
＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

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4年6月9日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,412円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,403,756円

仕様書【PDF】

2 嫌気性微生物培養操作装置 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4年6月21日
（株）タナカ
北海道札幌市東区北6条東4-1-7
（法人番号9430001010244）

- 6,105,000 - 1 仕様書【PDF】

3 土壌核酸の塩基配列解析作業 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6月23日
北海道和光純薬（株）
北海道札幌市北区北15条西4-1-16
（法人番号9430001022611）

- 1,900,800 - 1 仕様書【PDF】

4 恒温培養槽（２段型）　他 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6月23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）

- 3,080,000 - 1 仕様書【PDF】

5 恒温培養槽（縦型）　他 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6月23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）

- 3,286,800 - 1 仕様書【PDF】

6 卓上電子顕微鏡システム 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6月7日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 8,393,000 - 2 仕様書【PDF】

7 4連独立式パラレル合成装置 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4年6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）

- 2,200,000 - 2 仕様書【PDF】

8 卓上型X線回折装置 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4年6月27日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 9,977,000 - 1 仕様書【PDF】

9
葛根田地熱地域における広帯域MT
法補足調査 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6月2日
地熱技術開発（株）
東京都中央区新川1-22-4
（法人番号9010001050522）

- 4,180,000 - 1 -

10
常磐地域で取得した連続波形データ
に対する準リアルタイム自動震源決
定作業 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6月6日
（株）ホームサイスモメータ
福島県白河市表郷小松字日向133
（法人番号2380001020718）

- 2,563,000 - 1 仕様書【PDF】

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/EHPOUGAJ/NDEA5BAJKI3TN8BH0039.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/WHXCE8J0/KMYPZSOSVOESXTG1UXM6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/GEG67B0J/IDXV7VPVPHV0OO7I0LDP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/2YDR8VVC/ZJ2DK1JL02NOV97MJV01.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/SVXU4LLT/16AQOP7NMQTYGAD740IH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/KLHAVANC/28DY9UHOAJXP20LDPYAU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/JNTKSGNS/0ULTQZV0C23HSK1BAH5B.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/7ACAOUIB/FAASX4ETQZ9N5RN25N7U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/KGB4EX6K/VNKV74SBLOBEB7CSNVJE.pdf
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11 高速度カメラシステム 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4年6月14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）

- 7,865,000 - 1 仕様書【PDF】

12
水素透過膜評価装置の改造等作業
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6月15日

（株）鈴木商館　東北支店　郡山営
業所
福島県郡山市喜久田町字松ヶ作
16-59
（法人番号3011401003348）

- 9,999,000 - 1 仕様書【PDF】

13
水電解試験設備の計測制御方式に
関する設計作業 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6月16日
日本カーネルシステム（株）
大阪府大阪市中央区船越町1-6-6
（法人番号3120001093136）

- 9,130,000 - 1 仕様書【PDF】

14
PV診断による測定時のモジュール取
外し取付け作業 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4年6月17日
（株）ベルワット
福島県郡山市富田町諏訪前27-2
（法人番号3380001008398）

- 3,410,000 - 1 仕様書【PDF】

15
PCS（パワーコンディショナ）交換作業
(東北センター) 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4年6月17日
庄子電気（株）
宮城県仙台市若林区鶴代町4-60-2
（法人番号6370001003199）

- 1,650,000 - 1 仕様書【PDF】

16
地熱発電所生産データのAI解析シス
テムの仕様設計 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6月17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）

- 6,979,500 - 1 仕様書【PDF】

17
PV診断トラックによる測定およびデモ
ンストレーション作業 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6月22日
（株）ケミトックス　山梨試験センター
山梨県北杜市須玉町江草18349
（法人番号3010801003668）

- 5,040,860 - 1 仕様書【PDF】

18
営農型太陽光発電の実態把握に関
する情報収集作業 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6月24日
千葉エコ・エネルギー（株）
千葉県千葉市稲毛区弥生町2-15
（法人番号2040001078575）

- 4,400,000 - 1 仕様書【PDF】

19
岩手県葛根田地熱地域周辺における
地震観測点新設及び保守作業 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6月28日
地熱エンジニアリング（株）
岩手県滝沢市大釜大清水356-6
（法人番号4400001008543）

- 1,155,000 - 1 仕様書【PDF】

20 研究支援者派遣 １式

契約担当職
調達室長
望月　和成
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和4年6月1日
（株）メイテック
東京都台東区上野1-1-10
（法人番号1180001027412）

- 4,620円/時間 - 1
単価契約
予定総額
7,017,780円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/VXISQG4Q/4NCGAFCRGUUGWHDNVVMP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/78QCBRUE/P9G012UC3DBM19HJBZB0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/YS1UERGV/9Z915HRW6HTGLJX27FJ9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/IDLVP935/ZOVN165JZGK7PYYFLH2R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/LGL15NXW/3S71TIKFOVIFCLWIQD7L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/CABCNBV9/PC77GOOH3XF740SGRQ80.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/ZCT2TYY2/ACIE45FM68R60Y5SWH15.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/2RWDQXOK/A90P9G5M6LXE27VSW8X5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/OL85I5R3/BV3ZG29W5UYJRIJZ80SI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/VTVPZ9C7/9F1LM3WW7AN55DW0MY3R.pdf
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21 研究支援者派遣 １式

契約担当職
調達室長
望月　和成
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和4年6月1日
（株）メイテック
東京都台東区上野1-1-10
（法人番号1180001027412）

- 4,620円/時間 - 1
単価契約
予定総額
7,017,780円

仕様書【PDF】

22
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
望月　和成
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和4年6月13日
（株）プリウェイズ
茨城県つくば市並木1-1
（法人番号3050001044311）

- 2,970,000 - 1 仕様書【PDF】

23
適合性評価プロセス支援ツールTact
のリファレンスマニュアル作成作業 １
式

契約担当職
調達室長
望月　和成
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和4年6月15日

（株）フォーマルテック
兵庫県神戸市須磨区東落合3-14-
25
（法人番号6140001034110）

- 2,970,000 - 1 仕様書【PDF】

24
セキュリティデバイスのハードウェア
実装に係る作業 １式

契約担当職
調達室長
望月　和成
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和4年6月30日
（株）ゴフェルテック
岡山県岡山市北区田町1-2-10
（法人番号8260001029047）

- 4,950,000 - 1 仕様書【PDF】

25 ノート型パソコン １式

契約担当職
調達室長
望月　和成
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和4年6月30日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 2,146,100 - 1 仕様書【PDF】

