
＜特例随意契約一覧表（令和4年7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
【MH-CCS調査研究】CO2分離試験
観察用圧力反応容器 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7月7日

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

- 2,310,000 - 1 仕様書【PDF】

2 恒温振とう培養装置 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7月8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）

- 1,970,980 - 1 仕様書【PDF】

3 蛍光実体顕微鏡システム 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7月13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）

- 8,771,400 - 1 仕様書【PDF】

4
土壌DNA試料中の16S rRNA遺伝子
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7月25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）

- 1,732,500 - 1 仕様書【PDF】

5 金属溶融観察装置 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7月5日
（株）ユーテクノロジー
東京都板橋区成増2-10-3-305
（法人番号9370001011372）

- 2,420,000 - 1 仕様書【PDF】

6
高温高圧環境下での光ファイバマル
チセンシングシステム性能評価試験
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4年7月12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）

- 3,638,800 - 1 仕様書【PDF】

7
水上設置型及び傾斜地設置型太陽
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7月12日
（株）矢野経済研究所
東京都中野区本町2-46-2
（法人番号3011201005528）

- 5,082,000 - 1 仕様書【PDF】

8
有害物質に関するリスク情報収集作
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7月5日
（株）エックス都市研究所
東京都豊島区高田2-17-22
（法人番号4013301013616）

- 4,400,000 - 2 仕様書【PDF】

9 工業炉 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7月4日

（株）柳川芳鉄工所
山梨県中巨摩郡昭和町築地新
居1683
（法人番号8090001003201）

- 4,763,000 - 2 -

10 触媒成形装置 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4年7月21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）

- 3,256,000 - 1 仕様書【PDF】

11 高速ガスクロマトグラフ 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7月21日
美和電気工業（株）郡山支店
福島県郡山市島1-22-7
（法人番号901110120778）

- 5,940,000 - 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/202207/3KM4TTYR/PAW9RQQMNST2VMYCIL1B.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/INW9OTAT/BIKTM8UDHQ9VF5PCPC5P.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/LZ3SMLFF/NTPBUIE8K2LE0HMSBHPM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/91UE34KI/EIEB3QM8FA3M17QV4BXU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/ZTGMA1M2/1BFHIFUQ5Z69EG9SOB77.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/NFPMDNF0/1BMUOKX2PIC1NMXEQDML.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/TCO5JATA/2EGKLQRHRJLDYLXV3U4K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/E19IRBZV/P21T2XULB2NUKK2SVWPM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/5D0UJ12V/YFFYJKMKS6YIIUDC5T27.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/QBX9BPXW/XZGMPJLNX6Q7RKV1OB2Q.pdf
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12 CANデータロガー　他 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7月15日
ベクター・ジャパン（株）
東京都品川区東品川2-3-12
（法人番号9010701015717）

- 2,900,040 - 1 仕様書【PDF】

13
太陽光発電搭載型電気自動車実証
における連携事業者拡大に向けた調
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7月15日
（株）ゼンリン郡山営業所
福島県郡山市虎丸町24-8
（法人番号5290801002046）

- 4,433,000 - 1 仕様書【PDF】

14 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4年7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）

- 7,293,000 - 1 仕様書【PDF】

15
材料データプラットフォームWebアプ
リケーションファイアウォール 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7月28日
プラナスソリューションズ（株）
東京都新宿区西新宿7-20-1
（法人番号5011101084091）

- 5,046,800 - 1 仕様書【PDF】

16 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
望月　和成
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和4年7月4日
（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1
（法人番1010901026918）

- 7,260,000 - 1 仕様書【PDF】

17 ソーシャルロボット 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7月19日
（株）クレアクト
東京都品川区東五反田1-8-13
（法人番3010701013445）

- 2,999,700 - 1 仕様書【PDF】

18 卓上型陽電子寿命測定装置 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4年7月19日
東洋精鋼（株）
愛知県弥富市馬ヶ地3-195-1
（法人番号8180001097390）

- 5,500,000 - 1 仕様書【PDF】

19 粘度計システム 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7月1日

ＤＫＳＨマーケットエクスパン
ションサービスジャパン（株）
東京都港区三田3-4-19
（法人番号9010401162149）

- 1,870,000 - 1 仕様書【PDF】

20
ホワイトボックス型パケットトランスポ
ンダ機能拡張装置 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7月13日

エイチ・シー・ネットワークス
（株）
東京都台東区浅草橋1-22-16
（法人番号4010001115346）

- 8,166,400 - 1 仕様書【PDF】

21
ディスアグリゲーション型ROADM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7月28日
伯東（株）
東京都新宿区新宿1-1-13
（法人番号7011101017256）

- 7,766,000 - 1 仕様書【PDF】

22
光学計測装置用試料温度可変装置
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7月15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）

