

- 1,694,000 - 3 仕様書【PDF】

86 製造装置等用空気圧縮機　他 １式

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

令和3年10月28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　）

- 6,204,000 - 1 仕様書【PDF】

87
流量計特性試験装置大型ポンプ交換作業
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10月11日
（株）千代田製作所
埼玉県富士見市勝瀬1077-2
（法人番号3011401004172）

- 1,890,900 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/N584ZEEM/FS97Z9EE45LW51GAXEWR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/RI78X9I8/ACO44RUXHWNFCP1PR7BO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/KLS0RIO6/1S1FJJ0J067UFC4FUKGT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/NUM51DX1/96WTD3EV7PJ862G1D3KY.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

88
モードロックパルスファイバーレーザーの
修理作業 １式

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

令和3年10月6日
（株）ハイテック
東京都中野区本町4-44-18
（法人番号3011201004380）

- 1,188,000 - 1 仕様書【PDF】

89 PIV用光源 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10月1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）

- 2,296,800 - 1 仕様書【PDF】

90
ロングパスフロー分光透過測定システム
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10月15日
オーシャンフォトニクス（株）
東京都新宿区西早稲田3-30-16
（法人番号4011101058055）

- 2,970,000 - 1 仕様書【PDF】

91 広帯域動作共振器 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10月6日
（株）川島製作所
神奈川県川崎市多摩区東生田1-3-5
（法人番号1020001063935）

- 2,011,900 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/9LWH3UA6/IHKJB8R6I66OKXLZRXOW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202109/UBMTLEKX/DODYAS3OLK4KPY4SHLWG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/TMC2GBUX/IKOKXGIE6QUSZ9EAQRBA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/4VEAGHB1/SP7R84Y3CODZ3CX43GEJ.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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）
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公開見積競争
又は見積もり合
わせの参加者
数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

92
高レイノルズ数大口径配管ウィンドーチャ
ンバー改良作業 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10月15日

フローエンジニアリング（株）
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-
13-2
（法人番号1021001027590）

- 1,446,500 - 1 仕様書【PDF】

93 方形波出力高精度圧力計 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10月13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）

- 1,609,300 - 1 仕様書【PDF】

94 超音波式標準ガスメーター 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10月5日
東京計装（株）
東京都港区芝公園1-7-24
（法人番号9010401020463）

- 2,200,000 - 1 仕様書【PDF】

95 LDVファイバープローブ修理作業 １式

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

令和3年10月11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）

- 1,885,400 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/VN7R513T/CR1M65WPCB89J5YD5M2W.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/LU507E34/VJMAQ75333B1GP8RFXLW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/V3VQET0H/A8EEKY6W5UPP28MC2TKG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/E6AY5R57/F4RFBQ9FYK3KILT8HK4A.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

96 大面積電磁波特性評価装置 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10月21日
（株）雄島試作研究所
東京都武蔵野市西久保3-10-28
（法人番号2012401010954）

- 4,782,800 - 1 仕様書【PDF】

97 多角分光測色計 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10月13日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 2,075,700 - 1 仕様書【PDF】

98 高温用擬球形音響共鳴器 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10月20日
（株）ｎｉｔｔｏｈ
長野県諏訪市湖南4529
（法人番号9100001018568）

- 5,434,000 - 1 仕様書【PDF】

99 高圧水素試験用熱交換器 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10月29日
（株）神戸製鋼所
東京都品川区北品川5-9-12
（法人番号6140001005714 ）

- 7,260,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/FRBKD305/OU9Z9DTOGO191SSYH4XP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/XLDQ5CKN/Z0IXLTZ6BU45FRQFRJOG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/5X0RGNNI/1UGYCTTED9EYRONMXI76.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/QMK2027V/QQ0UW17BB0708NGCIJSA.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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）
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公開見積競争
又は見積もり合
わせの参加者
数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

100
重力加速度計レーザー装置修理作業 １
式

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

令和3年10月19日
応用地質（株）計測システム事業部
茨城県つくば市御幸が丘43
（法人番号2010001034531）

- 1,303,500 - 1 仕様書【PDF】

101 アンテナ　他 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10月25日
綜合電子（株）
東京都多摩市永山6-22-7
（法人番号9013401001251）

- 1,724,800 - 1 仕様書【PDF】

102
ハンドヘルドマイクロ波ベクトルネットワー
クアナライザ 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10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8700150078246）

