
＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

1 堆積物不飽和透水係数測定装置  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9月26日
メータージャパン（株）
埼玉県越谷市弥生町2-20
（法人番号3030001141853）

- 9,608,500 - 1 -

2
天然メタンハイドレート堆積物極低温保管
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9月27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）

- 9,680,000 - 1 仕様書【PDF】

3
天然ガスハイドレート分解ガス高速分析装
置  １式

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

令和4年9月2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）

- 6,545,000 - 1 仕様書【PDF】

4 多検体微生物増殖測定機  １式

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

令和4年9月2日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 5,500,000 - 1 仕様書【PDF】

5 示差熱熱重量同時測定装置 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9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）

- 4,496,800 - 2 仕様書【PDF】

6 ガスクロマトグラフ １式

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

令和4年9月7日
（株）アオバサイエンス
宮城県仙台市太白区富沢南2-11-5
（法人番号5370001001419）

- 3,905,000 - 3 仕様書【PDF】

7 卓上グローブボックス 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9月6日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 1,602,700 - 3 仕様書【PDF】

8 組成シミュレータの保守 １式

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

令和4年9月28日
（株）東栄科学産業
宮城県仙台市太白区富沢4-8-29
（法人番号3370001002030）

- 1,133,000 - 1 仕様書【PDF】

特例随意契約に係る情報の公表

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/X5UYDFWJ/S7FU8BD8P6XHW7EIKGK4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/LAV5HZE7/3WPJMVV28D6FWLEXPYQE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/I7R6XYUJ/U5IEU5ASUQQF3WBKPRCV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/HEDF4OPE/GXIIGDPY8KH1NS6K5ZNP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/TG8M14TK/ZYBZ27YOJ1AOMX4FB7HW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/U8HM1WJS/RIOJYR4BABGUGR2KBOK7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/VWBTZ0E5/BG32S8UGXSTLDA6XSDFC.pdf
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9 計算機　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9月14日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 4,444,000 - 2 仕様書【PDF】

10
佐賀県唐津市内における地質調査孔掘削
およびケーブル方式熱応答試験の実施 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9月21日
（株）福島地下開発
福島県郡山市田村町金屋字新家110
（法人番号9380001006495）

- 7,865,000 - 1 仕様書【PDF】

11
蒸気生産データベース運用における、AI
解析用ワークステーション １式

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

令和4年9月1日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 4,744,740 - 1 仕様書【PDF】

12 フーリエ変換赤外分光光度計 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9月20日
（株）ナルセ　郡山営業所
福島県郡山市朝日1-20-11
（法人番号7390001001448）

- 3,278,000 - 3 仕様書【PDF】

13
AE/微小地震観測点メンテナンス作業 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9月22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）

- 2,233,000 - 1 仕様書【PDF】

14 太陽電池モジュール及び収納箱 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9月2日

フジプレアム（株）ＥＬＳ事業部
兵庫県たつの市新宮町光都1-490-
19
（法人番号7140001061401）

- 2,363,460 - 1 仕様書【PDF】

15
コンテナ改造および工業炉・試験付帯装
置の搬入設置作業 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9月28日

（株）エヌケー製作所
福島県郡山市喜久田町堀之内字地
田東17-2
（法人番号7380001004682）

- 1,889,800 - 2 仕様書【PDF】

16 研究支援者派遣 １式

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

令和4年9月29日

パーソルテンプスタッフカメイ（株）郡
山オフィス
福島県郡山市駅前1-15-6
（法人番号2370001009266）

- 2,090円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,799,490円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/OIZNKWCF/VAY0IN8JYE89VOCT8WCZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/L7CCK28U/YZ8WQ955OFBI2NHP7804.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/IYT8KVLN/LYN6OC6G662R0T6OYZHN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/2PICX4VK/Z8CF2R7071INV4DFND12.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/FRWJN5IO/4H26FWNJY63ML6BEQM87.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/A5OM3D0F/AH02LA5ZO2B26W5MLPZY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/0NXZ8XXB/JA4XX2IOSEZK5Q6WOCWI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/CQ9JQ3XH/YMJKN436582K2G0PO80N.pdf
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17 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9月16日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,400円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,013,760円

