
＜特例随意契約一覧表（令和4年3月）＞
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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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もり合わせ
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備　　考

1
CO2分離回収技術の動向調査と比
較に関するデータ整理業務　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4年3月17日

（一財）エネルギー総合工
学研究所
東京都港区西新橋１-14-
2
（法人番号
5010405000044）

- 2,499,600 - 1 　仕様書【PDF】

2
二酸化炭素塗装装置の高粘度ポ
リマー噴霧実験向けの改造 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4年3月28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）

- 3,243,042 - 2 　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
狩野　篤
（宮城県仙台市宮城野区苦竹4-
2-1）

令和4年3月11日

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

- 2,420円/時間 - 1

単価契約
予定総額3,310,560円
仕様書【PDF】

4
高高度気象観測システム構築作
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4年3月24日

（株）ＮＴシステムズ
東京都千代田区神田紺
屋町11
（法人番号
8010001121943）

- 3,300,000 - 1 　仕様書【PDF】

5 高圧水素ガス供給設備改造 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4年3月15日

（株）巴商会郡山営業所
福島県郡山市田村町金
屋字孫右ｪ門平100
（法人番号
4010801008518）

- 9,955,000 - 1 　仕様書【PDF】

6 視線測定装置 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4年3月28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）

- 4,504,500 - 1 仕様書【PDF】

7
低消費電力CMOS LSI試作チップ
製造 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4年3月22日

凸版印刷（株）エレクトロ
ニクス事業本部
東京都港区芝浦3-19-26
（法人番号
7010501016231）

- 5,379,000 - 2 　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/202203/1KZFJ5A6/9X78G3A5ZH2DYLJGF0HL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/ZDIVR10G/V6BEEJ36M9K8RAWQY9CZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/JO25KH8F/MYYNVMWE7O3SJUAAGVUY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/JO25KH8F/MYYNVMWE7O3SJUAAGVUY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/JO25KH8F/MYYNVMWE7O3SJUAAGVUY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/JO25KH8F/MYYNVMWE7O3SJUAAGVUY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/A0PQ3R4K/1TG582KV75IHH39YH6OZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/D7AXSASI/HC6XB23UQI4TP46J6PA8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/S6ZGR5P0/FW7ESM7RCPHR8C9WJPAZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/G4JJH3KX/UVKPFZS36RCFARP8YOOT.pdf
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8 単一光子検出器 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4年3月29日

（株）オプトサイエンス
東京都新宿区内藤町1
（法人番号
9011101004178）

- 1,718,200 - 1 　仕様書【PDF】

9 データベースソフトウェア １式

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

令和4年3月4日

（株）システムサポート
石川県金沢市本町1-5-2
（法人番号
3220001003282）

- 2,195,600 - 1 　仕様書【PDF】

10 AiIP03技術資料作成 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4年3月25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）

- 2,255,000 - 1 　仕様書【PDF】

11
高分解能質量分析装置の修理作
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4年3月16日

日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-
8
（法人番号
5010001006123）

- 3,659,920 - 1 　仕様書【PDF】

12 ポリイミド 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4年3月25日

稲畑産業（株）
大阪府大阪市中央区南
船場1-15-14
（法人番号
4120001077360）

- 2,640,000 - 1 -

13 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4年3月29日

セイコー・イージーアンド
ジー（株）
千葉県千葉市美浜区中
瀬1-8
（法人番号
1040001012832）

- 2,480,500 - 1 　仕様書【PDF】

14 試験槽 １式

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

令和4年3月14日

エミック（株）さいたま事業
所
埼玉県日高市大字旭ｹ丘
620-1
（法人番号
3010701001763）

- 3,520,000 - 1 　仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/3YLRI2FG/8FYAF33IBU3G9U4O8JRV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/53B1AZ8L/VR70T2U61AFFBDWOFVC7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/ZO5DB45U/RB7YJ1RYB8HU9QNEGSO6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/CWD4SZUE/JR2BXEMSIONWFZUHXZSS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/2WW4SK9L/1C94TNGMFLXKWWSCJD7K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/2MJU5TVF/NSD9OEFEWD9PQGNRYO1O.pdf
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15 TEMセル用信号増幅器 １式