- 2,547,600 - 1 仕様書【PDF】

103 物理シミュレータソフトウェア保守 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10月19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）

- 1,383,800 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/MNEWBAPI/L5QT75P5RTGIZQIXD4S2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/KIJMNWPJ/WWMU1TEW0A62NQGHOQHM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/N7NY9RKG/Q8W4E660NJPIX2XOWIOE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/5RQL2X48/1TVW63ZX58QDJP1RYMIK.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10月）＞

連番 物品役務等の名称及び数量
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契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び
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予定価格（円）
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数
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特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

104 光スペクトラムアナライザ 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10月27日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 3,701,500 - 1 仕様書【PDF】

105 フラッシュ自動精製システム 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10月4日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号　3010001010696）

- 2,530,000 - 1 仕様書【PDF】

106 加熱酸化分解装置賃借 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10月12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）

- 3,079,010 - 1 仕様書【PDF】

107 粉体用自動分注システム 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10月7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　）

- 8,661,741 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/WDVTZK9Y/0B7SFXY3IZM5KVHITT4P.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/S2Y90LBA/0AKMY63V81ATYKE1LXBI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/7DRHNJ5J/G3SDSC2OFZ6KM47ZZQAL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/63H08P69/FYWS6WRY05YMBLQE27HA.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

108 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10月5日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256）

- 2,585円/時間 - 2

単価契約
予定総額
2,062,830円
仕様書【PFD】

109 紫外可視近赤外分光光度計 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10月18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　）

- 3,454,825 - 1 仕様書【PDF】

110 電解合成試験装置 １式

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

令和3年10月8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）

- 5,170,000 - 1 仕様書【PDF】

111 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10月5日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号　3050001017044）

- 2,750円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,636,250円
仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/01ZV31RN/S9FWYBDHGGVV82YTXQO4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/01ZV31RN/S9FWYBDHGGVV82YTXQO4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/01ZV31RN/S9FWYBDHGGVV82YTXQO4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/01ZV31RN/S9FWYBDHGGVV82YTXQO4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/6VT42I57/MR4QO1XVHYV8968GRDT9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/T5HCJ6LY/WHDE91GVEH7WYR181YMF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/KPXMEYZL/VKV578MU7LD2XPLQU2TG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/KPXMEYZL/VKV578MU7LD2XPLQU2TG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/KPXMEYZL/VKV578MU7LD2XPLQU2TG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/KPXMEYZL/VKV578MU7LD2XPLQU2TG.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

112 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10月11日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256）

- 2,750円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,859,000円
仕様書【PDF】

113 連続向流抽出洗浄装置用機器 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10月13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）

- 6,820,000 - 1 仕様書【PDF】

114
フーリエ変換赤外分光光度計システム 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10月15日
日本分光（株）
東京都八王子市石川町2967-5
（法人番号 2010101002925）

- 2,530,000 - 1 仕様書【PDF】

115 シミュレーション用ワークステーション １式

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

令和3年10月25日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号 8050001016181）

- 1,870,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/SXZ0D0K9/Y9RQ8K23FH5J7541RZ3H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/SXZ0D0K9/Y9RQ8K23FH5J7541RZ3H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/SXZ0D0K9/Y9RQ8K23FH5J7541RZ3H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/SXZ0D0K9/Y9RQ8K23FH5J7541RZ3H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/YSUXURED/4VVEWGEQSCCZOCHWZTMZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/N7TZBIHU/W99708U07I15W5LKHOS2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/L3A7I0TO/23U1EFKSYSLDEYS71ZYV.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

116 タンパク質熱安定性解析装置 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10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）

- 6,556,000 - 1 仕様書【PDF】

117 スパッタ成膜装置ユニット 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10月18日
ケニックス（株）
兵庫県姫路市北条口2-15-501
（法人番号 140001064855）

- 2,706,000 - 1 仕様書【PDF】

118 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10月20日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256　）

- 2,750円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,540,000円
仕様書【PDF】

119 ポータブルFTIR 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10月25日
（株）東京インスツルメンツ
東京都江戸川区西葛西6-18-14
（法人番号　7011701005288）