仕様書【PDF】

18 ６軸力覚センサ 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9月26日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 5,263,940 - 1 仕様書【PDF】

19 機械学習用コンピュータ 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9月6日
（株）ジーデップ・アドバンス
東京都港区芝1-12-7
（法人番号1010001173009）

- 2,530,000 - 1 仕様書【PDF】

20
準汎用学習済みモデルのためのセキュア
プラットフォームの作成および高速化に関
する調査 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9月1日
（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1
（法人番号1010901026918）

- 4,840,000 - 1 仕様書【PDF】

21 時間相関単一光子計数装置 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9月26日
（株）日本レーザー
東京都新宿区西早稲田2-14-1
（法人番号4011101016839）

- 1,842,390 - 1 仕様書【PDF】

22 多チャネル波長可変光源 １式

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

令和4年9月7日
シンクランド（株）
神奈川県横浜市鶴見区小野町75-1
（法人番号2020001104390）

- 3,080,000 - 1 仕様書【PDF】

23 実験用サーバ装置 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9月27日
システムワークス（株）
静岡県浜松市中区西浅田2-10-22
（法人番号9080401001770）

- 2,015,750 - 4 仕様書【PDF】

24 陽電子発生装置 １式

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

令和4年9月30日
バキュームプロダクツ（株）
東京都小平市御幸町16-2
（法人番号）

- 4,460,500 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/77AANVSN/61KUKWJSNHRXZ4ZS6UMI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/JJ55OTJH/ORE7S3RUCF49KZSA3PLA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/UQJ94J3P/D0P9L169GAUNUJVTS1I3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/QIA145HE/TZ672RDY8HFJQ2M2ELZX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/OWWT9ETU/0F5APXV4JLJMVACL03LX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/JGQST1AA/HUNL3GBBS5BE1TD5RST9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/RW7U7023/73EJ2REMON6FLU028C01.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/X5NT2Y3C/K6MEM5WB1KR4WEFRSL5A.pdf
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25 蛍光顕微鏡システム 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9月12日
（株）エビデント本社
東京都新宿区西新宿2-3-1
（法人番号-）

- 6,182,000 - 1 仕様書【PDF】

26
無人航空機PD6Bの型式認証等に関する
認証プロセスの飛行試験作業 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9月1日
（株）プロドローン
愛知県名古屋市天白区中平1-115
（法人番号3010001165350）

- 7,499,140 - 1 -

27
ドローン操作用Webインタフェース拡張 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9月5日
アイバイオテック（株）
茨城県つくば市二の宮2-5-1
（法人番号8050001017452）

- 3,080,000 - 1 仕様書【PDF】

28
2-5棟B1023室貫通孔放射線遮蔽作業 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9月30日
日東化工機（株）
東京都江東区常盤1-17-11
（法人番号）

- 2,695,000 - 1 仕様書【PDF】

29 結晶欠陥処理装置　 １式

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

令和4年9月16日
アルバック販売（株）つくば営業所
茨城県つくば市二の宮3-13-2
（法人番号2010001084519）

- 4,994,000 - 1 仕様書【PDF】

30
顕微ラマン分光装置向けレーザーシステ
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9月5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）

- 2,310,000 - 1 仕様書【PDF】

31 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9月14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
2,090,000円

仕様書【PDF】

32 6インチ n型 PV-FZ Siウェーハ １式

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

令和4年9月2日
（株）エナテック
東京都千代田区神田神保町3-25
（法人番号6010001012236）

- 4,785,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/ZNP68V5C/POPPYE2RI1SBU1HQMG8B.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/AAOJP2NS/R1IRJCO91Q1FTEAHS3AX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/00BBWV5R/BQ8IE7SBB9YL4G0PSLK1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/6QK3F85E/XDYAM8NOW9UXQORYLQ5Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/KO9OJ819/URAV8RGGCJYTZII5YJN2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/YOHZCV2L/50N5HCFFS3SVP4ZQKTU9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/QTY91EGL/25EM77LS9YAVMB993MZT.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

33
スプレー塗布装置用大気圧型グローブ
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9月5日
（株）ＵＮＩＣＯ
茨城県守谷市緑2-25-10
（法人番号7050001029052）

