
＜特例随意契約一覧表（令和4年8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】ガス濃度
連続測定装置 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8月3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）

- 4,400,000 - 1 仕様書【PDF】

2 細胞保存用超低温槽　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8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）

- 4,032,600 - 1 仕様書【PDF】

3 大型薬品保冷庫 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8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）

- 1,760,000 - 1 仕様書【PDF】

4
フェーズシフト検出手法を活用
した細胞増殖活性化・不活性
化遺伝子の同定作業 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8月9日
（株）ウェブブレイン
東京都千代田区外神田2-3-6
（法人番号5010001095190）

- 7,700,000 - 1 仕様書【PDF】

5 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8月24日
WDB（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,343円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,180,872円

仕様書【PDF】

6
タイナナ ミッF FBAアプリーシシ 】
ンの実装作業 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8月16日
三井情報（株）
東京都港区愛宕2丁目5番1号
（法人番号6010401078785）

- 7,920,000 - 1 　 仕様書【PDF】

7
コア運搬用圧力容器輸送作業 
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8月24日
（株）マルイ
東京都墨田区業平3-8-4-202
（法人番号5122001016487）

- 2,554,200 - 1 　 仕様書【PDF】

8
高感度高圧示差走査熱量計
の修理作業 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8月10日

ＤＫＳＨマーリミトエッスパンシシン
サービスジャパン（株）
東京都港区三田3-4-19
（法人番号9010401162149）

- 7,149,945 - 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/202208/78A11S8G/Y734HI7UJOYQ3PY5QBFN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/ZQCHF6XX/QX6O0BNHYNOBWFLMIB2G.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/NX8GSHUW/NI2D7P1Y4ELTX1NB61EL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/DDRUCORU/EA79E9Y3K76AHA4NSVLX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/EKUD50CB/GZLME44DYNY9880AWHTA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/RZCB5CWX/TKL31KO5BXQZR4D18URG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/V5G4GXTT/OVSWNQ16J5KQYM63BGHO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/UTYPNQB7/D45SZ2IB6E49HVNKP4L1.pdf
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9 オンラインガス分析計 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8月4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）

- 5,610,000 - 2 仕様書【PDF】

10 基板搬送機 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8月29日

（株）和泉テミッ
宮城県仙台市泉区市名坂字御釜
田143-4
（法人番号6370001000485）

- 3,630,000 - 1 仕様書【PDF】

11
PCR関連試薬保管用保冷庫 
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8月1日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 2,530,000 - 2 仕様書【PDF】

12
膜分離・膜反応器フロセスシ
ナュレーシシンソフトウェア 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8月3日

計測エンジニア゚ングシステム
（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】

13
京都大学構内における地中熱
性能評価のための熱応答試
験 １式

契約担当職
福島再生可能エネルギー研究所業
務室長
小林　良三
(福島県郡山市待池台2-2-9)

令和4年8月30日
ナサワ環境技術（株）福島営業所
福島県会津若松市新横町1-37
（法人番号1240001040912）

- 6,160,000 - 1 仕様書【PDF】

14 Pd系箔　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8月31日
田中貴金属工業（株）
東京都千代田区丸の内2-7-3
（法人番号6010001127950）

- 1,975,710 - 1 仕様書【PDF】

15
水素吸蔵合金の熱物性測定
と合金タンッの解析モデル構
築 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8月25日

（株）コベルコ科研営業本部東日
本営業部
東京都品川区北品川5-9-12-北
品川ONﾋﾞﾙ17階
（法人番号8140001007717）

- 6,710,000 - 1 -

16
統合計測制御管理ソフトウェ
ア設定およびPCS制御ソフト
ウェアの作成作業 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8月30日

日本カーネルシステム（株）
大阪府大阪市中央区船越町1-6-
6
（法人番号3120001093136）

- 4,730,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/U73EO9OZ/W4DFTT9HORL6N9N46XUR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/ME6J33BM/0ILM4A4O7YB0N2GT0BXV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/9VWCWRF0/BW9EY2O92S0R4N3B2L60.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/H65C9LQM/73H887BGFC6M1P1ZNAN2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/ICYTDHW0/LWP9C42NXWVL4F7W51OH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/VEY533L9/2T9WDA1V2IIX29732YC1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/FKD8YSMJ/25KV87V4N5AWRFSBEPFE.pdf
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17
福島再生可能エネルギー研
究所D区画接続箱遮断器設置
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8月26日
（株）ベルワミト
福島県郡山市富田町諏訪前27-2
（法人番号3380001008398）

- 1,430,000 - 1 仕様書【PDF】

18 地上気象観測１分値 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8月26日
日本気象（株）
大阪府大阪市中央区城見1-2-27
（法人番号5120001027018）

- 4,167,845 - 1 仕様書【PDF】

19
光励起磁化反転解析装置 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8月10日
ＨＰＣテッノロジーズ（株）
東京都千代田区飯田橋1-12-7
（法人番号2010001110778）

- 2,453,000 - 1 仕様書【PDF】

20
Impls計算機計算ノード増設 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8月4日
フラナスソ゚ューシシンズ（株）
東京都新宿区西新宿7-20-1
（法人番号 5011101084091）

- 2,153,800 - 1 仕様書【PDF】

21
文書データの変換フォーマミト
書式と変換手順書の作成等
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8月10日
（株）経営情報センター
大阪府大阪市西区新町1-27-5
（法人番号8120001097116）