- 3,977,490 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/J31ZMUGQ/ZKN8O6IQI90462MAYDBZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/7YLK77N3/WGS97YDB7MRDO1WX2H5Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/5DE1IF6A/ZJANNIOXWEWTAIXRLTUR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/5DE1IF6A/ZJANNIOXWEWTAIXRLTUR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/5DE1IF6A/ZJANNIOXWEWTAIXRLTUR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/5DE1IF6A/ZJANNIOXWEWTAIXRLTUR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/ENIWYGZG/Y22GV47Y5MHPWBEOHX4D.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

120
量子化学計算用及び深層学習用ワークス
テーション １式

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

令和3年10月29日
ＨＰＣシステムズ（株）
東京都港区海岸3-9-15
（法人番号　4010401096252）

- 3,080,000 - 1

121 光照射型熱物性評価システム 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10月21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）

- 7,480,000 - 1 仕様書【PDF】

122 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10月25日
（株）メイテック
東京都台東区上野1-1-10
（法人番号　1180001027412）

- 3,080円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,134,440円
仕様書【PDF】

123 連続測定ガスクロマトグラフ 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10月29日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号　6010801006420）

- 2,486,000 - 2 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/LA0SUI7Q/C1VNHN9D4UHIH9M46BPT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/48YCBP3H/2GERZ3NUG0GYBEZW7EJW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/48YCBP3H/2GERZ3NUG0GYBEZW7EJW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/48YCBP3H/2GERZ3NUG0GYBEZW7EJW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/48YCBP3H/2GERZ3NUG0GYBEZW7EJW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/Y68VR48H/OKMYXL71JFP41DPWDWQ3.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

124 小型FT-IR分光器 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10月25日
（株）東京インスツルメンツ
東京都江戸川区西葛西6-18-14
（法人番号　7011701005288）

- 3,300,550 - 1 仕様書【PDF】

125
化学発光写真および可視染色ゲル写真
撮影装置 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10月8日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号　8180001124830）

- 2,326,500 - 1 仕様書【PDF】

126 生活や体験に関する調査 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10月11日
（株）クロス・マーケティング
東京都新宿区西新宿3-20-2
（法人番号　9010001086351）

- 1,870,000 - 2 仕様書【PDF】

127 フラグメント創薬用試薬キット 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10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）

- 1,786,400 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/0AP6NLL1/7R1SEXH8FLF37QQD9OEQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/QASXF2AZ/TPMMYL5UHVLB2WWGRYR7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/S84CUWUK/U8ML9L19DJTUG1CJSR3X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/1SZAE374/J36YF47M2K0G102K5SVI.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

128 マルチチャンネル生体信号計測装置 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10月27日
（株）フィジオテック
東京都千代田区岩本町1-6-3
（法人番号　4010001028093）

- 3,982,000 - 1 仕様書【PDF】

129 ヒト睡眠時間制限試験 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10月20日
（株）オルトメディコ
東京都文京区小石川1-4-1
（法人番号　9010001096680）

- 6,035,920 - 1 仕様書【PDF】

130 ALOS-2衛星データ 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10月6日

（一財） リモート・センシング技術セン
ター
東京都港区虎ﾉ門3-17-1
（法人番号8010405009768）

- 1,839,200 - 1 仕様書【PDF】

131
海底ボーリングコア試料および音波探査
記録データの分析 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10月6日
川崎地質（株）
東京都港区三田2-11-15
（法人番号 7010401037591）

- 5,940,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/HDJOCAQV/2KL49NOW8FF7UOOJS9LW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/E65EY8I1/DH877PEDR5LVR7ASWVKS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/POMMMHEO/P5F0VSNZRI2UM1WPE4MF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/Q9YN0EPN/JGPX4TSMYWQ9Z5U3K84F.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

132
南あわじ市における第四系ボーリング調
査（令和3年度） 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10月11日
ニタコンサルタント（株）
徳島県徳島市川内町鈴江西38-2
（法人番号8480001001677）

- 4,895,000 - 2 仕様書【PDF】

133
中川低地北部における沖積層ボーリング
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10月15日
大洋地下調査（株）
東京都足立区西綾瀬4-3-11
（法人番号5011801009488）

- 3,080,000 - 1 仕様書【PDF】

134
令和３年度横手盆地東縁断層帯南部の補
備調査 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10月13日
中央開発（株）東京支社
東京都新宿区西早稲田3-13-5
（法人番号 5011101012993）