- 9,999,000 - 1 仕様書【PDF】

34 オイルフリー排気ユニット 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9月16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）

- 1,980,000 - 1 仕様書【PDF】

35 超高真空ケルビンプローブシステム 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9月28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）

- 6,672,600 - 1 仕様書【PDF】

36
劣化反応測定装置へのマクロカロリメータ
追加増設 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9月6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）

- 8,580,000 - 1 仕様書【PDF】

37 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9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）

- 5,124,900 - 1 仕様書【PDF】

38
空洞型絶対放射計感部及びヘッドアンプ
１式

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

令和4年9月7日
石川産業（株）
東京都三鷹市新川4-6-10
（法人番号9012401012192）

- 3,945,700 - 1 仕様書【PDF】

39 断面TEM観察 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9月28日
（一財）材料科学技術振興財団
東京都世田谷区喜多見1-18-6
（法人番号3010905002467）

- 1,510,872 - 1 仕様書【PDF】

40 スパッタターゲット 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9月26日
フルウチ化学（株）
東京都品川区南大井6-17-17
（法人番号8010801010560）

- 3,850,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/Y6SI2T6U/EL5RBLCMEIEH0Y269H6B.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/7S70VLGF/2GWA2GFR3YU7NO10AM6F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/IFB5WEVP/8K2JVUNS2ZC3S0XLMZKL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/D8D35JA6/OLUQVAOI1V2U5BWBSVNJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/1QRS12VG/6RLS1Q6DK962WY4ZI0R4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/YCEPZAZB/0A393F1G7CC5ZFPWTS07.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/TL821771/8QXIX8T6FEEHCM5Z8COB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/SXVW1SX0/VUEHBRCQK34YFG6J4FUM.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

41 300ミリSOIウェハ 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9月1日
Ｓｏｉｔｅｃ　Ｊａｐａｎ（株）
東京都千代田区大手町1-5-1
（法人番号7010001070976）

- 1,622,500 - 1 仕様書【PDF】

42 Irスパッタリングターゲット 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9月1日
（株）フルヤ金属
東京都豊島区南大塚2-37-5
（法人番号8013301010956）

- 3,430,900 - 1 仕様書【PDF】

43 乾式除害装置 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9月14日

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

- 8,910,000 - 1 仕様書【PDF】

44 同軸ケーブル変換用スイッチボックス 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9月12日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 4,605,700 - 1 仕様書【PDF】

45 極低温雑音源 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9月2日
ロックゲート（株）
東京都文京区湯島3-19-5
（法人番号5010001069789）

- 2,873,200 - 1 仕様書【PDF】

46
CDA製造装置コンプレッサー関連オー
バーホール作業 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9月27日
（株）大西熱学
東京都墨田区緑1-19-9
（法人番号4010601030250）

- 1,815,000 - 1 仕様書【PDF】

47
粒子法（MPH-I法）MPI並列化ソルバープ
ログラムの構築 １式

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

令和4年9月14日
（株）先端力学シミュレーション研究所
東京都文京区小石川5-5-5
（法人番号2030001047878）

- 5,280,000 - 1 仕様書【PDF】

48
シリコンフォトニクスチップのワイヤーボン
ディング実装 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9月9日

マイクロモジュールテクノロジー（株）
神奈川県横浜市鶴見区末広町1-1-
40
（法人番号4020001057595）

- 1,056,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/NCDTGNZN/ZCOFKJ1YB7V1YWZAS2H1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/YPX0P8DO/FETE1OSS7XOX7ZHHBW5B.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/RYWN9FB3/9UWIKKVK020OHKDCN5MG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/J2OMOGTB/CUV9XP9A7BBLJJTRL319.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/W5A2FB09/Y4FNRY916NUANLIIRE11.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/JNWZCFZ2/2JTYFAO90W54Q98NOY2B.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/ABEWM8QB/71XGZ1LD6HY4T60P9ISE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/UT66S9ZF/N4FIW69GXUBKE59HVDQ0.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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）
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争又は見積
もり合わせ
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備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