- 3,861,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/S8YC06O6/7IZ4JVJVPP66IJEHPYN3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/H4ZMMOKG/OVBHYCE26EZJBHWSMIQJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/9V4QFB08/FKB5NBCPCJ8H0SMR0CKM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/MUCELSUB/CN70Q2Q2SF5NO8ROJQWZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/06L3ATO5/WTESHUSA5Q9ZHW8X0ZNP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/UQZYBJ3F/0T8DWRE2TXOOBYLKLX4P.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/BJS8WQXD/34QY3NMGZEG1RQNMAY2F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/EWWWEM8C/YUMC1WHNSWFF7YZYMWCT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/3G4U3L6L/R1KLHTPD2X4V67VCFFRZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/21RR7E3H/5ARK4G5NQOA763QVE46F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/ZICAGGCU/5B31M1SWWA3JMCNEXSUQ.pdf
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23
プレイリスト中の楽曲のサビ再生に
関するアノテーションデータベースの
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7月19日
（株）アイアール・アルト
東京都新宿区原町3-61
（法人番号1011101030116）

- 4,180,000 - 1 仕様書【PDF】

24
単眼カメラの大域位置同定プログラ
ム開発 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7月1日

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

- 4,620,000 - 1 仕様書【PDF】

25
GaInP光電変換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7月27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）

- 1,827,100 - 1 仕様書【PDF】

26

200mm Siウェハー同士の接合強度テ
スト作業および200mm GeSOIウェ
ハー同士のCMP加工と貼り合わせ作
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7月11日
（株）Ｄ－ｐｒｏｃｅｓｓ
神奈川県大和市大和南2-8-22
（法人番号5010001126227）

- 1,145,100 - 1 仕様書【PDF】

27 ボラジン　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7月13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）

- 56,250円/ｇ - 1
単価契約
予定総額
2,475,000円

仕様書【PDF】

28 微小電流測定装置改造 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7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）

- 2,114,200 - 1 仕様書【PDF】

29
マルチチャンネルアナライザイーシス
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7月22日

大栄無線電機（株）
東京都千代田区外神田3-10-
10
（法人番号5010001021948）

- 6,710,000 - 1 仕様書【PDF】

30
高分解能高速デジタルオシロスコー
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4年7月25日
明伸工機（株）土浦営業所
茨城県土浦市桜町1-15-11
（法人番号1013301012827）

- 3,080,000 - 1 仕様書【PDF】

31 Ir蒸着材 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7月8日
（株）フルヤ金属
東京都豊島区南大塚2-37-5
（法人番号8013301010956）

- 2,397,780 - 1 仕様書【PDF】

32
窒素プラズマ源用RF電源およびア
パーチャープレート 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7月8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）

- 2,772,000 - 1 仕様書【PDF】

33
スパッタカソード用RF電源および整
合器 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7月12日
ハリーテック（株）
茨城県つくば市千現2-1-6
（法人番号2050001047942）

- 2,750,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/J98LL69G/0ST8AYUQ2KZH6EMVJQTJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/8YXV89U8/KABPF0JW05JJCTW428SG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/U69GJZPU/T69QW6DXFAJMZ8OIO3YE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/J5HA7MIR/9OAC70KJRGM4I6GJD0G7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/DSZ1CKYR/G8WJBBTW6ZUP7CPMUQRE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/I7ZZHPFT/Z67TYNKLK196COJ6OHFJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/PKY8BELP/5ETK1E7THO6M67G2WZJO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/965POL96/2I8NPTMVA0RY0KYKBD38.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/PI86LAHY/QIJUKOKJW8462CDNHPPC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/WGEDC00M/D5ZU3V5ADIN756RBUQ36.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/ZWQ8N5X4/F8NADAWDSV10B1J1B6CC.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年7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
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契約を締結した日
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契約金額（円）
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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

34 5kW直流電源 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4年7月14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）

- 5,445,000 - 1 仕様書【PDF】

35 ソースメジャーユニット 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7月12日
日本電計（株）
東京都台東区上野5-14-12
（法人番号9010501010505）

- 2,035,000 - 1 仕様書【PDF】

36
極低温回路特性評価用CMOSチップ
の製造  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7月15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）

- 5,885,000 - 1 仕様書【PDF】

37
室温用および極低温用低雑音マイク
ロ波増幅装置 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7月5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）

- 3,124,000 - 1 仕様書【PDF】

38 プログラマブルディレイライン 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7月21日
（株）ハイテック
東京都中野区本町4-44-18
（法人番号3011201004380）

- 1,815,000 - 1 仕様書【PDF】

39 数値電磁界シミュレータ 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7月8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）

- 2,552,000 - 1 仕様書【PDF】

40 導電性材料コーティング装置 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7月22日
（株）日立ハイテク
東京都港区虎ﾉ門1-17-1
（法人番号4010401021648）

- 3,740,000 - 1 仕様書【PDF】

41 デジタルマイクロスコープ 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4年7月26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）

- 9,739,810 - 1 仕様書【PDF】

42 スパッタ用MoおよびW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7月5日
ＪＸ金属（株）
東京都港区虎ﾉ門2-10-4
（法人番号2010001133878）

- 3,212,000 - 1 仕様書【PDF】

43 ミニアニール炉 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7月13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）

- 9,817,500 - 1 仕様書【PDF】

44
12インチ SOIウエハのサイズダウン
加工 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7月14日
日本エクシード（株）
茨城県常総市内守谷町4382-4
（法人番号1050001029495）