- 6,490,000 - 1 仕様書【PDF】

135 微生物培養電気化学デバイス 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10月22日

（株）東方技研
神奈川県横浜市青葉区美しが丘4-
27-11
（法人番号　1020001087810）

- 2,552,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/G7CES5D3/KYEXRBU0VPSEIDPOGAYB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/TUHE1BGN/T9L8XTCEKVF8SL2FA059.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/X6OGDJ1A/H2FCFWKBXBTEYL52WUHK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/HDLMCWZW/7Y4FGEUU75N0TCTEIP4G.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

136 無停電電源装置 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10月28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）

- 4,950,000 - 2 仕様書【PDF】

137 現場実験用ナノ粒子径計測システム 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10月28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　1013201004346）

- 4,950,000 - 2 仕様書【PDF】

138 自動搬送機構　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10月1日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505　）

- 7,150,000 - 1 仕様書【PDF】

139
パーティクルカウンター(ハンドヘルドタイ
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10月5日
日本カノマックス（株）
東京都港区浜松町2-6-2
（法人番号4120901007846 ）

- 3,940,200 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/GVIFCK03/POR5LOXVIQ8IUCTW904V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/AJM4LYL1/KZC20M1CT5T8JH4HCR0L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202109/9BZ5848P/SU5C9UVZUU8ROLFWSHK3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/OSU5HPH2/QT4WOM4ZARFWPR4KNU0E.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

140 エアロゾル希釈機　5台

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10月13日
日本カノマックス（株）
東京都港区浜松町2-6-2
（法人番号　4120901007846）

- 3,231,855 - 1 仕様書【PDF】

141
メタン分解用水蒸気発生・制御ユニット　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10月4日
（株）リガク東京支店
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-4
（法人番号　5012801002680）

- 4,312,000 - 1 仕様書【PDF】

142 真空スイッチ実装作業　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10月11日
（株）コルグ営業企画室
東京都稲城市矢野口4015-2
（法人番号　8011301002577）

- 2,200,000 - 1 仕様書【PDF】

143 12インチSOI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10月8日
信越アステック（株）
東京都千代田区内神田2-2-1
（法人番号　4010001018615 　）

- 9,900,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/B7QSGKSK/JKAODSE8Z247QFK7KBCI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/3CPINFMT/PBT0W1HF5BZ4LYIK91LA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/EW5HTOII/BIM8CG9VSCYX7CF3QAN5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/FOQK7RHT/EXWNVBCISQAKCE8D1C81.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

144 小型蛍光顕微鏡　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10月1日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830　）

- 1,928,377 - 1 仕様書【PDF】

145
水素利用技術の金属材料使用に関する
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10月15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 　）

- 2,750,000 - 1 仕様書【PDF】

146
紫外可視近赤外吸収スペクトル測定装置
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10月5日
東新（株）つくば営業所
茨城県つくば市二の宮1-2-3
（法人番号　2010601022844）

- 3,575,000 - 1 仕様書【PDF】

147
表層MHコア堆積物粒子密度測定用乾式
自動密度計　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10月15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）

- 3,383,600 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/NEVBE4NO/7T4IPFOPGUOZWC4RSU7N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/XTBT680L/DCIYAEUOBDANQKEWG9KJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/YJE4FRKV/LC8HHJ6XPY3J8AXZ7KNK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/3OHCB5HZ/HRPZ6E5AGD8A72HB1M2F.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

148
固定・移動発生源から排出される大気汚
染物質の将来排出量推計　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10月27日
（株）現代企画社
東京都中野区中央5-49-10
（法人番号　5011201001599 　）

- 1,870,000 - 1 仕様書【PDF】

149 データ解析用ワークステーション　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10月19日
（株）ファナティック
東京都千代田区五番町1-11
（法人番号　4010001100018）

- 3,223,000 - 2 仕様書【PDF】

150 メタン熱分解反応生成ガス分析装置　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10月14日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号　6010801006420）

- 4,842,200 - 1 仕様書【PDF】

151 大空間の空気清浄化装置　10台

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10月18日
（株）池田理化つくば支店
茨城県つくば市赤塚字牛ｹ渕586-9
（法人番号　3010001010696 　）

- 2,297,900 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/AV9KH22S/IJKB3N5LJTRQBCQ2YXVT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/D4POP3ND/D5A0MBDGLXDVWLHFUD9X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/F3UU4U55/AI56ZS0MVINU72N8EX94.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/VGNWQLKI/X0Z3ND7WRHFQ20YAMZBR.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