49
大規模研究業務ネットワークに係るコンサ
ルティング業務 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9月14日
ビットスター（株）
北海道札幌市中央区南1条西4-5-1
（法人番号1430001037773）

- 1,496,000 - 1
単価契約
予定総額
1,496,000円

仕様書【PDF】

50 窒素発生装置 １式

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

令和4年9月29日
東京高圧山崎（株）
東京都渋谷区渋谷1-9-8
（法人番号9011001016224）

- 4,492,950 - 2 仕様書【PDF】

51 中性子サーベイメータ 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9月6日
（株）千代田テクノル
東京都文京区湯島1-7-12
（法人番号7010001004851）

- 1,738,000 - 2 仕様書【PDF】

52
信頼性評価用微小リーク電流測定装置 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9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）

- 6,408,600 - 1 仕様書【PDF】

53 プラズマ装置用力接続作業  １式

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

令和4年9月28日
ＴＭＥＳ（株）
東京都港区芝浦4-13-23
（法人番号7011101020284）

- 3,630,000 - 2 仕様書【PDF】

54 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9月7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
3,548,160円

仕様書【PDF】

55 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9月8日
（株）スタッフサービス
東京都千代田区神田練塀町85
（法人番号）

- 3,553円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,581,424円

仕様書【PDF】

56 ナノシートトランジスタ解析装置 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9月5日
ＨＰＣテクノロジーズ（株）
東京都千代田区飯田橋1-12-7
（法人番号2010001110778）

- 4,224,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/S122WAQZ/NKX1M68OTG2X9FFOCYY5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/1Y77EFFZ/X52ZH991CRDNYO1S8AC2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/EYMTBUZI/EHVYJUR9BV0NMRDEN15J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/8ZRFG93H/DAYSPUN13OTAPLJM2OHM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/AJDUA4PO/899KHLBTWDDUPKFMWC6J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/W4BDPOCI/N6ANG8PEPKJ0FJI4IR40.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/TKBUNBZK/9CC33KZ42X7GGXLT1QFM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/1IV2O6ZC/9ZTT2SZ66QRKDFJBP1XU.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9月）＞

連番 名称及び数量
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予定価格（円）
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備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

57 ハンディ型多角度分光測色計 １式

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

令和4年9月8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）

- 2,222,000 - 1 仕様書【PDF】

58 気体流量校正用ターミナル 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9月16日
（株）大手技研
茨城県つくば市千現2-9-1
（法人番号7050001015449）

- 7,570,200 - 1 仕様書【PDF】

59 天秤用アルミタンク 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9月21日
アイゲージ（株）
神奈川県横浜市港北区新羽町1643
（法人番号7020001035227）

- 2,992,000 - 1 仕様書【PDF】

60 流量計　他 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9月20日
（株）大手技研
茨城県つくば市千現2-9-1
（法人番号7050001015449）

- 9,915,400 - 1 仕様書【PDF】

61 研究用自動車（燃料電池乗用車） 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9月15日

ＨｙｕｎｄａｉＭｏｂｉｌｉｔｙＪａｐａｎ（株）
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-
6-1 MMCﾋﾞﾙ16階
（法人番号9010401092271）

- 8,088,160 - 1 仕様書【PDF】

62
分光エリプソメータ―装置分光器ボード交
換修理作業 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9月27日

日本セミラボ（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-
10
（法人番号9012301001915）

- 1,079,100 - 1 仕様書【PDF】

63 ヘリウムネオンレーザ 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9月21日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 1,727,000 - 1 仕様書【PDF】

64 WR6.5導波管低ノイズアンプ 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9月27日
（株）アムテックス
東京都世田谷区経堂5-20-16
（法人番号4010901000754）

- 1,682,450 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/SLMF90XZ/EWX44M0VBB94S1ZTJQYR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/6UYYTIN6/ZCSWX2WAL05K8D2W1OEF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/20W4XQ6W/WGR6CYCRMN7DCP9DKYMW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/IGPWMEIQ/MW2QW9DMQN3Z4AG5WP86.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/MS68ZX30/AW43VN4GJ844AQUVA0J1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/RPKRHU4V/9RLD6DHFETNWXQXXFYEW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/YUAXVDRD/2L5X9D5L8VA2N0WTIF4X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/THIHQ6HS/Z4I0JMS4JC8E4Q8COHDJ.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