26 PXIシステム １式

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

令和4年6月1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）

- 3,648,920 - 1 仕様書【PDF】

27
AIチップ設計拠点のWebページセキュ
リティ強化作業 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6月6日
（有）ファブ・アイシーエー
東京都杉並区阿佐ヶ谷北1-46-7
（法人番号4020002103893）

- 2,827,000 - 1 仕様書【PDF】

28
ニ光源高スペクトル合致度ソーラーシ
ミュレータ 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4年6月6日

（株）三永電機製作所
大阪府大阪市東淀川区上新庄3-
19-50
（法人番号5120001103231）

- 8,415,000 - 1 仕様書【PDF】

29 GaAs基板およびInP基板 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6月6日
（株）エムオー産業
兵庫県芦屋市業平町6-16-201
（法人番号2140001028578）

- 2,497,000 - 1 仕様書【PDF】

30 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月7日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,233円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,681,449円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/ODEMF44J/AUE48LBBFNI5KQJ2UFCM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/UHUV5XBE/Z95M6BQ0TU6HR4PA2GUP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/HDTC6H4S/ERCJXSKPH163HXWQPM1P.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/69AYYID4/LH9YRNZEE79WGSKX2YDJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/3ITXY671/K5Z4MOKNU13F8C04QJ2D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/O0M5Q1PJ/YEY68MCJPRWCN4F536NA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/I5DZMU6N/JJ47GELPZJ69KYDU56EQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/MZI3XK79/781Q3QRV4MEX0EZ1DPPD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/EVU2MNFX/VP0BS6I9OCZG8OZCMLY9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/5F2I2SWS/UWMVKQ6AGFZP1VPT5ZNW.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞
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31 歪曲型X線検出器 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6月7日
丸紅情報システムズ（株）
東京都新宿区大久保3-8-2
（法人番号1011001030018）

- 9,075,000 - 1 仕様書【PDF】

32
GaAs 太陽電池構造のエピタキシャ
ルウェハー 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4年6月10日
（株）エムオー産業
兵庫県芦屋市業平町6-16-201
（法人番号2140001028578）

- 1,778,700 - 1 仕様書【PDF】

33 スパッタ用CoFeB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4年6月10日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 2,502,500 - 1 仕様書【PDF】

34
スパッタ用MgO、CoおよびTaB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4年6月10日
（株）高純度化学研究所
埼玉県坂戸市千代田5-1-28
（法人番号9030001068752）

- 3,539,800 - 1 仕様書【PDF】

35
12インチSOIウエハのステルスダイシ
ング 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6月13日
（株）ディスコ
東京都大田区大森北2-13-11
（法人番号6010801007501）

- 1,015,300 - 1 仕様書【PDF】

36 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月14日
（株）メイテック
東京都台東区上野1-1-10
（法人番号1180001027412）

- 4,950円/時間 - 1
単価契約
予定総額
7,058,700円

仕様書【PDF】

37 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月14日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,728円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,890,128円

仕様書【PDF】

38 波長可変レーザー 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4年6月15日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 8,279,700 - 1 仕様書【PDF】

39
熱流体解析ソフトウェアライセンス 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6月16日
アンシス・ジャパン（株）
東京都新宿区西新宿6-10-1
（法人番号6011101057245）

- 3,135,000 - 1 仕様書【PDF】

40
多チャンネル・マイクロ波信号発生器
一式 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6月16日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 8,228,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/XBMK3TNT/IX384ZWASMSVJ8WMJEE1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/EMNEXA1A/VUX1OYPEELMR0JV9HRG9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/AY1KJG97/ZY3YSHRDOUYPVZ0X4UUM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/YYJJGICK/FLD9S5FP99EK8KBZQMAH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/74JJ7HLQ/XZJJNG1JPTF0SFOGURKW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/DC5QEUTI/L46MLO8U6X2FYLK18LPU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/FH8WL8YY/7WTKYUYNRIUUCS30C9X3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/FVRCXTD6/P5FQ1U7WY0PVK0K7NLXI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/VYNTUHX5/JVFFS3TC3WMPUOFRA5I9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/ZQGXM2Y1/9IEIBJQ079VPZMHOOTBV.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

41 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4年6月17日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 2,860円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,078,360円

仕様書【PDF】

42 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4年6月17日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 2,640円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,764,640円

仕様書【PDF】

43
AIチップ設計拠点のAi-Oneチップ評
価ボード改修設計 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4年6月17日
ミラクシアエッジテクノロジー（株）
京都府長岡京市神足焼町1
（法人番号9120001158230）

- 3,190,000 - 1 仕様書【PDF】

44
超微細加工用ECR型イオンシャワー
装置用力接続 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6月17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905000101778）

- 1,458,325 - 1 仕様書【PDF】

45
高分解能光スペクトルアナライザ １
式

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

令和4年6月20日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 5,912,500 - 1 仕様書【PDF】

46 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4年6月20日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,536円/時間 - 1
単価契約
予定総額
5,043,049円

仕様書【PDF】

47 ラインカメラ 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4年6月21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）

- 3,312,650 - 1 仕様書【PDF】

48
画像変位測定プログラムのブレ補正
機能高度化およびPython版解析プロ
グラム試作 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6月21日
ペンギンシステム（株）
茨城県つくば市千現2-1-6
（法人番号）

- 2,832,500 - 1 仕様書【PDF】

49 手持ち型3次元空間計測器 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6月22日
ライカジオシステムズ（株）
東京都港区三田1-4-28
（法人番号4010001031832）

- 6,416,300 - 1 仕様書【PDF】

50 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月22日
ＷＤＢ工学（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号6010001150705）

- 3,377円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,815,602円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/DZDV4APX/YN7LSMTRVPEEWBU668QF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/DKF32RQE/TVBGCA19DIKC9U25PPCP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/SWEE3EJ5/SRJ6AIYC1KHWPAQ1MKLC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/Y2INUXM9/3DKCG6ERN1OS6NYE74HU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/8M2XKBYU/KHWPDCHGEDJC6C3A19PJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/WSYSFPE5/SVGG6EXQK3LGNMUNPTYO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/98SYH5BM/99VRU7XX9SZTRQCXKPE1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/AT9LLAZR/0U9HS8A7X47ZABN7RXEG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/PB86AW0Z/LPNW0JU0T1K1B7S3LY2I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/OG6YMELJ/LPC90RQ32UIQDFK3JRU3.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

51 着色計測装置 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4年6月24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）

- 1,999,800 - 1 仕様書【PDF】

52 超高真空スパッタ源 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4年6月24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）

- 1,747,900 - 1 仕様書【PDF】

53
連続波・単一周波数ファイバーレー
ザー 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6月3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）