- 1,441,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/PYC4Y6AK/XWAQYSFRVBOGGA3K95XB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/4YDLAH76/MBOPCXWAFFGZTAG3Y1MR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/OTZMRDAO/TX6LC2W2DGU58T068I4H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/2VZKZTTS/1L1OHGWRJ9IZ2JMAN2RS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/F8L6BQK7/FOTWAE3VDUG6B71PZTSE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/43ZBXHG5/CAZ31TCWINDMCQL2HIDE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/R3TCEC9J/Q6Q3JIXCIRIOZC2Q0AO4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/3YO9OFDW/O62GCHOPDCU4RATPV2EQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/JFXI58GW/6QTXR6FACTYIYGSBUFDF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/5YM58X48/3V5KLPRBG6ETWJMWKROZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/ZACXCI9R/K9F50IMX80GJ39GE1KF6.pdf
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45
新規スパッタ装置（アルバックSME-
200J）への用力接続及び耐振固定作
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7月5日

日酸ＴＡＮＡＫＡ（株）
埼玉県入間郡三芳町大字竹間
沢11
（法人番号3030001056424）

- 2,145,000 - 1 仕様書【PDF】

46
金属及び水溶液界面の腐食性質解
析作業 １式

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

令和4年7月21日
（株）日産アーク
神奈川県横須賀市夏島町1
（法人番号9021001040867）

- 2,204,400 - 1 -

47
研究データ仕訳Webソフトウェア機能
追加作業 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7月25日
（株）アカデメイア
千葉県柏市若柴178-4
（法人番号6012701013380）

- 2,722,500 - 1 仕様書【PDF】

48
材料情報ポータルシステム拡張設計
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7月1日
（株）アカデメイア
千葉県柏市若柴178-4
（法人番号6012701013380）

- 2,200,000 - 1 -

49 超高感度分光CCD 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7月26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）

- 8,100,675 - 1 仕様書【PDF】

50 データ処理用ワークステーション １式

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

令和4年7月29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）

- 2,999,700 - 4 仕様書【PDF】

51 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7月20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
2,080,320円

仕様書【PDF】

52 ＬＤＡプローブ １式

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

令和4年7月5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）

- 3,850,000 - 1 仕様書【PDF】

53 ヘリウム昇圧試験装置 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7月19日

サニー・トレーディング（株）
神奈川県横浜市中区山下町
194
（法人番号9010001207279）

- 4,620,000 - 1 仕様書【PDF】

54 恒温ブース 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7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）

- 3,432,000 - 2 仕様書【PDF】

55 外部共振器型レーザシステム 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7月13日
トプティカフォトニクス（株）
東京都府中市府中町1-14-1
（法人番号1010401125708）

- 4,402,200 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/6RLH1DP5/J3JUPAJJYSBJD9PTYOS3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/GBAA0YHU/U7WS2LWQGHPMJ9ZOEVC2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/FFUJ7IOD/6KJ9ZZ4Y35ZMW8ZENQ1A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/F8GHOJCQ/AJJ9DOK868QINA7ALTEW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/V5IG8O4T/EVGICN8ZNYJ19LRSZACL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/CJ5WL0XR/Q0EFMWPR893CBTPD6EGT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/GSHJ82OD/LUFJWIWQZ6WIFWASTS2I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/NN7QKTK3/NDE8BILA3KQX6H2ARLTM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/IFCW9898/GC35T7TKNFPR3BNNVG4V.pdf
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56 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
橋本　卓也
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和4年7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）

- 2,244,000 - 1 仕様書【PDF】

57 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
橋本　卓也
（茨城県つくば市梅園1-1-1）

令和4年7月6日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 4,161,300 - 1 仕様書【PDF】

58 真空用ガラスセル 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7月20日

（株）ジャパンセル
東京都町田市小山ヶ丘2-2-5-
11
（法人番号8012301002864）

- 2,145,000 - 1 仕様書【PDF】

59 300 GHz共振器 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7月22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）

- 4,778,400 - 1 仕様書【PDF】

60 石英セル １式

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

令和4年7月19日

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

- 3,209,800 - 1 仕様書【PDF】

61
小型原子時計用制御基板への量子
部実装及びソフトウェア調整作業 １
式

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

令和4年7月27日
シマフジ電機（株）
東京都大田区西蒲田6-36-11
（法人番号7010801005512）

- 2,288,000 - 1 仕様書【PDF】

62 ポータブルNOx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7月28日
竹田理化工業（株）
東京都渋谷区恵比寿西2-7-5
（法人番号9011001013618）

- 1,980,000 - 1 仕様書【PDF】

63 小型卓上試験機 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7月21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）

- 2,167,000 - 1 仕様書【PDF】

64 超微量分光光度計 一式 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7月14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）

- 2,029,500 - 1 仕様書【PDF】

65
スラリー製造装置タンジェンシャルフ
ローろ過システム 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7月19日