65 WR3.4導波管低ノイズアンプ 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9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）

- 4,893,900 - 1 仕様書【PDF】

66 高性能モジュール式計測システム 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9月15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）

- 2,640,660 - 1 仕様書【PDF】

67 ICP質量分析装置ポンプ修理作業 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9月14日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 2,569,600 - 1 仕様書【PDF】

68 ケーブルアダプタ 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9月12日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 1,915,100 - 1 仕様書【PDF】

69 信号波形取得及び処理装置 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9月13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）

- 2,992,000 - 1 仕様書【PDF】

70 ピコボルトメーター １式

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

令和4年9月15日
仁木工芸（株）
東京都品川区東大井5-26-22
（法人番号3120101008480）

- 2,486,000 - 1 仕様書【PDF】

71 小型ACPJVS用バイアス制御装置 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9月21日
（株）サンジェム
長野県佐久市田口4731
（法人番号6100001007276）

- 4,565,000 - 1 仕様書【PDF】

72 空間光位相変調器 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9月28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）

- 1,980,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/Q952O1HQ/Q48FZ646J41OPWN1OWBH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/XP495K1O/8CIJ33G8DXLP463JUOED.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/LZ8PRFH6/LPE8W6UOAWDS1L2X6LHA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/HYCSIRX5/KUNFB1VZP2Q9Q3Q6J62K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/ASDYJM9Y/PFKUGBMDOA1NFIDSWCJL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/EKZIKCCI/L24Q36E30XOGW9OR3NVN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/V1TZUETB/M6U6MIDBSCYS0XY0VFDU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/9TSCKXUV/J76HT170XMIO02G9E0M7.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

73
UTC(NMIJ)発生用の原振切り替えのため
の調査業務支援 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9月7日
フレックタイム（株）
茨城県つくばみらい市板橋2732-1
（法人番号6050001024946）

- 3,080,000 - 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9月16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
1,140,480円

仕様書【PDF】

75 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9月22日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,866円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,198,615円

仕様書【PDF】

76
グローブボックスの移設及びメンテナンス
作業 １式

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

令和4年9月22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）

- 1,573,000 - 1 仕様書【PDF】

77 温度制御器設置作業 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9月28日
（株）アールデック
茨城県つくば市二の宮1-16-10
（法人番号4050001015278）

- 1,980,000 - 1 仕様書【PDF】

78 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9月7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
1,848,000円

仕様書【PDF】

79 研究支援者派遣 １式

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

令和4年9月15日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,310円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,148,300円

仕様書【PDF】

80 イオン成分解析装置 １式

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

令和4年9月6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）

- 8,063,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/T2GSA8P3/FI2HBEPQFMCTR3KG6GWX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/TVCPVAO9/OHLNI5U87OPIV2XQRVOE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/GHZ62B69/3VS7SPA6NOMEC47OXXF9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/R28JJYB7/UCC1DDG8Q8BN8C28U6FK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/ECDIDDH7/9RX6CYATU6H3EHT5P8DZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/AGHF8DC3/ZQWF3WNWIWC3CJAMP0SD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/COPBK62A/QX33JZ452702F4HLJWEM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/5NIF26AW/LTHZTPDZAUE5XGONMDWW.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

81 脱水反応制御装置 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9月6日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 3,289,000 - 1 仕様書【PDF】

82 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9月20日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 3,850円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,580,500円

仕様書【PDF】

83 全自動流通式活性評価装置 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9月21日
（株）エキップ
茨城県土浦市虫掛165-1
（法人番号7050001034589）

- 3,872,000 - 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9月22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
2,171,400円

仕様書【PDF】

85 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9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）

- 3,355円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,120,150円

仕様書【PDF】

86 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9月22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
1,964,160円

仕様書【PDF】

87 窒素ガス配管作業 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9月28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）

- 1,100,000 - 1 仕様書【PDF】

88 原料粒子結晶構造分析装置 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9月5日
（株）リガク東京支店
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-4
（法人番号5012801002680）