- 1,980,000 - 1 仕様書【PDF】

22
ロボミトの遠隔操作インタ
フェースの機能拡張作業 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8月23日
ソフトキューブ（株）
大阪府守口市京阪本通2-3-5
（法人番号4120001156057）

- 2,552,000 - 1 仕様書【PDF】

23
8インチSiウエハのCMP加工・
接合加工 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8月3日
（株）D-process
東京都北区浮間1-2-27
（法人番号5010001126227）

- 1,377,200 - 1 仕様書【PDF】

24 ファイルサーバ 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8月10日
（株）ニューテミッ
東京都港区浜松町2-7-19
（法人番号4010401039731）

- 2,743,400 - 4 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/5NY2F1MW/CXS2FDI1O57RGBGUANIA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/UYKC48B5/W3Y778CVVH8YR50AXENF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/KJ5IGA4G/HLDYOGR34TZH215VUZBQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/GNGVNCWL/KE26DHLSFSBBTT6FOOCK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/0BG6RGQG/TRDT59J5QXYTGLKGUKDU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/XDL556R8/0M7DI7MQSR6P5UIT3BGD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/HSCH1I16/8VWOEO7FCDNRX6595IJQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/SGOUH4JO/A99P3T2P9PQOXKMCYX2W.pdf
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25 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8月1日

アイ・テー・シー（株）
東京都千代田区神田佐久間町3-
29
（法人番号2013301016208）

- 4,180円/時間 - 1
単価契約
予定総額
5,024,360円

仕様書【PDF】

26 光増幅器 １式

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

令和4年8月8日
ルナバード・ジャパン（株）
東京都中央区晴海1-8-10
（法人番号8011101061311）

- 7,689,000 - 1 仕様書【PDF】

27
3次元レーザービーム走査装
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8月8日
（株）オフトサイエンス
東京都新宿区内藤町1
（法人番号9011101004178）

- 4,840,000 - 1 仕様書【PDF】

28 光スペットラムアナライザ 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8月10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】

29
シ゚コンフォトニッスデバイス
評価システム 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8月22日
サンテミッ（株）
愛知県小牧市大草年上坂5823
（法人番号9180001075866）

- 7,122,500 - 1 仕様書【PDF】

30
12インチSOIウエハのステル
スタイシング 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8月29日
（株）ディスコ
東京都大田区大森北2-13-11
（法人番号6010801007501）

- 1,262,250 - 1 仕様書【PDF】

31 真空型グローブボミッス 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8月1日
（株）グローブボミッス・ジャパン
東京都稲城市百村1188
（法人番号2012801008887）

- 2,686,750 - 1 仕様書【PDF】

32
無人航空機GNAS SKYの機体
認証実証作業 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8月29日
東京航空計器（株）
東京都町田市小山ヶ丘2-2-6
（法人番号8012301008250）

- 7,332,600 - 1 -

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/MJDJLRVD/ZYNRKZL8OJM0FY9GVK86.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/2EERUZXJ/QG5NP1D1V4RX55SDZ9JJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/E24JC1FR/RZXVSW3TPY2HSDS1EB68.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/UL13K6F5/MF7I5O76A6E30YE9LZ32.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/V3FN36PP/KCYCI94KI2TKZJOHWM07.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/NFVZU33R/50P86YV2UKG04VQX21J4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/076GQ50I/0MBZFJFA4LRRVDKZJN1N.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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

33 デジタルマイッロスコーフ 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8月31日
（株）エビデントつくば営業所
茨城県つくば市研究学園5-12-10
（法人番号8100001034855）

- 7,590,000 - 1 仕様書【PDF】

34 ラインセンサ 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8月19日
ハヤシレピミッ（株）
東京都豊島区北大塚1-28-3
（法人番号4013301010191）

- 3,333,000 - 1 仕様書【PDF】

35
機械学習アッセラレータ改訂
第5.0版作成作業 １式

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

令和4年8月5日
（株）システム計画研究所
東京都渋谷区桜丘町18-6
（法人番号1011001010333）

- 9,174,000 - 1 仕様書【PDF】

36
゚アルタイム・イーサネミト解
析・評価ツール　2台 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8月26日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 1,980,000 - 1 仕様書【PDF】

37
太陽電池作製用マルチター
ゲミトスパミタ゚ング装置カ
ソード増設作業 １式

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

令和4年8月24日
（株）アールデミッ
茨城県つくば市二の宮1-16-10
（法人番号4050001015278）

- 4,403,300 - 1 仕様書【PDF】

38
超伝導量子回路制御用マイッ
ロ波素子 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8月1日
綜合電子（株）
東京都多摩市永山6-22-7
（法人番号9013401001251）

- 2,338,600 - 1 仕様書【PDF】

39
超音波ディーフアッセスウエミ
ジワイヤー・゚ボンボンター １
式

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

令和4年8月25日
ハイソル（株）
東京都台東区上野1-17-6
（法人番号5010501018956）

- 5,456,000 - 1 仕様書【PDF】

40 任意波形発生器 １式

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

令和4年8月25日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 2,965,600 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/1IW9EQJ3/1GKNU0AWT5D1BU6F82GA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/R3J1JAQN/FFBWEYFI3ST7SAB7NW2A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/YMMHI93G/G40BN8V7RIODTXJT96W4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/328VAU6N/1CZAM51LGTXWZYK42XO6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/YKSP4BHF/2OV86YN7TCQ1UD775XRW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/8L5RTJPO/KHQB8BF7FPP1FWMMJLGV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/F5ELE7EV/07ZGR0G4M1INWYMUXKR2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/M6PLM4OI/HDIV5AOKTD7HL0X17ETC.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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 ペウムデュワー 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8月9日
（株）鈴木商館 筑波営業所
茨城県つくば市大字要204
（法人番号3011401003348）