家田化学薬品（株）
東京都中央区日本橋室町4-3-
4
（法人番号6010001037497）

- 5,993,460 - 1 仕様書【PDF】

66 有機合成スクリーニング装置 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7月12日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 7,766,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/6IMZ2XHJ/QE196062G4UMBT27FGCP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/X6GI9DZS/VD327N8WG7WZL6FOIJEE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/829BQ8ET/95DI4UOWT3BV3DK1EVI6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/H0K4JP9I/V99HUH4RNSPVL8Q7HSD2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/BVGGPD5P/NFQZ2KJBHCCOBQNORZX5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/0VP8Q2DZ/QP6ZVX2RFY631PWFHCU9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/2OHYS71S/27RMKRUE5CA9SXOIWG0V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/WWQNTVJY/NO0KNM8MKPDM29XUJNMY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/Y8W97E9Y/9S8GKKQ904PRWDQSRYGS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/UCO8Y6OF/YZYE4EFSVHSOTGYFAHK8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/WKSUIM47/CW3T3BGZFKKV94WAS2AR.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年7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

67
タンパク質クロマトグラフィーシステム
１式

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

令和4年7月26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）

- 7,744,000 - 1 仕様書【PDF】

68 倒立顕微鏡 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7月8日
中山商事（株）筑波営業所
茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1
（法人番号7050001023451）

- 4,400,000 - 1 仕様書【PDF】

69 加熱拡散反射測定装置 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7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）

- 3,586,000 - 1 仕様書【PDF】

70 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7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）

- 2,585円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,597,925円

仕様書【PDF】

71 粉砕装置 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7月26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）

- 4,950,000 - 1 仕様書【PDF】

72 研究支援者派遣 １式

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

令和4年7月13日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,876円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,611,862円

仕様書【PDF】

73 火山ガス測定システム １式

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

令和4年7月13日
ツクモ工学（株）
埼玉県狭山市柏原3669-8
（法人番号4030001026491）

- 1,760,000 - 1 仕様書【PDF】

74
凍結組織薄切試料保管フリーザー 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7月14日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 2,827,000 - 1 仕様書【PDF】

75
パラフィン組織薄切試料調製装置 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7月11日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 5,610,000 - 1 仕様書【PDF】

76 凍結組織薄切試料調製装置 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7月11日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 5,775,000 - 1 仕様書【PDF】

77
パラフィン組織ブロック試料調製装置
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7月11日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 4,752,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/O3QO0SM3/JF61T19OEWJA9GYTMPEX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/TSP7AEOK/JRU2KHIFY7TC5GZ3GULY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/IHI77KP9/R8S0YSKQSMOQIAWGIYV6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/4CMUV56L/PLUJY185PS6PV2MW6LTG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/WU5GTK5J/ZGP9AZDX734BF0WGP98Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/O1O8CWU2/1V2KD13Z71FF8RH0ORFN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/2NRFKDWD/E7WL9SITNBRHI31YY4A2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/PZT96LI9/XL4B37JJV2KLNNO3HKOU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/P3RFD1LM/CB83CSEZO9NKY11TKBF1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/182UG8ZC/V5OP7OM77QHL9FJ6E4ZJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/8U5U0P91/HLZG1F2WNV1NNLVJX796.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年7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

78 軟X線領域用蛍光X線検出器 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7月8日
ＥＭＦジャパン（株）
兵庫県姫路市網干区高田381
（法人番号1120101035130）

- 2,362,800 - 1 仕様書【PDF】

79 塗工機 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7月19日

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

- 1,991,660 - 1 仕様書【PDF】

80 ガラススクライバー用ロボット 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7月19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）

- 2,982,650 - 1 仕様書【PDF】

81 レーザースクライブ装置 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7月8日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 9,108,000 - 1 仕様書【PDF】

82 太陽電池I-V測定システム １式

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

令和4年7月4日

（株）システムハウス・サンライ
ズ
愛知県日進市赤池1-1301
（法人番号2180001066954）

- 3,586,770 - 1 仕様書【PDF】

83 太陽電池作製補助ロボット 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7月12日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 9,460,000 - 1 仕様書【PDF】

84 ラマン用パルスレーザー 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7月28日
ルミバード・ジャパン（株）
東京都中央区晴海1-8-10
（法人番号8011101061311）

- 2,640,000 - 1 仕様書【PDF】

85 真空撹拌脱泡装置 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7月4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）

- 2,756,600 - 1 仕様書【PDF】

86
アンモニア吸脱着システムの熱利用
解析の検討作業 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7月27日

（有）シミュレーション・テクノロ
ジー
神奈川県横浜市金沢区福浦1-
1-1
（法人番号9020002063051）

- 3,465,000 - 1 仕様書【PDF】

87 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7月7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）

- 2,299,000 - 1 仕様書【PDF】

88
イオンクロマトグラフ装置オートサン
プラー 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7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）

- 2,879,800 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/NTC8U7LJ/2QN12GG2NU66GRKKT3MO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/FPF2JE2A/97RXBYO0N5EQPV6564FI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/B592TBVV/31S9I7WP17XN1QSIY116.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/LOBU4RJV/0RTXRZ6JUTYJRKNTHYYJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/NF0M84RJ/IAQE0O94R7KGII884NQK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/3A8ZN0FS/63P1FWKCAQGHLY56GF8I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/DX2Y0KEI/NSIXX41AJSEA01WIBD02.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/E2FL8MBL/E1FJVC1LOGXI86WQOW1S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/31WWS47C/MQNKLPNT3W3B17JV7ERL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/V2GR0GMA/8NVL9AAVA53MKKPMNB3J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/JLVP5JTP/AK2SIAYUMB00HVGZQ32R.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年7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