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

令和4年3月1日

（株）テクノサイエンスジャ
パン
東京都世田谷区玉川台
2-28-5
（法人番号
9010901015657）

- 1,188,000 - 1 　仕様書【PDF】

16
周波数校正用データ送信系故障
診断作業 １式

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

令和4年3月3日

フレックタイム（株）
茨城県つくばみらい市板
橋2732-1
（法人番号
6050001024946）

- 1,100,000 - 1 　仕様書【PDF】

17 凝縮粒子計数器 １式

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

令和4年3月3日

東京ダイレック（株）
東京都新宿区内藤町1
（法人番号
2011101015074）

- 6,688,000 - 1 　仕様書【PDF】

18 防爆型冷蔵庫 １式

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

令和4年3月2日

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

- 1,811,700 - 1 　仕様書【PDF】

19
導波管パワーセンサおよびパワー
メータ校正作業 １式

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

令和4年3月28日

（株）テクノサイエンスジャ
パン
東京都世田谷区玉川台
2-28-5
（法人番号
9010901015657）

- 1,486,100 - 1 　仕様書【PDF】

20
高精度標準供給座標測定機用ソフ
トウェア数値制御プログラミング機
能追加 １式

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

令和4年3月11日

（株）東京精密北関東営
業所
茨城県土浦市東中貫町4
（法人番号
5010101009430）

- 1,870,000 - 1 　仕様書【PDF】

21 大気圧型グローボックス １式

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

令和4年3月4日

（株）ＵＮＩＣＯ
茨城県守谷市緑2-25-10
（法人番号
7050001029052）

- 1,540,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/8OAVNLPQ/88MJNY7WH8FTYA2Y2NFI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/LEO2QMQU/ZNVAV2NRP6W09FPPYWZC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/SOCG5HR4/YRIAW91B3WEFRE3BH49R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/TH9JTJS4/0NEE097F1VN94X2WN36Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/K94K7QWB/36YLW5AGCJKEUB65F90K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/ZBL7OX3L/1ZKTICTI9PV913JQZZNY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/7G1TAJJC/BKKZE2V0QIGAECF0LDHP.pdf
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22
高速液体クロマトグラフ質量分析
計メンテナンス作業 １式

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

令和4年3月17日

（株）ナイカイつくば支店
茨城県つくば市台町3-8-
8
（法人番号
8120001029481）

- 2,233,000 - 1 仕様書【PDF】

23
CO2資源化技術に関する動向調査
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4年3月4日

（株）東レリサーチセン
ター
東京都中央区日本橋本
町1-1-1
（法人番号
5010001051549）

- 2,445,300 - 1 仕様書【PDF】

24 回転式水熱合成反応装置 １式

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

令和4年3月16日

（株）ヒロ
神奈川県横浜市港南区
大久保2-2-26
（法人番号
3020001029942）

- 3,337,400 - 1 仕様書【PDF】

25 閉空間実験ブース １式

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

令和4年3月29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）

- 4,730,000 - 3 仕様書【PDF】

26
ICP発光分光分析装置の移設及び
排気設備設置作業 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4年3月28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）

- 1,800,810 - 1 仕様書【PDF】

27 スーパークリーン生成装置 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4年3月11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）

- 2,299,000 - 1 　仕様書【PDF】

28 培養庫付き嫌気チャンバー 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4年3月18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）

- 6,833,640 - 1 　仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/25LA52WP/G65MOM0V5D23J18K5YO9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/4JOPCHYF/8PBIF9MKK94LZIPVKMD6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/SCYWX55J/6XGSA81WTF2S3Y6DQTBF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/VS7L3CEV/396WSAVQPW7TW6DPLGC5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/SIAX0DKE/FF44KZGJ6K3146WED94U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/5607TBAJ/TF4RS41OLKSPJFQD8DXD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/0QFFXMCY/NCZVNVVH5X3PPI1IATCP.pdf
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29 電動マイクロマニピュレーター １式