- 3,047,000 - 2 仕様書【PDF】

54 CMM用組み立て式測定治具 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6月3日
（株）メトロテック
神奈川県海老名市大谷北2-25-35
（法人番号8021001028599）

- 1,892,000 - 1 仕様書【PDF】

55 水晶発振器 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6月7日
（株）昌新
東京都中央区日本橋本町1-9-13
（法人番号5010001045971）

- 7,163,200 - 1 仕様書【PDF】

56 光減衰器 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6月10日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 1,664,960 - 1 仕様書【PDF】

57
小型２入力型ジョセフソン電圧標準素
子評価装置改造作業 １式

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

令和4年6月10日
（株）サンジェム
長野県佐久市田口4731
（法人番号6100001007276）

- 1,848,000 - 1 仕様書【PDF】

58 850nm光ファイバアンプ 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6月10日
ファイバーラボ（株）
埼玉県ふじみ野市大原2-1-15
（法人番号1030001056723）

- 1,771,000 - 1 仕様書【PDF】

59 顕微鏡用電動ステージシステム １式

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

令和4年6月10日
（株）エビデントつくば営業所
茨城県つくば市研究学園5-20-2
（法人番号8100001034855）

- 2,475,000 - 1 仕様書【PDF】

60 音響遮蔽箱 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6月13日
ヘルツ（株）
神奈川県横浜市神奈川区栄町3-4
（法人番号1020001031776）

- 3,038,970 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/6CL679IO/0Z01KEYHK1FH8F60OIBO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/YUG88EW6/BEI6OJCMKQD4W3Y6KVGG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/FVLE3CMJ/YBMY94T5LGVNJ1W3C86A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/RWFDFYYZ/I47A0O2273PAH770HQ3T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/4H1RMYP4/AD2XKBZB52GPPWUV2Z6Q.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/4CQN097W/A7AFTDWIRW8BOEXG3EQC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/I764UO37/0TS95186BT8DY9CSO6C9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/8PKON7NH/AAQZCDA5KX32IITVUO21.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/6K1ZHDMS/J59TIB4584L7T2648OKW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/NIF0ZZG6/WJHSEZBKT9ZV89A9PEY8.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

61
水素流量試験設備用温度計校正シ
ステム １式

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

令和4年6月16日
（株）テクトロニクス＆フルーク
東京都港区港南2-15-2
（法人番号5010401123798）

- 8,963,460 - 1 仕様書【PDF】

62
連続波・単一周波数ファイバーレー
ザー 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6月23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）

- 2,992,000 - 2 仕様書【PDF】

63
ベクトルネットワークアナライザ機能
追加装置 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6月27日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 3,925,900 - 1 仕様書【PDF】

64 オートコリメータ 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6月27日
トライオプティクス・ジャパン（株）
静岡県静岡市駿河区中田4-6-25
（法人番号7080001009877）

- 5,060,000 - 1 仕様書【PDF】

65
エレクトロスプレー式エアロゾル発生
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6月27日
東京ダイレック（株）
東京都新宿区内藤町1
（法人番号2011101015074）

- 5,830,000 - 1 仕様書【PDF】

66 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月2日
パーソルテンプスタッフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1
（法人番号1011001015010）

- 2,574円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,214,928円

仕様書【PDF】

67 卓上Roll to Roll 製膜装置 １式

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

令和4年6月2日
（株）康井精機
神奈川県海老名市門沢橋1-5-1
（法人番号2013201005962）

- 6,017,000 - 1 仕様書【PDF】

68 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
益子　利和
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和4年6月7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
2,116,400円

仕様書【PDF】

69 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
益子　利和
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和4年6月8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）

- 2,860円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,063,920円

仕様書【PDF】

70 定量PCR装置 １式

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

令和4年6月8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）

- 1,826,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/GO0ZYEN0/UMVDZK9CAB0IRV2V0CAY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/0EJEEUPK/O1XKJIA4M7HTQXGPZZO2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/5RMIGBE1/XB03485RV85W8IWO42XI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/TJ1TLOC3/FL9IEZXSEDS81C3XCGZR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/T91DYIQJ/51NT9OE8DW8RJNNVAQUC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/WT74X82P/D8SEYRC4MXGL1O4KU6U7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/EET6QTSG/6JYVE10QV8J3ES5H57L8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/BYCABMTX/ZKFRSZTXCRH4QV792BU6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/PSQZ0NAM/VIFTQ0F20RY308MVZPOQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/VPYCAY77/J8KXB6T62YWXVP4I616S.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

71
CO2膜分離プロセス評価用プロセス
シミュレーションソフトウェアライセン
ス １式

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

令和4年6月9日
アヴィバソフトウェア（株）
東京都港区芝浦2-15-6
（法人番号2010401130715）

- 3,455,100 - 1 仕様書【PDF】

72 遊星型ボールミル １式

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

令和4年6月9日
フリッチュ・ジャパン（株）
神奈川県横浜市中区山下町252
（法人番号8020001028709）

- 1,908,500 - 1 仕様書【PDF】

73 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
益子　利和
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和4年6月9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）

- 2,695円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,088,470円

仕様書【PDF】

74 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
益子　利和
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和4年6月9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）

- 2,541円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,397,317円

仕様書【PDF】

75 比表面積細孔分布測定装置 １式

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

令和4年6月10日

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

- 4,950,000 - 1 仕様書【PDF】

76 バイオ3Dプリンタ １式

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

令和4年6月13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）

- 2,299,000 - 1 仕様書【PDF】

77
オートサンプラー付きイオンクロマトグ
ラフ １式

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

令和4年6月13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）

- 2,970,000 - 1 仕様書【PDF】

78
ガスクロマトグラフ質量分析計の整備
付き修理 １式

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

令和4年6月13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）

- 2,739,000 - 1 仕様書【PDF】

79 ベクトル信号分析装置 １式

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

令和4年6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）

- 4,180,000 - 1 仕様書【PDF】

80 雰囲気制御ホットプレス １式

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

令和4年6月14日
ユーロシステム（株）
茨城県つくば市高野台2-2-7
（法人番号6050001016200）

- 6,380,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/3NZJQ5EZ/Q6YUYWBE2JT6FSQLSM6D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/5ABWXNAI/6XVGACGLZ869JZXDOOLE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/83YT50A7/H4PRNGDJJQK9LJWYKMUG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/M1WVG3LG/JN0JCDRM1X8IU7K81I48.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/6XO02T9C/AN28Z53T4N712MYF2N0S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/ZWJRBI8Q/MRBCLFHAKLIK63DOERJ2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/EU27V7LH/83A9ZXQIIARHQ28PZ7YN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/AX2WXABR/NVSSNSIIN3VZSNH3JGM6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/JBGI9UVS/S7VN3NVI84XUMN35RL6P.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/EFXN9725/G2IRN7UNJDL2YMPAJFOE.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