89 大気圧型グローブボックス 1式

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

令和4年7月1日
株式会社UNICO
茨城県守谷市緑2-25-10
（法人番号7050001029052）

- 8,360,000 - 1 仕様書【PDF】

90
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4年7月1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）

- 5,720,000 - 1 仕様書【PDF】

91 模擬接客環境撮影システム 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7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）

- 2,964,280 - 1 仕様書【PDF】

92 データ統合解析ソフトウェア 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7月29日
キッセイコムテック（株）
長野県松本市和田4010-10
（法人番号 5100001012979）

- 1,650,000 - 1 仕様書【PDF】

93 マカクサル用MRI受信コイル 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7月1日
（株）エルエイシステムズ
茨城県つくば市千現1-17-1
（法人番号 3010501024956）

- 9,900,000 - 1 仕様書【PDF】

94
日常生活行動と認知機能データの計
測業務 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7月27日
（株）ＲＴＣ
群馬県高崎市貝沢町1150-1
（法人番号 2070001010618）

- 4,959,120 - 1 仕様書【PDF】

95 データ計測通信デバイス 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7月8日

（株）トータル・サポート・システ
ムつくば営業所
茨城県つくば市諏訪C19街区6
（法人番号 7050001004757）

- 3,220,800 - 2 仕様書【PDF】

96 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7月25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
1,059,520円

仕様書【PDF】

97 分析超遠心機修理作業 １式

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

令和4年7月4日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号 8180001124830）

- 1,027,290 - 1 仕様書【PDF】

98 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7月27日

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

- 4,400円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,788,400円

仕様書【PDF】

99 量子効率測定システム 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7月5日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 3,155,900 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/UNTFEHJX/NVBEBSGOR0XU4S8OM0JI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/56WM6FLJ/DFNQNFJE4WNCS90ANW79.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/QYFHPPA1/5PQS4MHISVSFZGD2DKMK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/N0E492NC/FWRQAVOAHMT77OQBQ6X9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/YW99N9G7/H0TM9XE2NUANRBWSBANJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/2N23AYE3/HMDGWJ4H9JAG0RG4RZTK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/YAAEECQR/IRDO9PPYPB88DRHYGVI1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/ALUZFNVZ/H35K9DYIKQYPKS6T4LA5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/TEPMBB9D/WN1IN0HHG4PQFM6XFTWY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/8LK4GY9E/GCNCN0K0QDR0UV0ZFICR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/W54ETGTF/CW7IK7ITMQIS6ZHJTMDP.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年7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

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

- 2,849円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,253,559円

仕様書【PDF】

101 アイソレータ関連機材 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7月7日

三協ラボサービス（株）
東京都江戸川区西一之江2-
13-16
（法人番号9011701003356）

- 2,640,000 - 1 仕様書【PDF】

102
仙台平野の地質割合分布図・3次元
地質モデル作成および地下水資料の
収集・整理作業 １式

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

令和4年7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）

- 4,026,000 - 1 仕様書【PDF】

103
ドローン搭載ハイパースペクトルカメ
ラの飛行試験 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7月5日

ケイエルブイ（株）
東京都千代田区神田小川町1-
1
（法人番号2010001015696）

- 1,193,500 - 1 仕様書【PDF】

104
ドローン搭載式ハイパースペクトルカ
メラ 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7月20日

ケイエルブイ（株）
東京都千代田区神田小川町1-
1
（法人番号2010001015696）

- 9,262,000 - 1 仕様書【PDF】

105
和歌山平野における沖積層のボーリ
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4年7月15日

（株）タニガキ建工
和歌山県海草郡紀美野町長谷
391-6
（法人番号5170001005968）

- 4,026,000 - 3 仕様書【PDF】

106 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7月19日
（株）プランナーマネジメント
茨城県つくば市小野崎131-1
（法人番号　9050001037607）

- 2,420円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,930,620円

仕様書【PDF】

107
十和田火山地域におけるＭＴ法電磁
探査に関わる測定機器設置作業　１
式

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

令和4年7月29日

（同）十和田湖ガイドハウス櫂
青森県十和田市大字奥瀬字十
和田湖畔休屋486
（法人番号 3420003001842）

- 1,712,700 - 1 仕様書【PDF】

108
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7月7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）

- 3,963,300 - 1 仕様書【PDF】

109 ガス供給システム 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7月7日
（株）東京本山商会
茨城県土浦市小松1-12-35
（法人番号5011601004598）

- 6,567,000 - 1 仕様書【PDF】

110 ドライ排気ユニット 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7月22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）