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

令和4年3月29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）

- 3,300,000 - 1 　仕様書【PDF】

30 安定発現細胞プール作製 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4年3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）

- 2,195,600 - 1 　仕様書【PDF】

31 ウエアラブルアイトラッカー 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4年3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）

- 4,647,500 - 1 　仕様書【PDF】

32 DC加速度計システム 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4年3月15日

（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1ｰ
1ｰ6
（法人番号
8010001051991）

- 4,008,576 - 1 　仕様書【PDF】

33
移動を伴う活動の促進に関するオ
ンライン実験調査の参加者誘導業
務 １式

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

令和4年3月28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）

- 2,420,000 - 1 　仕様書【PDF】

34 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4年3月28日

理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-
16-2
（法人番号
8180001124830）

- 1,839,200 - 1 　仕様書【PDF】

35
地質試料分析用機械学習・深層学
習手法検討およびＧＵＩアプリケー
ション開発 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4年3月16日

マスワークス（同）
東京都港区赤坂4-15-1
（法人番号
3010403007563）

- 1,650,000 - 2 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/FGXIYKJV/DBHP4YZJZNCQ1GYZ3JV2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/KZFCP9R8/ELTWELNH8SBBPNLBAIWC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/NOE7W3M2/CG56U8L0LD8UL3HN85O1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/WGRGELQ4/3C8XFFXCTH2RYJU94N3B.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/84L7NO5T/C1VCB8IB33AAQHZBMR44.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/JQHUUQ71/G75DKH9R2MZPYY8OQV8X.pdf
http://jcms-prod.aist.go.jp/detail/P08C14VA/6FE4HKGPDTX36BMZ435A.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年3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
越後平野の深層地下水に対する
揚水影響評価 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4年3月4日

日本工営（株）茨城事務
所
茨城県水戸市城南2-1-
20
（法人番号
2010001016851）

- 2,998,600 - 1 仕様書【PDF】

37
レーザーアブレーション装置レンタ
ル 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4年3月18日

西進商事（株）東京支店
東京都港区芝大門2-12-
7
（法人番号
9140001008730）

- 9,998,645 - 1 　仕様書【PDF】

38 ショットガンメタゲノム解析 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4年3月16日

（株）生物技研
神奈川県相模原市緑区
長竹657
（法人番号
4021001057998）

- 1,320,000 - 1 　仕様書【PDF】

39
第七事業所：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1-1-2)

令和4年3月4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 - 1

単価契約
予定総額
1,892,220円
仕様書【PDF】

40
第七事業所：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1-1-3)

令和4年3月22日

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

- 2,695円/時間 - 1

単価契約
予定総額
1,592,745円
仕様書【PDF】

41
流動層反応用ガス連続分析計 １
式

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

令和4年3月28日

遠藤科学（株）
茨城県つくば市天久保1-
12-22
（法人番号
5080001000689）

- 3,223,000 - 1 　仕様書【PDF】

42
誘導結合プラズマ発光分光分析装
置の年間保守 １式

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

令和4年3月23日

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

- 1,100,000 - 1 　仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/VIV45G56/4TI41LBP2EJ4DKNB5A4L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/1SJGM3G3/T8RQDMQLPLGKBGEP3NLG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/NC7XONYZ/8YV7R06FRDHKYGGSF5G9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/3R924DEL/NZAN3YYXD4745TIOR7PS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/3R924DEL/NZAN3YYXD4745TIOR7PS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/3R924DEL/NZAN3YYXD4745TIOR7PS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/3R924DEL/NZAN3YYXD4745TIOR7PS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/PQ7A8FIU/P6RFDHYQHFCOHUA47V8D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/PQ7A8FIU/P6RFDHYQHFCOHUA47V8D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/PQ7A8FIU/P6RFDHYQHFCOHUA47V8D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/PQ7A8FIU/P6RFDHYQHFCOHUA47V8D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/IBKO5IYZ/QVZ7P39R6SCNC2QAUNSV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/E62EB2MI/P5QMSZTRTW5HWOXGX8IE.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年3月）＞
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43 ネットワークレイヤ3スイッチ 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4年3月11日

ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-
11-8
（法人番号
8050001016181）

- 9,900,000 - 1 　仕様書【PDF】

44
シリコンゲルマニウム化学気相成
長装置用部品 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4年3月29日

（株）リョーサン 水戸支店
茨城県ひたちなか市勝田
本町18-7
（法人番号
8010001008810）

- 5,446,430 - 1 　仕様書【PDF】

45
顕微分光膜厚計用赤外線カメラユ
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4年3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）

- 4,180,000 - 1 　仕様書【PDF】

46
高圧下水素貯蔵放出特性評価装
置改修 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4年3月23日

（株）プレテック
千葉県千葉市稲毛区山
王町403-2
（法人番号
9040001016314）

- 2,195,490 - 1 　仕様書【PDF】

47 シリンダ-キャビネット 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4年3月16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）

- 2,475,000 - 1 　仕様書【PDF】

48 6インチSi基板 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4年3月4日

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

- 4,065,600 - 1 　仕様書【PDF】

49
共同試験用試料等の海外輸送作
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4年3月22日

西日本鉄道（株）国際物
流事業本部
東京都中央区日本橋3-
2-5
（法人番号
4290001009413）

- 1,930,460 - 2 　仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/XSRIM35U/HFQ1INVLQ2KVHSPPYZ1T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/LY1NVPGM/BLMIHU6J24D8DKUWRU5Q.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/3CH458D5/QPLVYW3S3SWHTM0D341V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/Y5OZI7QO/DYWSE9J4IVKLQMSJPI35.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/MJQABUCE/FUIBHBO3CJ13XKRP6GO0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/23VYEULI/6XROYMKSWNZ8ZPTPOFD0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/5L1V8IBV/NHHT4NR76YKQ2WCTNT41.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年3月）＞
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50
流体・粒子運動解析ソフトウェア １
式

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

令和4年3月24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）

- 3,998,500 - 1 　仕様書【PDF】

51
集合知解析基盤（GAMA）保守　１
式

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

令和4年3月9日

HPCシステムズ（株）
東京都港区海岸3-9-15
（法人番号
4010401096252）

- 2,310,000 - 1 仕様書【PDF】

52 液体アルゴン　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4年3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）

- 240円/㎏（税抜額） - 2
単価契約予定総額
4,884,000円
仕様書【PDF】

53 2-プロパノール（IPA）　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4年3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）

- 47,200円/本（税抜額） - 1
単価契約予定総額
1,609,520円
仕様書【PDF】

54 リン酸　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4年3月15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）

- 181,000円/本（税抜額） - 1
単価契約予定総額
2,588,300円
仕様書【PDF】

55 液体酸素　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4年3月15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）

- 41.3円/㎏（税抜額） - 2
単価契約予定総額
7,323,316円
仕様書【PDF】

56 三フッ化窒素（NF3）　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4年3月10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）

- 850,000円/本（税抜額） - 1
単価契約予定総額
7,480,000円
仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/VAQGROJS/OGOV0AHKCFMAM3RIT5Z3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/ZYMSBJHW/T8GIYX6IIYA2FM74UUZB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/QLKIXFGV/CWHY4RVJ158AXOZGXX57.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/QLKIXFGV/CWHY4RVJ158AXOZGXX57.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/QLKIXFGV/CWHY4RVJ158AXOZGXX57.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/7PGBH0TE/EJ0N2QJWJSZ6W4PSYBL8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/7PGBH0TE/EJ0N2QJWJSZ6W4PSYBL8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/7PGBH0TE/EJ0N2QJWJSZ6W4PSYBL8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/YGQE55MY/26HR3049L0GNF5QP3EO1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/YGQE55MY/26HR3049L0GNF5QP3EO1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/YGQE55MY/26HR3049L0GNF5QP3EO1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/RDS8KWCB/PP650CDB0J4GDY3OUGQ5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/RDS8KWCB/PP650CDB0J4GDY3OUGQ5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/RDS8KWCB/PP650CDB0J4GDY3OUGQ5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/3I0HTC2R/U707JVAKAW6H6B5T52QL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/3I0HTC2R/U707JVAKAW6H6B5T52QL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/3I0HTC2R/U707JVAKAW6H6B5T52QL.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年3月）＞
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特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