- 2,046,000 - 1 仕様書【PDF】

42 RHEED解析システム 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8月1日
（株）アールデミッ
茨城県つくば市二の宮1-16-10
（法人番号4050001015278）

- 4,532,000 - 1 仕様書【PDF】

43
超伝導量子デバイス評価用マ
ニュアルフローバー 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8月31日
ハイソル（株）
東京都台東区上野1-17-6
（法人番号5010501018956）

- 2,666,400 - 1 仕様書【PDF】

44
ウェミジ式ワイヤボンディング
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8月5日
ハイソル（株）
東京都台東区上野1-17-6
（法人番号5010501018956）

- 5,852,000 - 1 仕様書【PDF】

45
4インチシ゚コンタナーウエハ 
１式

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

令和4年8月10日

（株）ワカテミッ
神奈川県横浜市中区花咲町1-
12-1
（法人番号2020001041667）

- 2,200,000 - 2 仕様書【PDF】

46 ネミトワーッアナライザ 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8月9日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 7,850,700 - 1 仕様書【PDF】

47 ドライ排気ユニミト 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8月25日
（株）アールデミッ
茨城県つくば市二の宮1-16-10
（法人番号4050001015278）

- 2,453,000 - 1 仕様書【PDF】

48
デジタル゚アルタイムシナュ
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8月1日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 6,281,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/JVW1Y1DE/VOXOCK9LHG5KDJQVFGRR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/LF2CFGQI/Q93DB6GHB5XG6ZFTGZ4V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/NWMPXKEE/HDU268MK6WPNMP5Y30K5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/K0BKL2FR/0AAR8BPVU4YI2N4N8C0N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/008T1G7N/7PQLNUYU2AXEILAES818.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/FB6V52Y3/TAXEYZCEU2XDGF814BZW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/41WAH7AS/3K117Q3I0RSJNXIZCHAS.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/ZB1CBURF/RAP9NZ9W6JG9OBUCOW2Z.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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

49 温調用冷媒循環ポンフ 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8月31日
（株）鈴木商館 筑波営業所
茨城県つくば市大字要204
（法人番号3011401003348）

- 8,778,000 - 1 仕様書【PDF】

50
キミブルバランス用レーザー
干渉測長装置 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8月24日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 4,044,700 - 1 仕様書【PDF】

51
燃料油メーター型式承認試験
設備改修作業 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8月29日
（株）タツノ
東京都港区三田3-2-6
（法人番号2010401017243）

- 2,673,000 - 1 仕様書【PDF】

52 加振器制御システム 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8月29日
（株）守谷商会
東京都中央区八重洲1-4-22
（法人番号2010001059025）

- 2,970,000 - 1 仕様書【PDF】

53 エポキシタイボンター 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8月29日
ハイソル（株）
東京都台東区上野1-17-6
（法人番号5010501018956）

- 5,720,000 - 1 仕様書【PDF】

54
非接触式水分計装置取付作
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8月4日

田中鉄工（株）
佐賀県三養基郡基山町大字小倉
629-7
（法人番号8290001008700）

- 2,200,000 - 1 仕様書【PDF】

55
ガスッロマトグラフ分析装置改
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8月4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）

- 1,999,800 - 1 仕様書【PDF】

56 スペットラムアナライザ 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8月31日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 2,933,700 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/SKYLAE51/BID25WKYBH9WHHCLFIVE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/50NSGYD5/1PEJUGAFMBSJPDS88J5K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/7VJD7O7H/HFZ8VQ1MCTVU978HZKCP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/N50FLN0T/GDXR3BTP1QHS18SLVDDM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/B47O05EF/5FS1WFYVWKFZBD5MEBQP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/3O2W4JH9/RL61692PLV970RJMNXZ9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/X2ZRMZ9A/O6O6W13O6NA5HN2EBEZJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/Q2VXNQI0/RBXRPP6Y7UXDAKGEUKFI.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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

57
計測用X線CTシステムメンテ
ナンス作業 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8月5日
（株）島津製作所つくば支店
茨城県つくば市吾妻3-17-1
（法人番号6130001021068）

- 1,502,380 - 1 仕様書【PDF】

58
高周波フローブ及びインピー
タンス基準基板 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8月26日

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

- 4,409,790 - 1 仕様書【PDF】

59
ベットルネミトワーッアナライ
ザアミフグレード作業 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8月26日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 6,282,100 - 1 仕様書【PDF】

60 低温循環恒温槽システム 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8月9日

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

- 2,006,730 - 1 仕様書【PDF】

61
連続波・単一周波数チタンサ
ファイアレーザー修理作業 １
式

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

令和4年8月22日
オーシャンフォトニッス（株）
東京都新宿区西早稲田3-30-16
（法人番号4011101058055）

- 3,122,900 - 1 仕様書【PDF】

62
低熱起電力多チャンネルス
キャナ 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8月10日
（株）サンジェム
長野県佐久市田口4731
（法人番号6100001007276）

- 3,256,000 - 1 仕様書【PDF】

63
電子線描画装置更新作業 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8月10日
（株）エ゚オニッス
東京都八王子市元横山町3-7-6
（法人番号1010101000640）