- 1,815,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/F0TXLGKX/E9GZFU6ST4YCJ3PZ1ZYR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/D53W7760/GBLVEYTHRZ4IOOVD8V2I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/H9PQLD27/PIM01F0U1TNZV0340AT3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/ITSQI9JP/KXEBS4DB0UNYAPQ2R2MI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/6YOQZH4G/KU3CCS0KO9RYMNZBLJ40.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/2ZXVEEP7/PW7RF1DYK497JYCSBZY2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/CHB58FHV/GWBHZOMMAC23UPJ9I4K3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/VUPRJ73H/BQ9K6WSYRSUNFNIGHZYZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/OMU2SL8G/KTUHP5TESOAXAC3S7V0X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/ON72COJK/ZGMWEVK07LZFSL12I291.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/58FTWNY9/2ZBJZ7JCAMJAFC9ZSU37.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年7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

111
磁性膜成膜用スパッタ装置クライオコ
ンプレッサー交換作業 １式

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

令和4年7月1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）

- 4,563,240 - 1 仕様書【PDF】

112
分光エリプソ薄膜解析装置 点検調整
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7月12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）

- 1,303,500 - 1 仕様書【PDF】

113 ダイヤモンドブレード切断機 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4年7月27日

（株）ニチカ
京都府京都市北区長乗東町
200
（法人番号2130001031161）

- 2,090,000 - 1 仕様書【PDF】

114 電子線露光装置用レジスト薬液 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7月29日

東海ケミー（株）
茨城県水戸市木葉下町字富士
山292-30
（法人番号4050001001757）

- 3,592,292 - 1 仕様書【PDF】

115
シリコンゲルマニウム化学気相成長
装置用ガス精製器 １式

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

令和4年7月22日
（株）鳥羽洋行
茨城県牛久市中央3-10-10
（法人番号9010001005600）

- 5,130,400 - 1 仕様書【PDF】

116
SiGe膜選択エッチング装置用ガス検
知器 １式

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

令和4年7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）

- 3,113,000 - 1 仕様書【PDF】

117
低誘電率SiOCN原子層成長装置用
ガス検知器　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7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）

- 4,840,000 - 1 仕様書【PDF】

118
産総研版MARKALモデル用「エネル
ギーサービス需要シナリオ」作成 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7月26日

（一財）日本エネルギー経済研
究所
東京都中央区勝どき1-13-1
（法人番号3010005018926）

- 6,380,000 - 1 仕様書【PDF】

119
SOEC試験用小型ホルダおよび
SOEC評価用電気炉 １式

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

令和4年7月29日
（株）チノー
茨城県水戸市三の丸1-4-73
（法人番号9011401004118）

- 2,750,000 - 1 仕様書【PDF】

120 ソフトウエア更新(Dropbox) 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7月4日
Ｄｙｎａｂｏｏｋ（株）
東京都江東区豊洲5-6-15
（法人番号8010601034867）

- 1,698,026 - 1 仕様書【PDF】

121 ガスクロ分析システム 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7月22日

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

- 2,310,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/EO727RC0/5L9JN7GPNV86Q96D4X1H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/HW0W42SX/1A0NMKEHU21NDUEYG3I2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/3XE11LJ3/QMQ2W3O5B0Y65WRXHO2O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/N5LDGWML/P1WFXPDTIXR8AQT0KL71.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/BT0XOLTV/P7KBBS21OT6SVGJDZEOB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/UGZH4DVL/RLYQB817JOSA4DSZ8D48.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/9VA11RQZ/SVE60EJ5HQXJQ9CECKNQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/Q5BC3S6E/XWADSK823A85CZEJ9RRS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/R4S7O6SY/CDRPGHYIUPC7P5Q1QF8Y.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/KHXDF2O7/P8SKL3P4Z4VHSNF2WZOG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/GCRHSAYO/KP0ZBPPVQ3I0KODIUG1D.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年7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

122 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7月14日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256　）

- 3,300円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,016,100円

仕様書【PDF】

123 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7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）

- 2,860円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,592,160円

仕様書【PDF】

124 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7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）

- 3,080円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,018,400円

仕様書【PDF】

125
ロボット介護機器開発・実装における
サービスデザイン・リビングラボ活用
事例深掘り調査 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7月14日
（株）コンセント
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6
（法人番号3011001064518）

- 2,202,200 - 2 仕様書【PDF】

126 デジタルマイクロスコープ 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7月25日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 8,571,860 - 1 仕様書【PDF】

127 デジタルスクリーン製版装置 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7月25日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 3,187,250 - 1 仕様書【PDF】

128 筋電計システム 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7月12日
アーカイブティップス（株）
東京都千代田区内神田3-24-3
（法人番号3011501018766）

- 6,160,000 - 1 仕様書【PDF】

129
ソフトブランケットグラビアオフセット
印刷機 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7月5日
（株）エムティーテック
千葉県茂原市小林1978-53
（法人番号7040001060446）

- 5,258,000 - 1 仕様書【PDF】

130 実装用基板作製作業 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7月1日

（株）豊光社
福岡県北九州市小倉北区上到
津2-7-30
（法人番号2290801003385）

- 4,446,200 - 1 仕様書【PDF】

131 慣性センサシステム 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7月27日
アーカイブティップス（株）
東京都千代田区内神田3-24-3
（法人番号3011501018766）