57 水素ガス　１式

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

令和4年3月10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）

- 550円/㎥（税抜額） - 1
単価契約予定総額
8,470,000円
仕様書【PDF】

58
SiCウェハのコンタミ洗浄及び研
削・研磨　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4年3月16日

（株）タイセー
埼玉県秩父市下吉田
6972
（法人番号
6030001091237）

- 9,465,500 - 1

単価契約
単価額15,000円/1回、
18,500円/1枚、16,000
円/1枚
仕様書【PDF】

59
つくば西-7B棟研究クリーンルーム
2次側ガス検知器定期点検及び上
期保守　１式

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

令和4年3月30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）

- 3,410,000 - 1 仕様書【PDF】

60 液体アルゴン（ＣＥ充填）　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4年3月11日

(株)アトックス東京営業所
千葉県柏市高田1408
（法人番号
4010001035783）

- 98円/㎏（税抜額） - 3
単価契約予定総額
1,724,800円
仕様書【PDF】

61 液体窒素（ＣＥ充填）　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4年3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）

- 66円/㎏（税抜額） - 2
単価契約予定総額
2,976,600円
仕様書【PDF】

62
集束イオンビーム加工観察装置
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4年3月14日

三菱ＨＣキャピタル（株）丸
の内オフィス
東京都千代田区丸の内
1-5-1
（法人番号
4010001049866）

- 4,290,000 - 1 　仕様書【PDF】

63
介護施設での行動計測にかかる
計測補助作業　１式

契約担当職
柏センター業務室長
黒羽　義雄
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年3月9日

マルティスープ（株）
東京都千代田区神田錦
町3-11
（法人番号
6011001034204）

- 6,183,898 - 1 　仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/MRC6YD7E/CJWKFIWU4T6ANSVWJBOW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/MRC6YD7E/CJWKFIWU4T6ANSVWJBOW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/MRC6YD7E/CJWKFIWU4T6ANSVWJBOW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/7ZWD2Z47/5LS4GAQPYB6C03T7DKM5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/7ZWD2Z47/5LS4GAQPYB6C03T7DKM5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/7ZWD2Z47/5LS4GAQPYB6C03T7DKM5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/7ZWD2Z47/5LS4GAQPYB6C03T7DKM5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/7ZWD2Z47/5LS4GAQPYB6C03T7DKM5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/EJ0H52OG/8DK1CDKR68O3Z69NC3NZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/EJ0H52OG/8DK1CDKR68O3Z69NC3NZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/EJ0H52OG/8DK1CDKR68O3Z69NC3NZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/EJ0H52OG/8DK1CDKR68O3Z69NC3NZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/K7OQ9KL4/D7WKZSYLPRMEFMSZJYPA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/K7OQ9KL4/D7WKZSYLPRMEFMSZJYPA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/K7OQ9KL4/D7WKZSYLPRMEFMSZJYPA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/HXOMYQ2P/VFPONF5TH2K7S9BBMIMZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/B3VTYNHE/AY4ZNSS32DLYQ27NPYV7.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年3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）
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争又は見積
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備　　考

特例随意契約に係る情報の公表（物品役務）

64 ドラフトチャンバー除湿機構　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4年3月30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）

- 5,225,000 - 1 　仕様書【PDF】

65 実装評価Si基板作製作業　１式

契約担当職
柏センター業務室長
黒羽　義雄
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年3月15日