- 9,757,370 - 1 仕様書【PDF】

64
スラ゚ー製造装置　卓上オー
フンッ゚ーンベンチシステム 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8月2日

（株）三ツワフロンテミッつくば営業
所
茨城県つくば市研究学園5-12-10
（法人番号9120001071004）

- 2,431,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/Y2YLXU4U/M0LGJ1AI3K3CTSZ6M6E2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/E77SRRDJ/GHCB6C7IN1R2NLU9CWEP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/P3HAJXCX/A4VW81A6S0SD30Z7T172.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/XPTG5H3G/GAPJDYC6JYL31XE74RK8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/JRTYZUFR/RIURQEYFBOKPXTO9HVSP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/WTKWXSUJ/39PWWKXO7QXMI8Q5ZL6M.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/7AES36XA/V63BKOXMF4DJO56D5O8D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/HG5HCSOX/KOL0IGLRHUSQEYRF59EB.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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

65 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8月8日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,475円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,425,500円

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8月25日

（株）テッノフロ　テッノフロ・Ｒ＆Ｄ
社　つくば支店
茨城県土浦市桜町1-15-11
（法人番号2010401069169）

- 4,136円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,846,480円

仕様書【PDF】

67 高濃度ガス濃度計 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8月23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）

- 5,016,000 - 1 仕様書【PDF】

68 低濃度ガス濃度計 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8月24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）

- 3,985,300 - 1 仕様書【PDF】

69 ガスッ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8月16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）

- 8,426,000 - 1 仕様書【PDF】

70 印刷用材料評価装置 １式

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

令和4年8月30日
マジェ゚カ・ジャパン（株）
千葉県柏市柏の葉5-4-6
（法人番号7040001117015）

- 5,743,355 - 1 仕様書【PDF】

71
マイッロフロー反応解析装置：
送液部 送液ポンフ 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8月17日
日本分光（株）
東京都八王子市石川町2967-5
（法人番号2010101002925）

- 3,283,500 - 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8月4日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

-  3,817円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,549,810円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/DQ8Q84UC/HHK5ZPJ8Y8WW8QXCTYHK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/MEYDIJ4Z/GAITXWSOF706DGI2POE2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/ZGH664UZ/RHNUT255YYAYMFTRM0VH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/MMV4DZCG/C53JDBPKKUGAG1YTT8T5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/E7ODI0MS/H4RETPIE9U782MFKCO0S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/3U5P47T3/0E9CUZIA2GXCMC6BL5D6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/TYC4II2U/U24JCBOKVCRQHH57YNTB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/Y1EWA9UI/NFFEEBFS051NL519AKEY.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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

73
スラ゚ー分散状態分析装置 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8月29日

（株）堀場製作所東京セールスオ
フィス
東京都千代田区神田淡路町2-6
（法人番号1130001011676）

- 9,988,000 - 1 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8月10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）

- 2,079円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,933,470円

仕様書【PDF】

75
つくば中央5－2棟地下ボイ
ラー（N・S棟NMR用）缶体修理
交換作業 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8月5日

（株）日本サーモエナー　つくば営
業所
茨城県稲敷郡阿見町大字星の里
11
（法人番号3010401057222）

- 1,309,000 - 1 仕様書【PDF】

76 小型触媒反応装置 １式

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

令和4年8月10日
日東高圧（株）
茨城県つくば市上横場640
（法人番号6050001016019）

- 6,380,000 - 1 仕様書【PDF】

77 窒素発生装置 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8月9日

（株）巴商会学園都市営業所
茨城県つくば市大字吉瀬字吉瀬
1702-2
（法人番号4010801008518）

- 6,380,000 - 1 仕様書【PDF】

78 VOC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8月1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）

- 3,685,000 - 2 仕様書【PDF】

79 酸素濃度計 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8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）

- 4,995,870 - 1 仕様書【PDF】

80
ナノ液体ッロマトグラフ質量分
析計用キャピラ゚ーカラムオー
ブン 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8月8日
日京テッノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 1,991,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/F57BK4BP/8XSXCU5SFW9R0PG8NST1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/MTOJJJDW/INKP37UHWOQBK4VZL2CE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/4CQ1XGCA/8FWV1EXNU7VB4H7CIMJE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/7UH7YCRC/PG35J21CIYBN3W7A28K9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/0JU6F3LD/6IXFPS6FFJ8MP6UATXED.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/LP4L7XRA/CPX6P9JQJMJDUKHN7YI6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/S8WQYW9C/MU7LA20TZ2A1TON0418R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/L4QDLNGP/CTDY11KWNTM03DUVGUDN.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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 ッ゚ーンブース 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8月10日
日京テッノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 1,782,000 - 1 仕様書【PDF】

82
つくば中央5-49棟01111室ッ
゚ーンルーム内紫外線遮断
カーテン設置作業 １式

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

令和4年8月2日
（株）市村工務店
茨城県土浦市港町1-10-9
（法人番号6050001008916）

- 1,210,000 - 1 仕様書【PDF】

83 エシェル分光器 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8月2日
分光計器（株）
東京都八王子市高倉町4-8
（法人番号4010101003426）

- 5,423,000 - 1 仕様書【PDF】

84 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8月16日
パーソルテンフスタミフ（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
2,962,960円

仕様書【PDF】

85 マイッロフレート゚ーター 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8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）