81 生成物分析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
益子　利和
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和4年6月20日
竹田理化工業（株）
東京都渋谷区恵比寿西2-7-5
（法人番号9011001013618）

- 2,750,000 - 1 仕様書【PDF】

82
つくば中央5-9A棟クリーンルーム外
調機修理作業 １式

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

令和4年6月20日

ダイキン工業（株）東日本サービス
部
東京都大田区大森西3-29-7
（法人番号8120001059660）

- 3,190,000 - 1 仕様書【PDF】

83
つくば中央5-9A棟クリーンルーム天
井開口・復旧作業 １式

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

令和4年6月20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）

- 1,485,000 - 1 仕様書【PDF】

84 顕微鏡システム １式

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

令和4年6月20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）

- 2,437,600 - 1 仕様書【PDF】

85 電池充放電装置 １式

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

令和4年6月20日
北斗電工（株）
東京都目黒区碑文谷4-22-13
（法人番号4013201005382）

- 1,683,000 - 1 仕様書【PDF】

86 ダクトレスドラフトチャンバー １式

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

令和4年6月21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）

- 6,184,310 - 1 仕様書【PDF】

87 卓上型真空ガス置換炉 １式

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

令和4年6月21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）

- 2,530,000 - 1 仕様書【PDF】

88 ソーラーシミュレーター １式

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

令和4年6月22日
分光計器（株）
東京都八王子市高倉町4-8
（法人番号4010101003426）

- 7,128,000 - 1 仕様書【PDF】

89
中赤外域スーパーコンティニウムレー
ザー １式

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

令和4年6月24日
ソーラボジャパン（株）
東京都練馬区北町3-6-3
（法人番号6013301026211）

- 8,534,705 - 1 仕様書【PDF】

90
リサイクル分取高速液体クロマトグラ
フィ装置 １式

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

令和4年6月27日

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

- 6,414,210 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/3A0B85DP/CQDTE4N06WZ3GAHO8IRI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/R7OIQO0E/SFCXGI62XQLJUPGSQ8KN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/M04FIEZJ/R6KNPVCDMK6JJ6YG5Q7X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/6I9CO97X/ZM4KI066MQA8MNFMIZNR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/KWX15RET/KYTEFG1EMOQOERHV7IUZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/WG15XQ3M/YO5QQQSYMKZAGZVHYDHC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/WVXU6CJ4/AO6Z2NKU29VNZ6ZGZ1MF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/DTNTFS91/2IPWWLQZAHMVGBY1R25M.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/QL9SCVF5/AABCW3L9O63E3K6IU5JC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/EQRKYVC0/EJ21H0ISCXJAY0TGK36C.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

91
共焦点スキャンシステム拡張レー
ザー １式

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

令和4年6月28日
（株）エビデントつくば営業所
茨城県つくば市研究学園5-20-2
（法人番号8100001034855）

- 1,666,500 - 1 仕様書【PDF】

92
つくば中央5-1B棟クリーンルーム外
調機修理作業 １式

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

令和4年6月29日

ダイキン工業（株）東日本サービス
部
東京都大田区大森西3-29-7
（法人番号8120001059660）

- 1,540,000 - 1 仕様書【PDF】

93 露点計 １式

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

令和4年6月29日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 2,277,000 - 1 仕様書【PDF】

94 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
益子　利和
(茨城県つくば市東1-1-1)

令和4年6月30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）

- 3,795円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,411,705円

仕様書【PDF】

95
ロータリーエバポレーションシステム
１式

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

令和4年6月30日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 3,124,000 - 1 仕様書【PDF】

96
一体型液体クロマトグラフシステム １
式

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

令和4年6月1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）

- 4,400,000 - 1 仕様書【PDF】

97
HPLC用PDA検出器および制御・解析
システム １式

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

令和4年6月2日
日本分光（株）
東京都八王子市石川町2967-5
（法人番号2010101002925）

- 1,917,718 - 1 仕様書【PDF】

98
エレクトロスピニング装置　消耗部品
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6月2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）

- 2,444,508 - 1 仕様書【PDF】

99 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月6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
1,322,750円

仕様書【PDF】

100 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月9日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256）

- 2,640円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,188,000円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/8KFKXPZI/8QWY2F5UKYCVS8VF0SE0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/ZKC5JH4X/RVVBRWDN13R0CK8AUE6S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/FB3CNQ5Z/QS6A0BBOP4SSDYCYLQYS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/I76WATQD/ICKHS2WPMXMBJINCOYNR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/X2CONMCX/MIUIGLWTTQ6E2EZ8Y2ZY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/2Z9SCKTY/46ZXO19O1SB846IVMFZO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/NTP533DI/ME13K2LRFIKX87GTQL5A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/PKP8N4DJ/93KNUXUHQLELV8K7IF9X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/BD7P377D/0WXVYT6UAY8TTP7IOIFU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/UK6DG8EM/UX131FQOD20Y732X64JR.pdf
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101 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月13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）

- 2,981円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,433,861円

仕様書【PDF】

102 視線解析ソフトウェア 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6月16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）

- 2,002,000 - 1 仕様書【PDF】

103 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月20日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256）

- 2,365円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,137,565円

仕様書【PDF】

104 藻類培養用振とう培養器 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6月20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）

- 2,816,000 - 1 仕様書【PDF】

105 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月23日
パーソルテンプスタッフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1
（法人番号 1011001015010）

- 2,860円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,035,460円

仕様書【PDF】

106 ガス置換装置 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6月23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
201060102284）

- 1,914,000 - 1 仕様書【PDF】

107
表層型メタンハイドレートの研究に係
わる深海用濁度計 １式

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

令和4年6月1日
ＪＦＥアドバンテック（株）
東京都台東区蔵前2-17-4
（法人番号9140001068394）

- 6,685,250 - 1 仕様書【PDF】

108
表層型メタンハイドレートの研究に係
わる水中録音機 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6月6日
ミサゴ（株）
神奈川県横浜市西区北幸1-11-1
（法人番号3020001128190）

- 2,288,000 - 1 仕様書【PDF】

109 ターボ分子ドラッグポンプ 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6月14日
高千穂精機（株）筑波営業所
茨城県つくば市春日4-18-11
（法人番号3010101007931）

- 1,705,000 - 1 仕様書【PDF】

110 高温高圧容器装置 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4年6月22日
（株）シン・コーポレーション
京都府木津川市木津川台9-6
（法人番号7130001063778）