東北マイクロテック（株）
宮城県仙台市青葉区荒
巻字青葉6-6-40
（法人番号
5370001019188）

- 1,430,000 - 1 　仕様書【PDF】

66 サウンドボード作製 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4年3月18日

アートワーク（株）
神奈川県横浜市西区みな
とみらい2-2-1
（法人番号
5020001099851）

- 2,101,000 - 1 　仕様書【PDF】

67 光学定盤および遮光カバー 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4年3月23日

ＭＳＨシステムズ（株）
東京都江東区木場6-6-
6-201
（法人番号
1011701022025）

- 2,801,700 - 1 　仕様書【PDF】

68
全身運動の計測・分析ソフトウェア
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4年3月22日

ゼロシーセブン（株）
東京都港区赤坂1-12-32
（法人番号
1010001007884）

- 4,730,000 - 1 　仕様書【PDF】

69
働き方デザインのためのAR・VRシ
ステムの開発 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4年3月31日

ソフトキューブ（株）
大阪府守口市京阪本通
2-3-5
（法人番号
4120001156057）

- 5,280,000 - 1 　仕様書【PDF】

70
実験室での行動計測における協力
者リクルーティング 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4年3月2日

（株）シー・エンド・シーイン
タビュー研究所
東京都品川区西五反田
8-3-16
（法人番号
5010001046573）

- 1,925,000 - 2 　仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/GGGE99Y9/AF6C7IKERSNF13QJ8PCQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/K069AL8M/0V2MEVALMW51V9DY71Q8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/JIMQIATD/TLR5AME9UU2W4ZOCSATL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/IZX13OOI/HJX1ICJHPQYA01LIZGCK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/1YCCXN8M/HMGS782ZSKOCW8LZ2UNN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/6GH1P95A/GQS6SNZYLJL4Q4XZV3V3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/EDGLDEM4/EKSWS0V8DP1OLAJHT95J.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年3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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71 三次元道路地図データ 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4年3月7日

ダイナミックマップ基盤
（株）
東京都中央区日本橋室
町4-1-21
（法人番号
4010401125416）

- 3,080,000 - 1 　仕様書【PDF】

72
生成物分析装置メンテナンス作業
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4年3月1日

大阪薬研（株）
大阪府箕面市稲5-13-10
（法人番号
6120901029319）

- 1,387,892 - 1 　仕様書【PDF】

73 電池特性評価装置 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4年3月4日

（株）東陽テクニカ大阪支
店
大阪府大阪市淀川区宮
原1-6-1
（法人番号
8010001051991）

- 1,899,744 - 1 　仕様書【PDF】

74
分取用高効率液体クロマトグラ
フィー（HPLC）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4年3月15日

日本分析工業（株）
東京都西多摩郡瑞穂町
武蔵208
（法人番号
9013101001477）

- 5,020,950 - 1 　仕様書【PDF】

75 窒素ガス発生装置 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4年3月22日

大阪薬研（株）
大阪府箕面市稲5-13-10
（法人番号
6120901029319）

- 1,980,000 - 1 　仕様書【PDF】

76 レオメーター治具 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4年3月25日

日新精器（株）
広島県広島市南区東雲
2-13-15
（法人番号
6240001008517　）

- 1,617,000 - 1 　仕様書【PDF】

77
中国センター：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4年3月30日

アドバンテック（株）
大阪府大阪市淀川区宮
原3-5-36
(法人番号
3120001131738）

- 2,770円/時間 - 1
単価契約予定総額
5,738,263円
仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/P40ZTS60/4F2XDB46S7KQMM2QP14C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/WF9JBBH0/WMIS9IIUKBZ8V6AMWTFE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/0RNSGDY5/RTT1R7L0T802XIEGW3ON.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/LAGY2KKO/T5O9IVVUNJQVCYCA8WXG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/Z1MT1CCE/DBY3B71GZB01V5JUSJ1Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/Z5XYI05A/0ESKA5R68G2BNOL8TUQE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/96KJZGHK/0Z9U0VVEG4HTQY9DW8Y7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/96KJZGHK/0Z9U0VVEG4HTQY9DW8Y7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/96KJZGHK/0Z9U0VVEG4HTQY9DW8Y7.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年3月）＞
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78
中国センター：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4年3月30日