- 3,300,000 - 1 仕様書【PDF】

86
ッロマトグラフィー装置の修理
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8月25日
アイテミッサイエンス（株）
茨城県つくば市松栄679-18
（法人番号9050001017781）

- 2,503,710 - 1 仕様書【PDF】

87 高圧FTIR-ATRフローブ 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8月25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）

- 2,530,000 - 1 仕様書【PDF】

88 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8月29日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,008円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,797,905円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/L9Q50MS9/Y6CVKXT57FEOX1X9C2CO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/88G2R96E/MEMJ59WFPKOW3LM6UPXC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/K59N1V49/QYQW1TXD298CH6KJWYSX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/96DHF95N/0LTH3I6C2A7MESX4RG5Q.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/DJG4HZBL/TDZCV7WQFEIYUHC0V0MV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/49Z5MHHA/6WIMUXJCMMWJS989LT3I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/UFKXF7SO/FT3JYGROBXO1DR5KSIZO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/5HQGEYKC/7LWT3FLPSIJ4F4K1OOTY.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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 ポータブルFTIR １式

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

令和4年8月4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）

- 4,180,000 - 1 仕様書【PDF】

90 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8月4日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,970円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,522,420円

仕様書【PDF】

91 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8月31日
パーソルテンフスタミフ（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
2,059,200円

仕様書【PDF】

92
場所に対する愛着深化に関す
るインタビュー調査 １式

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

令和4年8月30日

（株）U'eyes　Design
神奈川県横浜市都筑区中川1-4-
1
（法人番号7020001084075）

- 3,688,686 - 1 仕様書【PDF】

93
ヒトを対象とした唾液メタボ
ローム試験 １式

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

令和4年8月18日
（株）オルトメディコ
東京都文京区小石川1-4-1
（法人番号  9010001096680）

- 6,136,240 - 1 仕様書【PDF】

94

VRを用いた建機遠隔操作シ
ステム評価実験の被験者募
集業務およびデータ収集業務 
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8月30日
（株）ＲＴＣ
茨城県つくば市千現2-1-6
（法人番号2070001010618）

- 5,367,240 - 1 仕様書【PDF】

95 粉体自動分注システム 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8月9日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 6,177,078 - 1 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8月31日
パーソルテンフスタミフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1
（法人番号　1011001015010）

- 2,563円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,460,910円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/K26GJLWB/K7JCLPQLO9NBRSTI6FB2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/2XW36SUH/KPRQ2WN6GUXGG19H0DWD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/E16WSOL2/7MEXJWWQ1OGN03B1PHNG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/QFK39CBR/RCGYB4D0M6XVMOEP3FVZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/1KCVBELF/S3G1YOH5JOEX1Y8MAM7M.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/4565S7GS/WMY2MGXYV4NNK2FD6KRG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/HRGWGNHE/95FNPSVSPY3EX3ZR12N7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/AAGATCXN/9V9N1SJGXAU87O7PKZSI.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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

97
放射性塩素同位体分析(巨大
噴火) １式

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

令和4年8月10日

（株）地球科学研究所
愛知県名古屋市天白区植田本町
1-608
（法人番号6180001023869）

- 1,320,000 - 1 仕様書【PDF】

98
花崗岩類の岩石切断および
薄片観察・モード分析作業 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8月4日
パ゚ノ・サーヴェイ（株）
東京都北区田端1-25-19
（法人番号5010001063065）

- 584,100 - 2 仕様書【PDF】

99
小型キャピラ゚ー電気泳電
シーリンサー 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8月19日
高山理化精機（株）
長野県松本市大字笹賀5652-18
（法人番号1100001013510）

- 5,830,000 - 1 仕様書【PDF】

100

日本海酒田沖海域の表層型
メタンハイドレート胚胎域で取
得した反射法地震探査データ
のマルチBSR詳細解釈作業 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8月24日
コスモス商事（株）
東京都千代田区神田錦町2-11
（法人番号4010001016569）

- 6,490,000 - 2 仕様書【PDF】

101
令和4年度沿岸部処分システ
ム評価確証技術開発に係る
試料分析①（地下水） 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8月8日

（株）地球科学研究所
愛知県名古屋市天白区植田本町
1-608
（法人番号6180001023869）

- 3,613,500 - 1 仕様書【PDF】

102
高速液体ッロマトグラフ用部
品 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8月2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）

- 1,672,000 - 1 仕様書【PDF】

103
森本・富樫断層帯周辺におけ
る微小地震連続観測網設置・
保守作業 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8月19日
徳丸技術士事務所
大分県豊後高田市新栄521-1
（法人番号-）

- 2,750,000 - 1 仕様書【PDF】

104
シ゚コンフォトニッスフラミト
フォーム用フォトマスッ 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8月29日
セイコー・イージーアンドジー（株）
千葉県千葉市美浜区中瀬1-8
（法人番号1040001012832 ）

- 5,072,100 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/E2SKICYA/2SXJD8PSKBS8QCKJGQL3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/GLIPB5CX/ESUFQR3W5TAJYIZAF22M.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/822MX808/F5I77FZGZSTDAONSD4LC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/Z5NGWY5A/BQ0YST1HJ13AG37V6ECT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/YZNZ8N24/1C8ELMXCXUBUHWOOEPXU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/Z3GZGTKO/NATTVUU2NYI029US1RRG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/YH37W5AH/SQ3YXPXD5K1WXJFZ0HCD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/4MQ5A232/HBL7QBJ56VRH3VCP4R45.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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）
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特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