152
温室効果気体濃度分析用制御・データ処
理装置　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10月14日
日本アンス（株）
東京都府中市片町3-26-12
（法人番号7012401003243　）

- 1,677,500 - 1 仕様書【PDF】

153 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10月15日

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

- 3,696円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,835,756円
仕様書【PDF】

154
熱対流シミュレーション用電子計算機　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10月19日
（株）ＨＰＣテック
東京都中央区日本橋富沢町7-13
（法人番号　7010001120401）

- 2,308,900 - 2 仕様書【PDF】

155
高温イオン注入装置　交換用ドライポンプ
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10月28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）

- 1,622,500 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/30YJC5L4/88X7LBBYZEI587VQ3CGE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/8YRPNQOQ/S5KOP62099V2SQS8KJ6X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/8YRPNQOQ/S5KOP62099V2SQS8KJ6X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/8YRPNQOQ/S5KOP62099V2SQS8KJ6X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/8YRPNQOQ/S5KOP62099V2SQS8KJ6X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/W6BRYEPA/T6G1VIO6FOCQLFT0F7RP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/UWHQTYJR/EOQL5M3078BZ377EKP79.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

156 ミキサーセトラー装置　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10月22日
（株）アート科学
茨城県那珂郡東海村村松3135-20
（法人番号　4050001004834）

- 7,920,000 - 1 仕様書【PDF】

157 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10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）

- 3,190円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,571,140円
仕様書【PDF】

158
蛍光物質モニタリング用反応液採取装置
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10月26日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420　）

- 2,993,100 - 1 仕様書【PDF】

159 埋込研磨装置用 自動研磨装置 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10月12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）

- 1,695,100 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/D2TD3PMN/HFL29YS55QMC1NGZMFRE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/8WYO04MW/91WCNE6X7E5UP7GE3TYJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/8WYO04MW/91WCNE6X7E5UP7GE3TYJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/8WYO04MW/91WCNE6X7E5UP7GE3TYJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/8WYO04MW/91WCNE6X7E5UP7GE3TYJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/TAM6USV0/XXQI3VFI7F56VRAYQR97.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/RZYD5FZX/HRF2ME8RS81VNLAVLGWF.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

160 乾式自動密度計 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10月13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）

- 3,309,350 - 1 仕様書【PDF】

161
ハイスループット弾性率・ポアソン比評価
用音速測定装置 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10月1日
オリンパスマーケティング（株）
東京都新宿区西新宿2-3-1
（法人番号2011101037845　）

- 2,420,000 - 1 仕様書【PDF】

162
ハイスループットスクリーニング用蛍光X線
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10月1日
オリンパスマーケティング（株）
東京都新宿区西新宿2-3-1
（法人番号2011101037845　）

- 6,600,000 - 1 仕様書【PDF】

163 金属組織観察用マイクロスコープ 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10月4日
オリンパスマーケティング（株）
東京都新宿区西新宿2-3-1
（法人番号2011101037845　）

- 7,799,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/AHC35IDO/4GPE36ENSXAFWK7AJOFV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202109/O6R99X92/9UKU6OVBVFRMYN82FIWK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/N3V7JPDW/22O3LE9YQISBIKHPMQWS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/P6NO3N4E/RZMT2860CLA06WWHFBFP.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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）
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落札率（％）
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又は見積もり合
わせの参加者
数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

164 電解砥粒エッチング用電源 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10月4日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505　）

- 2,937,000 - 1 仕様書【PDF】

165 小型切削加工機 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10月12日
（有）アクシズエンジニアリング
東京都日野市新町5-4-16
（法人番号5013402006922　）

- 9,889,000 - 1 仕様書【PDF】

166 基板搬送機構 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10月14日
（株）ミノリテック
茨城県小美玉市堅倉1733-29
（法人番号2050001011948　）

- 3,674,000 - 1 仕様書【PDF】

167 粉体流動性特性評価装置 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10月18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　）

- 6,998,200 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/45BCCIQV/VYJSBC0H1C7LL8JJ17RQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/8WXHDR33/ETM5DVDFGML1PU7SSHDO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/EN3QNKQP/11I9XGEK3GQEE9FP2VH3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/MOXDSK3Y/0V57QPXXO4SGKHPFRWTD.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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（％）
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又は見積もり合
わせの参加者
数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