- 3,460,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/EOCPY97I/T2M70BH7QKW3XWECAPKM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/VXJJCU9F/YY5AIXV7XPOLLNN2LJ1Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/NLJ61EXB/EI432CS21NF1WO9EZJC1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/SOXMT78T/EOTAVOYLTGNMP44HJSTK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/S5HTBD8U/A7NXBSUL2C1U04KHZCW9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/MXE3NY0T/28W4LOBNUBJ58QU4DS6A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/J4WQVU37/9G459UHM5BP8U0VL5R1M.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/ZMVKKZH3/SLP8HA9XBP195AMAMI0D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/LSQJB4E2/OYUT9WRZBLR6SHMRGJIZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/VK8I4KJG/DP6GQKK9A57GGAMHEYCJ.pdf
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111 弾性波計測用装置 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4年6月24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）

- 2,031,700 - 1 仕様書【PDF】

112 低消費電力データロガー 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6月27日
白山工業（株）
東京都府中市日鋼町1-1
（法人番号6012401000803）

- 3,300,000 - 1 仕様書【PDF】

113
ハンディ型フーリエ変換赤外線分光
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4年6月27日

（株）エス・ティ・ジャパン
東京都中央区日本橋蛎殻町1-14-
10
（法人番号2010001038268）

- 6,204,000 - 1 仕様書【PDF】

114 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月27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
3,522,750円

仕様書【PDF】

115
音波探査断面画像の標準フォーマッ
ト変換処理 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6月29日
ＳｍａｒｔＳｏｌｕｔｉｏｎｓ（株）
茨城県つくば市千現1-17-28
（法人番号4050001036885）

- 1,832,600 - 2 仕様書【PDF】

116 微量成分分析装置の保守契約 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6月29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）

- 2,162,050 - 1 仕様書【PDF】

117 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4年6月1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101100101501）

- 3,019円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,586,620円

仕様書【PDF】

118 ガス質量分析計 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6月2日
（株）アールデック
茨城県つくば市二の宮1-16-10
（法人番号4050001015278）

- 4,290,000 - 1 仕様書【PDF】

119
オゾンガス検知警報器の取付作業 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6月6日
ＴＭＥＳ（株）
東京都港区芝浦4-13-23
（法人番号7011101020284）

- 2,112,000 - 1 仕様書【PDF】

120 300mm 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4年6月6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）

- 3,300,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/1XMDGZQ2/6AOHRYONUY3IHV6LEFZG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/HPU93HDP/IQP0A2XSW8MFUD6MO8KG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/HDTS0Q8B/CXTX5H286AV2T3OAJ01I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/OD4PT8KR/KLW90NQ6TS5ECFB6VOZ9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/5X9O6VIC/J99MAI4C4EO35Y1JC6SL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/2TWY57YN/LQNA71DJEPCARZZ4XWBO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/VYJPXSYJ/5XK7M5K2ZALSGJJ30FTY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/HGJ3HAVY/KASNLH6WIQ1B2504MMR4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/6S32RH8V/OZW5G5JCEDNDIJJXKEWF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/AK60YTG5/OM0Q4YU9ESIFI5WX0XUY.pdf
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121 マルチマイクロプレートリーダー １式

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

令和4年6月7日
中山商事（株）筑波営業所
茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1
（法人番号7050001023451）

- 8,657,000 - 1 仕様書【PDF】

122
中電流イオン注入装置用　半導体材
料ガス 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6月7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）

- 1,936,000 - 1 仕様書【PDF】

123 固体酸化物20セルスタック 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6月10日

マグネクス（株）
東京都小平市花小金井南町3-19-
12
（法人番号4012701000942）

- 2,035,000 - 1 仕様書【PDF】

124
デスクトップOS、サーバOSおよびクラ
イアントライセンス 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6月13日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 2,014,320 - 1 仕様書【PDF】

125
量子化学計算用ソフトウェアライセン
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6月14日
アプライド（株）
福岡県福岡市博多区東比恵3-3-1
（法人番号4290001011410）

- 3,543,100 - 1 仕様書【PDF】

126 計算化学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4年6月14日
（株）アスク
東京都千代田区九段南4-8-21
（法人番号1010001009831）

- 2,231,680 - 4 仕様書【PDF】

127
大規模光回路作製用高精度フォトマ
スク 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6月15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）

- 2,508,000 - 1 仕様書【PDF】

128 上皿式差動型示差熱天秤 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6月15日

ＮＥＴＺＳＣＨ　Ｊａｐａｎ（株）
神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-
9-13
（法人番号1010001147251）

- 7,814,400 - 1 仕様書【PDF】

129
海洋生分解性プラスチック運命予測
モデルを利用した計算および結果の
編集作業 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6月15日
（株）サイエンスアンドテクノロジー
東京都港区芝浦4-12-44
（法人番号6010701013913）

- 4,400,000 - 1 仕様書【PDF】

130
新規化学材料の藻類生長阻害試験
の実施および魚類初期生活段階毒
性試験の検討業務 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6月15日
（株）三菱ケミカルリサーチ
東京都新宿区左門町16-1
（法人番号5010001022137）

- 8,250,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/OQ99GFRW/1VGOFG2P5FBUBFFDIDAH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/9GOTA9IB/1O7CE7A8PANW7ZZSDA4L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/ZF2SKJAC/KXHJFXHXJSXN2BCEE7C9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/LI5DOE2M/40TFDP5LGFPIJPR0IHQZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/6DWTVBEL/WL3QN8SE3PDP8UOG3PF5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/HCN36WS5/PZ0UVE56OSTKH7JKJ7MS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/W9Q3S1DF/S6H7UGS1K61V3PU2OGM2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/P56CNZ5U/IHXJ0QVBAI021YCH11IK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/H2FGHQ88/DKH6G8JXX5KX2DZWLQ4U.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/HX65SJBY/B9VLLIM3T1CFQEE51DQZ.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

131
弱点形成制御システム実用化検証用
X線撮影装置 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4年6月15日
（株）イシダつくば営業所
茨城県つくば市榎戸372-1
（法人番号9130001005893）

- 5,500,000 - 1 仕様書【PDF】

132
オンラインガス4成分組成分析装置 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4年6月17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）

- 5,296,500 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/2IMQZF1A/I2DXT1SH01VD6914LFSA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/GVVCNVQH/ZWUQE4HZS0QKQEMVP6WL.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

133 電気化学反応評価装置 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4年6月17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）

- 5,438,400 - 1 仕様書【PDF】

134 遊星ボールミル装置 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4年6月21日
フリッチュ・ジャパン（株）
神奈川県横浜市中区山下町252
（法人番号8020001028709）