105
低速実験用一方向凝固装置 
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8月23日
日東高圧（株）
茨城県つくば市上横場640
（法人番号6050001016019）

- 2,129,600 - 1 仕様書【PDF】

106 真空マウンタ 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8月23日

（株）南陽
福岡県福岡市博多区博多駅前3-
19-8
（法人番号5290001015146）

- 7,675,800 - 2 仕様書【PDF】

107
フローバー装置制御および自
動測定ソフトウェア １式

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

令和4年8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）

- 9,775,700 - 1 仕様書【PDF】

108
火炎伝播測定用圧力センサ　
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8月10日
（株）東陽テッニカ宇都宮営業所
栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3
（法人番号 8010001051991）

- 4,014,483 - 1 仕様書【PDF】

109
混合ガス（Xe/Ar/Ne 混合） 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8月25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）

- 3,520,000 - 1 仕様書【PDF】

110
改良ネルソン型ファルコン比
重選別機 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8月1日
（株）サブテミッ
千葉県松戸市六実1-54-11
（法人番号8040001035579）

- 4,394,500 - 1 仕様書【PDF】

111
テラヘルツ電磁波イメージン
グカメラシステム 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8月31日
ＭＳＨシステムズ（株）
東京都中央区八丁堀3-25-10
（法人番号1011701022025）

- 3,821,400 - 1 仕様書【PDF】

112 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8月25日
（株）メイテミッ
東京都台東区上野1-1-10
（法人番号118000102741）

- 4,400円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,602,400円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/8GJ0LUC5/L2CAPEZU1MB3JMO4CUGU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/H9QY2VU2/BKBVPX6OFS5TKMPIYTYA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/TRCSZ3WG/5V7HUX7NX3RSZ09YEL0G.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/WDKHYO0X/49TC0KEK9B2OFAM1GEX2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/V2PJVV9N/9V9AREXVFZ690MACGVQ6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/3FS3RGCX/0M6R0H9GFQI5I3Z058N7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/596QGZCD/ZJDELRXBWX35FMGNUGIT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/4KTAP9XF/7NYOW96TG1I412LBEOND.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8月）＞

連番 名称及び数量
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特例随意契約に係る情報の公表

備　　考

113 高圧試験容器試作作業 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8月31日

紀本電子工業（株）
大阪府大阪市天王寺区舟橋町3-
1
（法人番号5120001023033）

- 2,748,900 - 1 仕様書【PDF】

114
水中二酸化炭素センサー賃
借 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8月23日
日本海洋（株）
東京都足立区東和5-13-4
（法人番号3010001033004）

- 3,784,000 - 1 仕様書【PDF】

115
最適選別結果計算フログラム
入出力GUIの開発 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8月24日
（株）トータルシステムデザイン
茨城県取手市取手2-10-15
（法人番号3050001027563）

- 4,559,500 - 1 仕様書【PDF】

116 12インチSiウエハ　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8月30日

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

- 9,350,000 - 1 仕様書【PDF】

117 300mmFOUP 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8月31日
信越ポ゚マー（株）
東京都千代田区大手町1-1-3
（法人番号4010001034802）

- 7,807,800 - 1 仕様書【PDF】

118
PTACOOH-H型吸着剤　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8月18日
ｉリナカルラボ（株）
東京都板橋区仲宿26-5
（法人番号3011401022653）

- 4,144,877 - 1 仕様書【PDF】

119
モノアナドモノカルボン酸フェナ
ントロ゚ン 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8月18日
（株）ナード研究所
兵庫県尼崎市西長洲町2-6-1
（法人番号8140001050353）

- 4,587,220 - 1 仕様書【PDF】

120
SPSS Modeler Professional 
Concurrent User 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8月26日
（株）AIT
東京都江東区佐賀1-5-6
（法人番号1010601020246）

- 5,060,000 - 4 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/J4LIJM2Q/QBS5KQPY7289KSUVM00H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/OPCCRQZU/5L26WEGD05VY64332RPH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/AA0U4GA5/XVLG4G6EHQYU1X3M7E6P.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/ZSOT2EAX/COTEUJQZ8A6HAC8J9TDX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/9WQCE32J/4HMWNB13N8SR5EC2Q5VQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/WIQD3RP3/922E4U13WDE59VZBO5JY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/WR5HM5IW/BHOWUOC40OMFAQTD93JG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/X8CM3ZQL/AI7S3QANKG4DSNA0UWIG.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8月）＞
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121
つくば西事業所本館1411室パ
ルスレーザー成膜装置ガス配
管等改修作業 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8月10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）

- 1,177,000 - 1 仕様書【PDF】

122 レーザーマーカー 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8月18日
（株）アマタウエルドテミッ
千葉県野田市二ﾂ塚95-3
（法人番号4040001071545）

- 8,000,000 - 1 仕様書【PDF】

123
エネルギー分散型蛍光X線分
析装置 １式

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

令和4年8月8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）

- 4,999,500 - 1 仕様書【PDF】

124
データロガー機能付きオシロ
スコーフ 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8月2日
リーアイテミッ（株）
東京都荒川区西日暮里1-62-5
（法人番号6011501006248）

- 1,989,900 - 1 仕様書【PDF】

125 インライン形状測定器 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8月18日

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

- 1,766,600 - 1 仕様書【PDF】

126 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8月25日
パーソルテンフスタミフ（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
2,281,972円