168 極薄ハプティックMEMS一次試作 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10月27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）

- 9,240,000 - 1 仕様書【PDF】

169
ハプティックMEMS電気特性評価システム
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10月18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）

- 4,646,400 - 1 仕様書【PDF】

170 純水製造装置 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10月20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　）

- 2,649,790 - 1 仕様書【PDF】

171 FT用共電解生成ガス流量計 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10月25日
英和（株）
東京都品川区西五反田1-31-1
（法人番号6120001041612）

- 1,815,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/60XO1RK4/ADXMQQ6EL3T05QKWQRUI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/LO4C2FSD/B3GRB0PSCQ5HP2HFT7VM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/PM9AZL8O/75BRSF9EHRK46Y4FTT2J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/GA1UYF0U/NOZZJLZ6PD7ML59SM96M.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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）
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（税込）
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又は見積もり合
わせの参加者
数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

172 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10月26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）

- 2,750円/時間 - 1

単価契約
予定総額
2,112,000円
仕様書【PDF】

173 高性能センサーカメラ 68台 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10月5日
（株）国際情報ネット
千葉県柏市北柏4-1-2
（法人番号　1040001043530）

- 3,604,700 - 1 仕様書【PDF】

174
材料データ構造化AIツール開発用サーバ
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10月28日
（株）ＨＰＣテック
東京都中央区日本橋富沢町7-13
（法人番号　7010001120401）

- 4,618,900 - 2 仕様書【PDF】

175
ABCI データセット公開モデルの利用促進
ツールの開発 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10月4日
（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1
（法人番号　1010901026918）

- 5,819,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/Y1BJSVD6/9W8UKG4WKGDLCBFHCUKU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/Y1BJSVD6/9W8UKG4WKGDLCBFHCUKU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/Y1BJSVD6/9W8UKG4WKGDLCBFHCUKU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/Y1BJSVD6/9W8UKG4WKGDLCBFHCUKU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/4HAIL7J4/V9D67OAL4I0806YO1X9P.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/G8RAT329/NFXKQ7IT7C5QMIF2GGE7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/ROF5LHI5/3IYJSAVT6RU1AM248647.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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
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数
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特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

176
3DDBシステムと2DDBシステムの連携/標
準化についての検討及び3DDBシステム
の機能改修作業 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10月14日
（株）ソフトソリューションズ
茨城県つくば市千現2-1-6
（法人番号　4050001038808）

- 6,977,850 - 1 仕様書【PDF】

177
次世代メモリデバイスに対応するデータ管
理方式の設計にかかる技術相談 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10月19日
（株）数理技研
東京都千代田区大手町2-6-2
（法人番号　6010701014176）

- 9,513,240 - 2

単価契約
予定総額
9,513,240円
仕様書【PDF】

178
ネットワークモデルにおける活性化/不活
性化経路探索技術の開発 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10月14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）

- 7,150,000 - 1 仕様書【PDF】

179
感性ユーザーモデルを利用した情報推薦
システムのパッケージ化 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10月22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）

- 1,848,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/UVBZQ56X/526UM5MKYRZZ4MVEOCFX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/012AHIYJ/6H099XX8YLKHULJZYNAW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/012AHIYJ/6H099XX8YLKHULJZYNAW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/012AHIYJ/6H099XX8YLKHULJZYNAW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/012AHIYJ/6H099XX8YLKHULJZYNAW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/4XNQNA1O/F8T5GV8EEVXC5QUVWENB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/107ZO53X/APXGCGLVHSOZ5D5OZ8AR.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10月）＞

連番 物品役務等の名称及び数量
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特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

180
干渉SAR処理結果公開ウェブアプリケー
ションの構築業務 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10月18日
三菱スペース・ソフトウエア（株）
東京都港区浜松町2-4-1
（法人番号　9010401028746）

- 5,973,000 - 1 仕様書【PDF】

181 自動化対応プレート遠心機 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10月18日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号　3010001010696）

- 5,720,000 - 2 仕様書【PDF】

182 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10月8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）

- 6,032円/時間 - 1

単価契約
予定総額
5,097,378円
仕様書【PDF】

183 因果学習に関する実験と補助 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10月27日
（株）創夢
東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14
（法人番号　1011001012817）