- 1,914,000 - 1 仕様書【PDF】

135 防着シールド 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6月21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）

- 3,872,000 - 2 仕様書【PDF】

136 防着シールドクリーニング作業 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6月21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）

- 3,839,000 - 2 仕様書【PDF】

137 微弱発光計数装置　他 １式

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

令和4年6月22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）

- 1,872,200 - 1 仕様書【PDF】

138
流体解析ソフトウェアライセンスレンタ
ル １式

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

令和4年6月22日

（株）ＩＤＡＪ
神奈川県横浜市西区みなとみらい
2-2-1-1
（法人番号4020001020446）

- 3,140,500 - 1 仕様書【PDF】

139
離散要素法ソフトウェアライセンスレ
ンタル １式

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

令和4年6月22日

（株）ＩＤＡＪ
神奈川県横浜市西区みなとみらい
2-2-1-1
（法人番号4020001020446）

- 3,601,009 - 1 仕様書【PDF】

140 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4年6月24日
（株）アビリーブ東京本社
東京都港区新橋6-9-2
（法人番号290001035062）

- 5,280円/時間 - 1
単価契約
予定総額
7,365,600円

仕様書【PDF】

141 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4年6月27日
（株）アスク
東京都千代田区九段南4-8-21
（法人番号1010001009831）

- 4,243,800 - 4 仕様書【PDF】

142
自動重ね合わせ検査装置(Archer10-
AIM) 搬送ロボット調整作業 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6月27日
（株）ポシブル東京営業所
東京都北区赤羽2-45-8
（法人番号8350001001574）

- 1,782,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/C96NX54H/83742P17FKUEHRWFTOW4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/7XHHX66X/PVSON54SZNOZXY4TBX4J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/U5JJ0XXE/AAP2UVILE4PCNMQF7RJQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/U1AL4JY9/835OSIQERVZ7TW64LPLY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/N4RMZB59/5OHMKYDR8YTFNDQN3TRV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/TEZ0MPXE/EV27V5757J764PY2F66O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/P2MXA92K/02NU6S5YVM4T9YKKZ9K7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/Y248KZBE/9CRIXZMWO51XND29HABM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/WW653LZ3/CVAIPZZYXOQZOFDG8MWV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/Y44G3J2U/9RIQTKIGVG625G90OVOF.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

143 フラスコ連続測定・制御システム １式

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

令和4年6月29日
日本アンス（株）
東京都府中市片町3-26-12
（法人番号7012401003243）

- 3,401,750 - 1 仕様書【PDF】

144 黒鉛部材 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6月29日
東洋炭素（株）東京営業所
東京都中央区八重洲1-3-7
（法人番号1120001050238）

- 2,384,250 - 1 仕様書【PDF】

145 イオンクロマトグラフ分析装置 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4年6月29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）

- 4,653,000 - 1 仕様書【PDF】

146 黒鉛部材 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6月30日
メカニカルカーボン工業（株）
神奈川県鎌倉市台5-3-25
（法人番号1021001009580）

- 4,498,010 - 1 仕様書【PDF】

147 共電解生成ガス再循環ブロワ １式

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

令和4年6月1日

（株）キャップ
神奈川県横浜市港北区新吉田町
3415-42
（法人番号2020001037640）

- 9,900,000 - 1 仕様書【PDF】

148 材料試験機用超高温大気炉 １式

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

令和4年6月2日
（株）守谷商会
東京都中央区八重洲1-4-22
（法人番号2010001059025）

- 9,350,000 - 1 仕様書【PDF】

149 集塵機 １式

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

令和4年6月9日
アマノ（株）
茨城県水戸市元吉田町876-45
（法人番号3020001019365）

- 1,727,000 - 1 仕様書【PDF】

150 光学シミュレーションソフトウェア １式

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

令和4年6月14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）

- 2,640,000 - 1 仕様書【PDF】

151
ピラニ式真空MEMSセンサの作製 １
式

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

令和4年6月17日
（一財）マイクロマシンセンター
東京都千代田区神田佐久間河岸67
（法人番号3010005016673）

- 9,847,519 - 1 仕様書【PDF】

152 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
小河原　良雄
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和4年6月21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）

- 2,629円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,448,579円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/RPPCREDY/VG7QSCTHJTFANH4EQDJL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/ZATXB5AR/AXBQILLLEDPLFOLY58P9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/MB05473C/D5RLPEQKKSQWSRCLEFH9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/1R3NJFKW/W3EH96TECQHY3Z1XQQRG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/0Y5TWFHQ/GGIKG8G3KF7J26ZOVN79.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/FTJFBAPX/D498OOTA2Y2TE7YNQ28F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/O1CWZYVN/PRMABFHZT1MV00UFVF86.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/L9M858IB/TU0FECZWOBISDWO37VAQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/VJS9Y3PK/DNRMA1KAA3KSLZ7NYGZG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/CKJLKY4P/WCH713TMEQ6DS6DZD41Y.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

153 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
小河原　良雄
（茨城県つくば市並木1-2-1）

令和4年6月28日
（株）つくば電気通信
茨城県土浦市東若松町3988-3
（法人番号5050001010385）

- 1,958円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,292,280円

仕様書【PDF】

154 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
石川　裕
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年6月1日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,520円/時間 - 1
単価契約
予定総額
5,565,120円

仕様書【PDF】

155 脈拍計測用携帯端末 １式

契約担当職
柏センター業務室長
石川　裕
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年6月2日
（株）ビックカメラ法人営業部
東京都豊島区西池袋5-12-13
（法人番号9013301010402）

- 1,795,860 - 3 仕様書【PDF】

156 行動計測用携帯端末 １式

契約担当職
柏センター業務室長
石川　裕
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年6月2日
北原商事（株）
東京都練馬区西大泉6-1-22
（法人番号1011601001748）

- 2,706,000 - 1 仕様書【PDF】

157
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
石川　裕
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年6月7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）

- 4,983,000 - 1 仕様書【PDF】

158
仮想コーチングシステムプラット
フォーム用仮想サーバ環境構築およ
び運用 １式

契約担当職
柏センター業務室長
石川　裕
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年6月15日
（株）エム・ソフト
東京都台東区東上野2-18-10
（法人番号4010501002498）

- 2,750,000 - 1 仕様書【PDF】

159 大容量データ記録装置復旧作業 １式

契約担当職
柏センター業務室長
石川　裕
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年6月21日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 1,405,800 - 1 仕様書【PDF】

160 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
石川　裕
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年6月21日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,388円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,758,372円

仕様書【PDF】

161 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
石川　裕
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年6月21日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,400円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,216,494円