仕様書【PDF】

127
ソフトウエア無線開発装置 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8月22日

日本ナシシ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）

- 1,640,100 - 1 仕様書【PDF】

128 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8月5日
（株）インテミッ
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号3050001017044）

- 3,300円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,445,400円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/OK76G4LU/KXT1IUZQYLPKIT5EUGGV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/6ODFQ7S5/JTE1OYK2WK83IF72TX4Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/KQ20Q5HB/LUF39IMWKTWH5YSHW7E9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/U8L74MAT/812VTUUDURWL3VN4S4JY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/XG7H1RRZ/DTL39VWK31Z3J8H3EVPE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/8FQBPWVB/QYLHPL5SGE41TIRBS6G3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/LQ8FQ8LR/KI107JTZHEOQFS3JSW9N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/X5G1TMIA/D27DZP9K262CJPZT2SOA.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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

129 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8月5日
パーソルテンフスタミフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1
（法人番号1011001015010）

- 2,750円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,252,250円

仕様書【PDF】

130
飲食店における従業員行動に
対する注釈付与作業 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8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）

- 1,980,000 - 1 仕様書【PDF】

131 呼吸代謝計測システム 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8月2日
アーカイブティミフス（株）
東京都千代田区内神田3-24-3
（法人番号3011501018766）

- 7,150,000 - 1 仕様書【PDF】

132
オフセミト印刷対応スッ゚ーン
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8月12日
（株）ナノグルーフ
岐阜県郡上市美並町上田8-2
（法人番号6200001026547）

- 5,225,000 - 1 仕様書【PDF】

133
全自動接触角計測システム 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8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）

- 7,876,000 - 1 仕様書【PDF】

134 防爆型冷凍冷蔵庫 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8月26日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 1,795,200 - 1 仕様書【PDF】

135 オーフンッ゚ーンシステム 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8月26日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 4,435,200 - 1 仕様書【PDF】

136
実装接合評価用樹脂基板作
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8月19日
甲斐エレットロニッス（株）
埼玉県狭山市狭山台4-24-20
（法人番号6030001026218）

- 770,000 - 2 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/HBPXUQY6/2C9BEIH93QTN62A7X024.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/Y0Q2COFA/TOFAAR87R5YZTFQ0FOE6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/HO680Y1J/XCPPVLQL0DUVC6R9LKJ6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/FO2WEFC2/YK40IF4GKFKA7APY0DVE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/OWXF23N5/YNGK2UTSGUX2B7R1X5JB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/3W4REMBQ/1NKQ90MCNN8Z1R1B0VAP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/ESN67CCF/4LFCQNMYT2T0AYAI9ZCH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/RT1373JR/SP7FLPT5AQNL6DPMCSB3.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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

137
人工口を持つタナーヘミドマイ
ッロホン 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8月25日
（株）サザン音響
神奈川県鎌倉市笛田5-34-18
（法人番号6021001031522）

- 2,296,800 - 1 仕様書【PDF】

138
介護テッノロジー導入に関す
る調査 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8月26日
（株）日本能率協会総合研究所
東京都港区芝公園3-1-22
（法人番号5010401023057）

- 8,561,300 - 1 仕様書【PDF】

139

ガイドライン準拠シナュレーシシ
ンモデルを用いたセキュ゚ティ
゚スッアセスメント用フログラ
ムの開発 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8月9日

（株）両毛システムズ太田開発セン
ター
群馬県太田市浜町82
（法人番号2070001016771）

- 9,625,000 - 1 仕様書【PDF】

140
微量分注ワーッステーシシン
用温度制御ユニミト 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8月5日
日京テッノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号5010001006123）

- 1,885,950 - 1 仕様書【PDF】

141 免疫関連データ整備 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8月1日
（株）情報数理バイオ
東京都豊島区東池袋4-21-1
（法人番号7013301031210）

- 6,050,000 - 1 仕様書【PDF】

142
免疫関連データ解析基盤の整
備 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8月9日
フラナスソ゚ューシシンズ（株）
東京都新宿区西新宿7-20-1
（法人番号5011101084091）

- 8,800,000 - 1 仕様書【PDF】

143 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8月25日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,410円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,341,800円

仕様書【PDF】

144
シナュレーターと連動したモデ
ルブ゚ミジのフログラム作成お
よび精度検証 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8月22日
（株）アプズム
大阪府大阪市中央区難波5-1-60
（法人番号8120001167059）

- 7,975,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/OWRFR6LT/ADXO7SE8YRABWKNZL0DV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/IYGHSK6U/TOLN81QWDYIE5R820FWQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/SBYT2ULL/XW4D37PVADFVYJR941OM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/YAK3B4GC/V7I7NTCN974MJRARXWQ5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/8ZGGS9LO/RHRF8O1A1NX2NSEGFXRZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/QCVSPHHM/6JSWVG2G9IAUVP03QLUG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/XAUYMNKN/170NHBN3W5XI265PIZB1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/1W5D3EN1/T813TK8MHSTLR5YXKPKK.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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

145
自律移動型配送モビ゚ティと
遠隔監視システムライセンス 
１式

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

令和4年8月10日
（株）ＺＭＰ
東京都文京区小石川5-41-10
（法人番号1010001126429）

- 7,810,000 - 1 仕様書【PDF】

146
Time-sensitive Network 
(TSN) 評価キミト 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8月30日
（株）アルテミッス
東京都狛江市中和泉2-10-1
（法人番号3012401008907）