- 1,753,400 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/8HKS38JE/7Z7MOLZ4EU5V01P7YWEF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/W1JKQX82/3XXCAZNFUWHGLG50CMKQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/DJO90MKQ/METYVGJLFRNOR3GGXB07.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/DJO90MKQ/METYVGJLFRNOR3GGXB07.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/DJO90MKQ/METYVGJLFRNOR3GGXB07.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/DJO90MKQ/METYVGJLFRNOR3GGXB07.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/M0UMLZFP/C3EYV1BIDULKE3CNK3CR.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10月）＞
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特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

184 オープンソース自動分注機 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10月26日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号　3010001010696）

- 1,776,060 - 2 仕様書【PDF】

185
3DDB Viewerのための移動体データベー
ス構築業務 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10月27日
三菱スペース・ソフトウエア（株）
東京都港区浜松町2-4-1
（法人番号　9010401028746）

- 8,107,000 - 1

186
発酵培養槽培養条件下における麹菌遺伝
子発現データ解析作業 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10月26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）

- 7,920,000 - 1 仕様書【PDF】

187
粉体物性予測システムに関するプログラ
ムソースコードの作成 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10月12日
（株）アイヴィス
東京都文京区本郷3-6-6
（法人番号8010001000057）

- 7,260,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/NAT6226F/QJJS8VU3SS7BWGP1A5CM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/Q1QFOWL1/RTRI7RAX9EGMA5YCNHUV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/GAG3CQPM/XPQJKGEQKGIGLFC056LP.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

188 資源化反応評価装置 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10月19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）

- 8,140,000 - 1 仕様書【PDF】

189 電子顕微鏡試料作製装置 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10月25日

日本電子（株）名古屋支店
愛知県名古屋市中村区那古野1ｰ
47ｰ1
（法人番号9012801002438）

- 4,400,000 - 1 仕様書【PDF】

190
ガスクロマトグラフ四重極質量分析装置 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10月28日
日本電子（株）大阪支店
大阪府大阪市淀川区西中島5-14-5
（法人番号9012801002438　）

- 9,152,000 - 1 仕様書【PDF】

191 超高速液体クロマトグラフ 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10月14日
（株）三洋商事
大阪府大阪市北区中崎西2-4-12
（法人番号9120101036773　）

- 2,970,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/SKR4TGJU/7W0801TPFDOK1NR6MAE9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/OHVM8RZR/GOSGTXAK5KCXFB2E4FF9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/SRRQFOL2/FSP56W2FLZ2V6QLVRGFH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/EHMUXGNF/WSVIY8KO3R1IAEVTGQ9V.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

192 化学発光・蛍光撮影装置 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10月14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）

- 2,186,800 - 1 仕様書【PDF】

193 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10月27日
三和理研（株）
大阪府箕面市船場東3-6-62
（法人番号9120901020522　）

- 4,147,000 - 1 仕様書【PDF】

194 ＢＩＯＸ  ３Ｄプリンタ装置賃借 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10月25日
キコーテック（株）
大阪府箕面市船場西3-10-3
（法人番号2120901020396　）

- 880,000 - 1 仕様書【PDF】

195 熱重量示差熱測定装置 １式

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

令和3年10月5日
（株）扶桑理化
広島県福山市松永町6-20-12
（法人番号　4240001031933）

- 3,509,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/TCAI99TD/UD4GWCUNKT3SOPRXP3WQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/V27FSKCC/7M45CL7O2KLXYFI3U1CS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/R9AGRPMD/CFPJ2W9ASMCF04PAM4K4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/NF6AV1RW/2TO0VR6WSCYZ0LFKTR5A.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

196 モニタリングシステム １式

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

令和3年10月19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）

- 1,999,998 - 1 仕様書【PDF】

197 HPLC脱気装置・消耗部品交換作業 １式

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

令和3年10月5日
日新精器（株）
広島県広島市南区東雲2-13-15
（法人番号　6240001008517）

- 1,430,000 - 1 仕様書【PDF】

198 研究支援者派遣　1式

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

令和3年10月14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）

- 3,300円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,767,920円
仕様書【PDF】

199 ダイヤモンドワイヤーソー １式

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

令和3年10月19日
（株）扶桑理化
広島県福山市松永町6-20-12
（法人番号　4240001031933）

- 6,985,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/KRI3M1O2/97G7UAHPBNEB74OCKDGH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/1ITCSGSQ/1R81T4VZ2G8V3XXYM0WF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/XP30WRI8/BKHW08K1QY75POIWHC5V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/XP30WRI8/BKHW08K1QY75POIWHC5V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/XP30WRI8/BKHW08K1QY75POIWHC5V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/XP30WRI8/BKHW08K1QY75POIWHC5V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/QO9WFCCL/SKAPM5QL1LRAX1R47NYK.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