- 1,972,080 - 1 仕様書【PDF】

132 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7月7日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,740円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,084,080円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/B9ZFIS25/WOBGZAL5HVCQGMOJ32NM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/FPH0ZO6B/4HE3IAOLAVYV3ORK15QK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/9DXR3OSG/6TE1KBDB3671T7YIU56D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/P04VYMJB/87DWJ0QWBOZ33WNISNOM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/F4E87PCC/LQOWHMJDGH3AK18ZPHTU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/2QQE2LIJ/NB9P92WGP6HJ4EJFGR1X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/1SZMBG4T/E0MEXBOWSWTV6XBC8GGB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/3O12C6UV/N52VW1OOQ3Z5I0FWY9SS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/SK62KD2O/WFHX4UTRDG2EMAXZ5FQ2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/B4DIM7Z0/XW5B291314ES8BVUAPDC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/28S3O86N/WDHVTZVIJLQZIZ13PJOY.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年7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
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予定価格（円）

(税込）
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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

Trusted Execution Environment
Provisioning (TEEP) プロトコルによる
セキュリティを担保したIoTデバイスの
ソフトウェア更新技術の開発 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
中山　一彦
（東京都江東区青海2-3-26）

令和4年7月8日
（株）Ｑ’ｓｆｉｘ
東京都千代田区丸の内1-7-12
（法人番号4011001039460）

- 7,898,000 - 1 仕様書【PDF】

134
オンライン筋電識別モデル提示用ソ
フトウェアのフレームワーク改良、動
作追加作業 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
中山　一彦
（東京都江東区青海2-3-26）

令和4年7月25日
（株）電通サイエンスジャム
東京都港区赤坂4-2-28
（法人番号4010401107182）

- 3,586,000 - 2 仕様書【PDF】

135 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
中山　一彦
（東京都江東区青海2-3-26）

令和4年7月22日

（株）ワールドインテック
福岡県北九州市小倉北区大手
町11-2
（法人番号4290801020346）

- 3,850円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,566,100円

仕様書【PDF】

136
バイオ実験自動化システムへの分注
機能追加作業 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
中山　一彦
（東京都江東区青海2-3-26）

令和4年7月21日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 2,200,000 - 1 仕様書【PDF】

137
ガラスボトムプレート対応機能追加作
業 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
中山　一彦
（東京都江東区青海2-3-26）

令和4年7月8日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 1,430,000 - 1 仕様書【PDF】

138
フレームワーク「GHOST」の最適化・
拡張 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
中山　一彦
（東京都江東区青海2-3-26）

令和4年7月15日

（株）知能情報システム
京都府京都市下京区中堂寺粟
田町91
（法人番号2130001031079）

- 4,471,500 - 1 仕様書【PDF】

139
AI技術導入DXプロジェクト管理ツー
ルの開発 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
中山　一彦
（東京都江東区青海2-3-26）

令和4年7月6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）

- 5,808,000 - 1 仕様書【PDF】

140
データマネジメントプラットフォームソ
フトウェア機能拡張 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
中山　一彦
（東京都江東区青海2-3-26）

令和4年7月15日

（株）ｐｌｕｓｚｅｒｏ
東京都世田谷区北沢2-6-10仙
田ﾋﾞﾙ4階
（法人番号7010901042439 ）

- 6,435,000 - 1 仕様書【PDF】

141
自律移動サービスの実証評価研究
用モビリティプラットフォーム １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
中山　一彦
（東京都江東区青海2-3-26）

令和4年7月4日
ＷＨＩＬＬ（株）
東京都品川区東品川2-1-11
（法人番号9010701026565）

- 1,822,880 - 1 仕様書【PDF】

142
モビリティ稼働状況の可視化実証実
験用デジタルサイネージシステム １
式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
中山　一彦
（東京都江東区青海2-3-26）

令和4年7月5日
（株）クラウドポイント
東京都渋谷区渋谷2-16-1
（法人番号6011001063145）

- 3,883,000 - 2 仕様書【PDF】

143 実験用ラップトップ計算機 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
中山　一彦
（東京都江東区青海2-3-26）

令和4年7月13日
北原商事（株）
東京都練馬区西大泉6-1-22
（法人番号1011601001748）

- 1,968,780 - 3 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/KTWYQTT6/6HM7AX2B6N08TDP4EBVE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/BMT0TKXK/HK7R9D57SX2N6SHRL58O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/9MI1VHLP/12K46I95RS8Z6NYGQTHX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/EXEXD9JE/8WGTA11OAOAW22HM2R3O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/FLIRT83W/TK1WEDJFRYSMPWEA2S6R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/BO2CQS4X/EG4AN6ZQC1OQCAETK650.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/PNK4MCI2/OKDPVYUCDXZPEITYTHYD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/H94TYNGA/FQB0TKALN8THW9Q93Y5F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/W7YZ94J9/V6KY4ZYJNTSDLHO26K0E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/D0D9PGK0/MYNWFTYPH7Y0N5GOQBXN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/10Y9WZNU/Z0WDMBYOBYZQMSOUVQCQ.pdf
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144
機械学習システム品質評価手法管
理・共有ハブシステムのウェブサイト
の制作 １式