- 2,821,500 - 1 仕様書【PDF】

147
移動型カラー三次元点群測定
装置 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8月1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）

- 9,132,750 - 1 仕様書【PDF】

148 三次元道路地図のデータ 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8月19日
タイナナミッマミフ基盤（株）
東京都中央区日本橋室町4-1-21
（法人番号4010401125416）

- 3,300,000 - 1 仕様書【PDF】

149

ハイパパラメータ最適化フロ
グラムに対する計算資源を有
効に活用するための機能の集
中管理への変更と追加作業 
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8月30日
（有）メディア・ラボ
東京都中野区松が丘1-30-1-308
（法人番号9011202012591）

- 2,640,000 - 1 仕様書【PDF】

150
3DDBシステム機能向上に向
けた検討及びフログラム作成
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8月1日

三菱電機ソフトウエア（株）つくば
事業所
茨城県つくば市竹園1-6-1
（法人番号9010401028746）

- 9,966,000 - 1 仕様書【PDF】

151 工作機械の拡張性増強 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8月26日
三井物産マシンテミッ（株）
東京都港区東新橋1-5-2
（法人番号1010401081703）

- 1,108,470 - 1 仕様書【PDF】

152
熱分析機能付き顕微鏡用ホミ
トステージ 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
リ洞2266-98）

令和4年8月30日

（株）カーッ
愛知県名古屋市中区丸の内3-8-
5
（法人番号 5180001038959）

- 5,299,800 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/FBD2MM6H/I06W9H2XF00TQV6DGY2I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/YXAKUEGK/9VWU9V0F4J7018YOAFIF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/C2DJ00ZL/M2MIJARTW0O05K9FZE23.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/S462HHID/A2KCU2SSFW759UZYB1BA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/QD6L5T0Q/4BIJCHRDUX57I184PGH4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/AO65N6AS/T9UV4JMCEXO4V1DDX8Y6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/JUL2WG9X/5H51Z53TKNYFPAIRVMYB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/5JQ2PKS7/JX108FXO5OGGLCW2FGW9.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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
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
リ洞2266-98）

令和4年8月3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 - 2
単価契約
予定総額
1,821,600円

仕様書【PDF】

154
卓上走査電子顕微鏡装置 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
リ洞2266-98）

令和4年8月1日

（株）カーッ
愛知県名古屋市中区丸の内3-8-
5
（法人番号 5180001038959）

- 5,988,400 - 1 仕様書【PDF】

155 赤外分光光度計 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
リ洞2266-98）

令和4年8月24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）

- 3,554,980 - 1 仕様書【PDF】

156
小型電気化学測定システム 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
リ洞2266-98）

令和4年8月4日
（株）東陽テッニカ
東京都中央区八重洲1-1-6
（法人番号 8010001051991）

- 4,667,520 - 1 仕様書【PDF】

157 低温焼結装置 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
リ洞2266-98）

令和4年8月24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）

- 6,875,000 - 1 仕様書【PDF】

158 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
リ洞2266-98）

令和4年8月24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）

- 4,103,000 - 1 仕様書【PDF】

159 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
リ洞2266-98）

令和4年8月30日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,585円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,755,215円

仕様書【PDF】

160 原料特性評価装置 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
リ洞2266-98）

令和4年8月24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）

- 7,887,880 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/4AZ2JMZA/DR9UXEI69K16DHNLPVN8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/VXZ07W1W/FCD5HLUF3ZH3L4JJ3Q7P.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/85RQYAVS/W60MLL48B3R8BEYKXYIV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/77V4K6BM/FXRBW7PY6HC7RWQGMH8S.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/1WC8PUFL/J132UDOR5K88BZSBGU7N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/FKRGX81J/6IQ9BWT71SSHGIE4CN43.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/3OXSA0WH/4LDMR39LN271JLP355RK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/J8662RA0/RT7GIAGKC11CDGU0PTME.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年8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

161
映像・音の評価実験に伴う被
験者募集，管理業務 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8月22日
（株）エイジェミッ　大阪オフィス
大阪府大阪市北区大深町3-1
（法人番号3011101036128）

- 1,430,000 - 1 仕様書（PDF）

162 触媒分析装置 １式

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

令和4年8月26日
大阪薬研（株）
大阪府箕面市稲5-13-10
（法人番号6120901029319）

- 5,747,192 - 1 仕様書【PDF】

163 分光蛍光光度計 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8月29日
三和理研（株）
大阪府箕面市船場東3-6-62
（法人番号9120901020522）

- 2,796,200 - 1 仕様書【PDF】

164
分子動力学シナュレーシシンソ
フトウェア 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8月10日
コンフレミッス株式会社
東京都港区高輪3-23-17
（法人番号2010701018239）

- 3,350,000 - 1 仕様書【PDF】

165 研究支援者派遣 １式

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

令和4年8月17日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

 - 1,985円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,196,558円

仕様書【PDF】

657,099,471 652,186,629 99.25%

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/OCOI4RBO/G9UYDB9LGRZEYSZ67WCW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/G59MFYZH/2GT0EUSZ21S9I3O5R5HU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/DI05CKCZ/5A2D6YK14K189FBBZJGC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/Y2131FL9/AWBJLF5QBS4FOE5FVAVJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202207/ZN1QCJ92/4EJHTRBWCAZZ30CXXSP7.pdf

	②自動生成