仕様書【PDF】

162 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
石川　裕
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年6月22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）

- 2,640円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,725,040円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/1CHSGKCI/B6QSJRZYC5YHSKE69JCO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/NQ1BF8XK/NU4LT5HJVE36YABIJZEJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/DCBJUSS5/BA6XSN8IK91CBVKBQ15Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/MAEJJN1W/WZMKKPUZB4TC75W31Q5O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/98C5N034/JR65K6A7P8UHAX758JHH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/DJWXS6SZ/FL7Q5IOB6KNPV7IP5PRE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/XF0SJOXN/SQ0TH3O1S6JF7LWA90QN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/Y8UD3H19/U4MBEMZOX82VDSX5FQXJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202205/QMS2IXX8/BOTCDI1EA34VCGPMKHFR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/RS0CIYMD/D49NSP4UXPRWFI0Z0U42.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

163 研究支援者派遣 １式

契約担当職
柏センター業務室長
石川　裕
(千葉県柏市柏の葉6-2-3)

令和4年6月28日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,080円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,477,320円

仕様書【PDF】

164 自動化実験環境用除湿機 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4年6月3日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 2,855,930 - 1 仕様書【PDF】

165 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4年6月6日

（株）とめ研究所
京都府京都市下京区中堂寺南町
134
（法人番号7130001026256）

- 5,610円/時間 - 1
単価契約
予定総額
7,915,710円

仕様書【PDF】

166 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4年6月8日

（株）テクノプロ　テクノプロ・デザイン
社
東京都港区高輪3-25-33
（法人番号2010401069169）

- 4,950円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,920,400円

仕様書【PDF】

167 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4年6月10日
パーソルテクノロジースタッフ（株）
東京都新宿区西新宿2-1-1
（法人番号6011001038378）

- 4,895円/時間 - 1
単価契約
予定総額
6,906,845円

仕様書【PDF】

168
タンパク質構造・機能解析ソフトウェ
アライセンス 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6月14日
Schrodinger, LLC
101
（法人番号-）

- 2,420,000 - 1 仕様書【PDF】

169
大規模地理空間データ3D Tiles変換
用ソフトウェア 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6月14日
ＬＳＡＳＴｅｃ（株）
東京都千代田区霞が関3-2-5
（法人番号9010401082586）

- 3,546,400 - 1 仕様書【PDF】

170 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4年6月14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）

- 5,445円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,619,045円

仕様書【PDF】

171
AIエッジデバイスのセキュリティ評価
分析基盤に関する意見収集、および
資料作成業務 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4年6月16日

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

- 9,790,000 - 1 仕様書【PDF】

172
行動評価知識グラフ仮想データ生成
システムの開発支援作業 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4年6月16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）

- 6,356,999 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/7UEU7SE8/C8YTGAH0EX2NYNHZT76C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/D7F9KYG1/NRI5MDL8TR5THE8Y36PW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/RHZOV9HC/HS1GLYDPJAUXOZX8CM7D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/KAA9SZZA/S48TBN0AOCE14YMXND8J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/I4RWCR3C/EGFJUUSQM3LH86WTKAZI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/V3M4G5TU/PJKHAP67W8OP7QUVPJ9Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/K95JGTGX/VN0PYF5K3A2EAXODTW2Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/K9E27WBU/Y7SGB7EZYRSF5P3Q65GX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/G315XKRW/9JLZP6CXIYCZT0IW4SEM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/EJ6D7XSP/AZ40ZV5POKLKYDUT2BNX.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

173
自律移動モビリティ向け汎用運行管
理システムの機能拡張に関するプロ
グラム開発と実証実験支援作業 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4年6月16日
（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1
（法人番号1010901026918）

- 5,115,000 - 1 仕様書【PDF】

174
トランスフォーマー周辺技術を用いた
信頼度推定を伴う時系列予測に関す
る実装と実験 １式

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

令和4年6月29日
（株）創夢
東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14
（法人番号1011001012817）

- 2,090,000 - 1 仕様書【PDF】

175
FRAMモデルインポート／エクスポー
トプログラム作成 １式

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

令和4年6月30日
（株）テクノソリューション
東京都中央区新川2-21-10
（法人番号5010001116681）

- 2,090,000 - 1 仕様書【PDF】

176
ABCIを用いた超大規模最適化ソフト
ウェアのOSS公開に伴う運用支援作
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4年6月30日
（株）工科堂
石川県小松市園町ﾎ129-1
（法人番号4220001022224）

- 4,950,000 - 1 仕様書【PDF】

177 熱画像計測システム １式

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

令和4年6月6日
オザワ科学（株）小牧営業所
愛知県小牧市常普請2-89
（法人番号4180001035008）

- 2,607,000 - 1 仕様書【PDF】

178 電子状態評価装置 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4年6月13日
ジャスコサポート（株）
東京都千代田区神田駿河台2-5-12
（法人番号2010001065543）

- 4,484,260 - 2 仕様書【PDF】

179
動的標準ガス調製システム（ガス混
合装置） １式

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

令和4年6月14日
ヤマト科学（株）名古屋支店
愛知県名古屋市中区栄2-6-1
（法人番号7010001059565）

- 2,764,000 - 1 仕様書【PDF】

180 硬さ試験機 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4年6月15日
オザワ科学（株）小牧営業所
愛知県小牧市常普請2-89
（法人番号4180001035008）

- 4,994,000 - 1 仕様書【PDF】

181 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月20日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,530円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,669,800円

仕様書【PDF】

182 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月20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）

- 2,530円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,223,220円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/AVTH1ST6/2JPBONHLYWFEDH4NQNRE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/4I2WF12T/VN8ALV5EKQT9MLBF4PK0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/4O32MPLJ/BKR1TV6YTXC7UT7GDDHQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/BVRF3VRD/PPC9PCB9DI82Y3CYNKVT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/9QMSIYCH/SSF8HJ7M69LDAVABJAK0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/JOV3HHFX/CY7VPKW3K7XEEDTKDZ7K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/NF609538/A9SJPZG8ZAOAOM69NJE0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/IYVFNUEX/DQZ5Y3OMOEMFL15A0YNC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/2L01FZ6O/5NMP4FOYVZL3CY0ANU59.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/TZJT2FLO/HTQ7IPB44SADFLBATMP4.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

183 真空蒸着装置 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4年6月21日
オザワ科学（株）小牧営業所
愛知県小牧市常普請2-89
（法人番号4180001035008）

- 2,585,000 - 1 仕様書【PDF】

184 組織観察用試料研磨装置 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4年6月21日
オザワ科学（株）小牧営業所
愛知県小牧市常普請2-89
（法人番号4180001035008）