契約担当職
臨海副都心センター業務部長
中山　一彦
（東京都江東区青海2-3-26）

令和4年7月14日

スタジオデジドロア
兵庫県神戸市垂水区北舞子4-
7-17-107
（法人番号-）

- 3,751,000 - 1 仕様書【PDF】

145
誘導結合プラズマ流計算ソフトウェア
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7月13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）

- 4,196,500 - 1 仕様書【PDF】

146 超臨界ナノ粒子合成装置 １式

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

令和4年7月28日
（株）ＡＫＩＣＯ
東京都大田区南六郷3-22-25
（法人番号 4010801000318）

- 4,785,000 - 1 仕様書【PDF】

147 コンパクトヒータープレス装置 １式

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

令和4年7月29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）

- 2,394,700 - 1 仕様書【PDF】

148 表面改質膜精密切断装置 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7月25日

（株）ニューメタルスエンドケミカ
ルスコーポレーション
東京都中央区京橋1-2-5
（法人番号 1010001053879）

- 4,127,750 - 2 仕様書【PDF】

149
複雑形状試料精密切断加工装置 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7月12日

（株）テクノ西村
愛知県名古屋市中区千代田2-
11-11
（法人番号 3180001039505）

- 4,585,460 - 1 仕様書【PDF】

150 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7月11日
パーソルテンプスタッフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1
（法人番号 1011001015010）

- 2,310円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,413,720円

仕様書【PDF】

151 真空ガス置換炉 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7月22日
大阪薬研（株）
大阪府箕面市稲5-13-10
（法人番号6120901029319）

- 4,697,000 - 1 仕様書【PDF】

152 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7月22日

（株）アスナル
大阪府大阪市淀川区塚本2-
18-15
（法人番号9120001141616）

- 4,130円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,014,846円

仕様書【PDF】

153 光造形３Ｄプリンタ装置 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7月1日

リコージャパン（株）
大阪府大阪市中央区本町橋1-
5
（法人番号1010001110829）

- 1,278,200 - 4 仕様書【PDF】

154 簡易フード 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7月14日
大阪薬研（株）
大阪府箕面市稲5-13-10
（法人番号6120901029319）

- 1,695,430 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/O6J80N5Z/FI8M0VUU89P1M1EFZ2Q2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/G6XIUZ03/AO7CECMIL48UO0LUAVLR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/BT6LD6M2/LTSCVPTDS0L4WW66SJTQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/EOX901HC/HAOUJGG2SDA7KHJWUBRQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/X25GUKPU/AW88BE456LAWWUCNMSDV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/Y8FU4NMZ/SGVNJ7NZY27EXRNZDC36.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/M6TFRL2M/JUNMIDF1SEYXMHHW9PFL.pdf
http://jcms-prod.aist.go.jp/detail/XIAAF3RL/4SZ6H0NP49TF1IOJ66JC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/BLOSYTZY/T5J1MA43F85CRRPLFIVG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/Z4KPHZIA/VZAGRGY8XB03EDESC5RH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/GPCX6OZ1/EE8PHSI519M1S2J1U4UU.pdf
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155 触媒合成装置 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7月19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）

- 2,455,420 - 1 仕様書【PDF】

156 卓上自動研磨装置 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7月11日

（株）池上精機
神奈川県横浜市港北区新羽町
2095
（法人番号1020001019458）

- 4,078,800 - 1 仕様書【PDF】

157 乾式密度測定装置 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7月28日

（株）三洋商事
大阪府大阪市北区中崎西2-4-
12
（法人番号7140001034927）

- 3,223,000 - 1 仕様書【PDF】

158 卓上エックス線回折装置 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7月4日

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

- 5,940,000 - 1 仕様書【PDF】

159 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7月5日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,750円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,817,000円

仕様書【PDF】

160 可搬型赤外分光器 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7月6日

（株）エス・ティ・ジャパン大阪支
店
大阪府枚方市南中振1-16-27
（法人番号2010001038268）

- 6,600,000 - 2 仕様書【PDF】

161 マルチ吸光・蛍光測定装置 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4年7月13日
広島和光（株）東広島営業所
広島県東広島市鏡山3-12-26
（法人番号1240001036571）

- 9,680,000 - 1 仕様書【PDF】

162
湿潤試料観察用低真空電子顕微鏡
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7月7日

正晃（株）久留米営業所
福岡県久留米市山川沓形町3-
30
（法人番号4290001003374）

 - 6,985,000 - 1 仕様書【PDF】

604,335,734 597,865,683 98.93%

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/BID7VYKQ/YJ8NBKU5SMGZSWRT3OWG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/Y11V6OIV/P31G5MIX155LVUAFAZ2W.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/FS5XPT5R/MEKIOEIO7VXETCKHPTAG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/3ZREGZGO/EOI0KFESTUSV3J2RI9GD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202206/0165JBXF/O0N449OL1E2A98VQ2WCG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/PN4X37VN/8SK9AAJBI8SB538KK81D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/LY8VNMX1/ADRETQNUVN1UW7AJI9OX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/I0MLULXB/Y1Q2A8ES1XGQ488124VK.pdf

	公表用