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

- 2,500円/時間 - 1
単価契約予定総額
5,738,263円
仕様書【PDF】

79
中国センター：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4年3月30日

パーソルテンプスタッフ
（株）研究開発広島チーム
広島県広島市中区基町
11-30
（法人番号
1011001015010）

- 2,200円/時間 - 1
単価契約予定総額
2,608,760円
仕様書【PDF】

80
中国センター：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4年3月30日

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

- 2,188円/時間 - 2
単価契約予定総額
4,532,606円
仕様書【PDF】

81
siCウェハのコンタミ洗浄及び研削・
研磨　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4年3月31日

弘毅産業（株）
広島県呉市広古新開2-
16-44
（法人番号
9240001025889）

- 2,671,210 - 1
単価契約予定総額
2,671,210円
仕様書【PDF】

82 研究支援者派遣　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4年3月1日

パーソルテンプスタッフ
（株）
香川県高松市寿町2-3-
11
（法人番号
1011001015010）

- 2,090円/時間 - 1
単価契約予定総額
1,989,680円
仕様書【PDF】

83 研究支援者派遣　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4年3月1日

パーソルテンプスタッフ
（株）
香川県高松市寿町2-3-
11
（法人番号
1011001015010）

- 2,178円/時間 - 1
単価契約予定総額
3,454,308円
仕様書【PDF】

84 研究支援者派遣　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4年3月28日

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

- 2,213円/時間 - 1
単価契約予定総額
2,180,566円
仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/P09GOFQV/V6V2N107TGBBIZZQ44PL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/P09GOFQV/V6V2N107TGBBIZZQ44PL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/P09GOFQV/V6V2N107TGBBIZZQ44PL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/VRI5FVS6/NF6CA2VTBP10P6K2LFDU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/VRI5FVS6/NF6CA2VTBP10P6K2LFDU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/VRI5FVS6/NF6CA2VTBP10P6K2LFDU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/WB1SX8K0/PKOTG9JTHC1OZJM1LMA1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/WB1SX8K0/PKOTG9JTHC1OZJM1LMA1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/WB1SX8K0/PKOTG9JTHC1OZJM1LMA1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/RHR8D34D/D6VWD8KMWR3TMYEZ03A8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/RHR8D34D/D6VWD8KMWR3TMYEZ03A8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/RHR8D34D/D6VWD8KMWR3TMYEZ03A8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202202/BR74W286/0PVS6U5ND3GKMSQV5P3S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202202/BR74W286/0PVS6U5ND3GKMSQV5P3S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202202/BR74W286/0PVS6U5ND3GKMSQV5P3S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202202/FB8S5LDY/RB64RBUX1E9KOCN2MQK3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202202/FB8S5LDY/RB64RBUX1E9KOCN2MQK3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202202/FB8S5LDY/RB64RBUX1E9KOCN2MQK3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202202/M2V8GB9W/TCDR3TU3EC7RN9ICINI1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202202/M2V8GB9W/TCDR3TU3EC7RN9ICINI1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202202/M2V8GB9W/TCDR3TU3EC7RN9ICINI1.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年3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）

85 研究支援者派遣　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4年3月29日

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

- 2,292円/時間 - 1
単価契約予定総額
3,356,073円
仕様書【PDF】

86 冷却水循環装置 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4年3月1日

小川精機（株）福岡営業
所
福岡県福岡市博多区東
比恵3-24-34-106
（法人番号
8240001001965）

- 2,365,000 - 1 　仕様書【PDF】

242,191,898 228,779,807 94%

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202202/PPY9KHOG/KGEZRFGCLTW13DVYYYCY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202202/PPY9KHOG/KGEZRFGCLTW13DVYYYCY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202202/PPY9KHOG/KGEZRFGCLTW13DVYYYCY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202203/HRHF2YS1/9OGXHAXI175GAOR9XJXM.pdf