- 2,970,000 - 2 仕様書【PDF】

185 ナノ粉砕装置 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4年6月27日
オザワ科学（株）小牧営業所
愛知県小牧市常普請2-89
（法人番号4180001035008）

- 5,775,000 - 1 仕様書【PDF】

186 ガス混合装置 １式

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

令和4年6月30日
ヤマト科学（株）名古屋支店
愛知県名古屋市中区栄2-6-1
（法人番号7010001059565）

- 2,764,000 - 1 仕様書【PDF】

187 顕微鏡用冷却加熱ステージ 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6月7日
ジャパンハイテック（株）
福岡県福岡市東区唐原7-15-81
（法人番号6290001013917）

- 3,633,300 - 1 仕様書【PDF】

188 圧力センサー式生分解試験装置 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6月8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）

- 6,380,000 - 1 仕様書【PDF】

189
電極劣化挙動解析装置　オプション
セル用切断治具 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6月13日
（株）三ツワフロンテック
大阪府大阪市北区天神橋3-6-24
（法人番号9120001071004）

- 4,059,000 - 3 仕様書【PDF】

190 卓上熱ロールプレス機 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6月13日
宝泉（株）
大阪府大阪市中央区南船場4-4-21
（法人番号1120101044783）

- 1,948,320 - 1 仕様書【PDF】

191 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月15日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,789円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,104,681円

仕様書【PDF】

192 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月20日
パーソルテンプスタッフ（株）
大阪府大阪市北区大深町3-1
（法人番号1011001015010）

- 2,860円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,383,380円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/YL28VTM1/YQBCO6V7PWQOEIEHC3HR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/9UE9GSDH/WL86G9UV2HPEHX2CB2K4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/XJ7H29V5/JA2OXFGYYWMFUNAC9IGD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/PCXWUN6E/W5YJHXPP7UH1VM5NWP0Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/SG3OTKAR/NM8G2ZVNUR71FUDRNVDC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/00VCYYJY/GMRFRXHY3CXBKIPPKOZI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/LIEXDDAT/SBXRO6TUBZ97Q1N26X80.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/I0RALJIL/WTZPHC1LDY3GJWKL7L7K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/2B7QGRZD/SDH40OIFGAFOSMIY0XBM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/I2QQDVBQ/81CTMYDTLDRXV6RS1HG4.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞

連番 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

特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

193 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月23日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,757円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,820,082円

仕様書【PDF】

194 研究支援者派遣 １式

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

令和4年6月23日
（株）テクノプロ
東京都港区六本木6-10-1
（法人番号2010401069169）

- 4,356円/時間 - 1
単価契約
予定総額
6,146,316円

仕様書【PDF】

195 内視鏡用モニター 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4年6月24日

カールストルツ・エンドスコピー・ジャ
パン（株）
東京都千代田区富士見2-7-2
（法人番号6010001001726）

- 2,150,610 - 1 仕様書【PDF】

196 発生ガス捕集装置 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4年6月13日
日新精器（株）
広島県広島市南区東雲2-13-15
（法人番号6240001008517）

- 4,950,000 - 1 仕様書【PDF】

197 高度加速寿命試験装置 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4年6月13日
日新精器（株）
広島県広島市南区東雲2-13-15
（法人番号6240001008517）

- 4,400,000 - 1 仕様書【PDF】

198 接触角計 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6月13日

（株）三ツワフロンテック　広島営業
所
広島県広島市西区庚午北2-17-4
（法人番号9120001071004）

- 9,955,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/2QG26KZ8/PAIU3FAOXKFNBSTZM6SJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/K032QLUR/B7RNI60LHE1EVZSBVN0I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/AM519H20/R66V9LXJRO0TRK4QIVRA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/W30KU3US/MDLQTARP3RDOBVSC2KNJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/U5VZB0WF/I105RJNTPL43SR7P087A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/5O3I02YW/FLE7QYYQRX6B0Z24VYUW.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年6月）＞
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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

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

特例随意契約に係る情報の公表
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199 マイクロ滴定接触角計 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6月15日
三洋貿易（株）
東京都千代田区神田錦町2-11
（法人番号2010001017016）

- 9,218,000 - 2 仕様書【PDF】

200 表面張力計 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6月15日
三洋貿易（株）
東京都千代田区神田錦町2-11
（法人番号2010001017016）

- 9,999,000 - 1 仕様書【PDF】

201 高速液体クロマトグラフィー 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4年6月16日
日本分光（株）
東京都八王子市石川町2967-5
（法人番号2010101002925）

- 5,016,000 - 1 仕様書【PDF】

202 可搬型蛍光X線分析計 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6月20日
（株）猪原商会
広島県広島市中区大手町3-6-1
（法人番号8240001000934）

- 6,956,400 - 1 仕様書【PDF】

203 試験用サンプルカッター 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4年6月20日
（株）ダンベル
埼玉県川越市大字笠幡2243-1
（法人番号9030001055131）

- 3,751,000 - 1 仕様書【PDF】

204 安全キャビネット 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6月8日
四国理科（株）
高知県高知市大津乙1067-6
（法人番号4490001001267）

- 2,318,250 - 1 仕様書【PDF】

205 床敷廃棄ステーション 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6月8日
丸文ウエスト（株）四国営業所
香川県高松市古新町3-1
（法人番号4140001024237）

- 2,629,000 - 1 仕様書【PDF】

206 実験台 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6月8日
四国理科（株）
高知県高知市大津乙1067-6
（法人番号4490001001267）

- 9,790,000 - 1 仕様書【PDF】

207 遺伝子発現解析用プローブ他　 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6月10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）

- 2,892,736 - 1 仕様書【PDF】

208 触針式膜厚測定装置 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4年6月20日
ブルカージャパン（株）
東京都中央区新川1-4-1
（法人番号　8020001059836）

- 7,057,490 - 1 仕様書【PDF】

690,684,235 689,560,989 99.80%

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/MJE06X5R/0RFSG2MZTS1ME0VIUNOC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/6F18JR9K/47JL9Q4H11BXONANXVC7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/LH1PE4AK/5D5XCDV34330CSL4KT5X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/7NEWRCG5/F83RHWISEGXCH7AMBNU2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/BTNLPEZR/NE12W3NYT9EUUN66W58E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/VAX27CYM/BZHC0PDEEBDXK1XKUJQG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/V3GE64S7/AI8GOREJPIR6ABXKT8R4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/JKXQX0SG/TSKLM48IFS4HNJN80MLG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/PSWINK21/P0T6N6WAXCZWZ020MG9L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/841862IK/D5TU1S22G4O773FSWA2D.pdf
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