200 ゴム摩耗試験装置 １式

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

令和3年10月25日
（株）扶桑理化
広島県福山市松永町6-20-12
（法人番号　4240001031933）

- 1,738,000 - 1 仕様書【PDF】

201 卓上型高周波スパッタリング装置 １式

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

令和3年10月25日
サンユー電子（株）
東京都新宿区百人町1-22-6
（法人番号　2011101008185）

- 7,150,000 - 2 仕様書【PDF】

202 赤外分光分析装置 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10月12日
（株）大一器械　香川営業所
香川県高松市伏石町2128-1
（法人番号9480001001296）

- 4,994,000 - 1 仕様書【PDF】

203 データ集録・処理システム 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10月8日
日本ナショナルインスツルメンツ（株）
東京都港区芝大門1-9-9
（法人番号3010401023042　）

- 2,977,920 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/RK0KDTSV/VHCYC5KFIY77088HJKZM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/8OE9DW72/WV335SPMPCJP7SCPPFJ7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/JXENDCXV/VWJ80GHEH833T3DCT94O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/OLVVP5YI/MHHKIHF82WQW8GQW4PUW.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

204 紫外可視吸収スペクトル測定装置 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10月28日
日本測器（株）福岡営業所
福岡県久留米市中央町38-6
（法人番号5140001012224　）

- 1,999,800 - 1 仕様書【PDF】

205 微小発光現象観察用装置 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10月29日
九州計測器（株）
福岡県福岡市博多区山王1-6-18
（法人番号8290001012363　）

- 1,848,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/DHICW96E/GC0I8ETQ520HGQDR4P1S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/19NN00YQ/XFIMMXBUIKJUW8NWIKW0.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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（％）
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又は見積もり合
わせの参加者
数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

206 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10月26日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 4,890円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,755,980円
仕様書【PDF】

207
ワイヤレス筋電計測デバイス及びワイヤ
レス筋電計測デバイス用Windowsアプリ
ケーション開発 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10月4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）

- 3,256,000 - 1 仕様書【PDF】

208 知識構造化支援システムの改良 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10月7日
オールウィンシステム（株）
東京都港区海岸1-2-20
（法人番号2010401103159）

- 5,988,321 - 2 仕様書【PDF】

209 身体動作検出装置 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10月20日
（株）ネクストシステム
福岡県福岡市南区井尻3-12-33
（法人番号6290001026241）

- 1,753,400 - 1 仕様書【PDF】

210 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10月22日
（株）メイテック
東京都台東区上野1-1-10
（法人番号1180001027412）

- 4,400円/時間 - 1

単価契約
予定総額
3,379,200円
仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/MRL6IDNJ/RMJAYFTW32OCO2SVKP0Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/MRL6IDNJ/RMJAYFTW32OCO2SVKP0Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/MRL6IDNJ/RMJAYFTW32OCO2SVKP0Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/MRL6IDNJ/RMJAYFTW32OCO2SVKP0Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/6KHLF64H/96GKB9BMGURT7J0VHV87.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/BT9XVOFT/Y77E6J5HJJP8DTCL0RIL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/OO1DU4X9/89JYCC95G8VDCKM53E24.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/82JTKZ0E/ZDYYWHU5R0DQWM2VNDSL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/82JTKZ0E/ZDYYWHU5R0DQWM2VNDSL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/82JTKZ0E/ZDYYWHU5R0DQWM2VNDSL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202110/82JTKZ0E/ZDYYWHU5R0DQWM2VNDSL.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和３年10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）
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又は見積もり合
わせの参加者
数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

211
統合型有限要素解析ソフトウェアライセン
ス 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10月21日

プログレス・テクノロジーズ（株）
東京都江東区青梅1-1-20ダイバーシ
ティ東京オフィスタワー15F
（法人番号3011201013555）

- 6,832,348 - 1

819,940,478 762,061,377 93%


	【確認用】