- 5,984,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/VA0SJA7N/EVPB6WCJ662X5BAG76TK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/Y2HW7ZP1/P2CC64YNNLFLPO9YLJW1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/HMDTDM9S/U4F4IAC7WD347SW17MK9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/LGCA4ED3/4DER0JSJTMN9UR06M0VN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/8AZSZIYJ/ROFWZ3EE41291TC63FTK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/X14011DP/KTK5GVWH4M7XDRYBGDXQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/J2MUACVG/D1NNTWVIQOGCHZWJARN5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/XCP3SNFV/06SS2WT0SUD560NX2HK0.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

89 副生物分析装置 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9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）

- 6,930,000 - 1 仕様書【PDF】

90
つくば中央5-2N棟NMR室用屋上冷却塔漏
水修繕作業 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9月15日
（株）ニッソウ
茨城県つくば市遠東916-4
（法人番号9050001016032）

- 2,200,000 - 2 仕様書【PDF】

91 赤外検出器 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9月12日
ＦＩＴリーディンテックス（株）
東京都千代田区神田美倉町10
（法人番号1010001038500）

- 2,079,000 - 1 仕様書【PDF】

92
センサ通信システムの構築・設置・現地調
査 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9月9日
（株）藤原製作所つくば営業所
茨城県つくば市中山225-4
（法人番号2011501004016）

- 3,960,000 - 1 仕様書【PDF】

93 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9月8日
（株）スタッフサービス
東京都千代田区神田練塀町85
（法人番号8010001076758）

- 3,410円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,304,290円

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9月8日
（株）スタッフサービス
東京都千代田区神田練塀町85
（法人番号8010001076758）

- 3,300円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,151,700円

仕様書【PDF】

95
インセンサ・コンピューティング用時系列信
号計測装置 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9月28日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 4,512,200 - 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9月7日
アデコ（株）
茨城県つくば市竹園1-6-1
（法人番号8010401001563）

- 2,805円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,304,325円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/SSS5CG57/4V218880XEO0FV1XKLR7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/V69V5BH7/ARZTXHVMQ2V75ACCJENR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/RRU7XZ04/E8YM342FWVO9HDZPXBRO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/MDOE6E7Y/K8E231RHW0LXACFIV99D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/E6MFT4CN/LTOT1D8R2RPG7C8J3OVM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/5JLL1CIK/A55A1QBTBZXC7BKCA8VZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/PKLZGDQH/BNZ4WU1JBV2FNPDX8ZCA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/98KAO8WI/DQZYCIMIC7YG8FWER4K3.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

97 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9月27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
2,301,750円

仕様書【PDF】

98 ディスペンサー 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9月1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）

- 3,878,710 - 1 仕様書【PDF】

99 精密天びん 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9月20日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
（法人番号3010001010696）

- 5,390,000 - 1 仕様書【PDF】

100 塗工装置 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9月8日
コーテック（株）
東京都千代田区飯田橋3-11-22
（法人番号8010001119104）

- 2,059,200 - 1 仕様書【PDF】

101 環境試験器 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9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）

- 3,905,000 - 1 仕様書【PDF】

102 燃料電池試験用自動制御装置 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9月28日
太洋システム（株）
神奈川県川崎市宮前区馬絹6-13-1
（法人番号2020001068082）

- 2,695,000 - 1 仕様書【PDF】

103 酸素分圧制御装置 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9月28日
エスティー・ラボ（株）
茨城県ひたちなか市東大島2-11-24
（法人番号2050001007830）

- 4,620,000 - 1 仕様書【PDF】

104 人工遺伝子合成 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9月14日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号8180001124830）

- 4,752,503 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/A59I9MX3/BGW6V45OCHECQTI294SM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/893TGR7S/L4NCFFSP3S3LMOCKA33K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/BZUIQQM4/4LCT7LLUW70JB1AF6SG7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/XHCOOU4Q/V1H8A3QQ43DUCJP3M4RH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/7CPLRO3E/W4QHX5OJRV79UKW6Y42R.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/KOA19ARF/KYNTVTCK1ERZQ41F63CK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/QAPILS9S/NJ8AQOGKDXLUY3RER4EK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/CYTFOHAE/9CDTUJ12GDLC0ZEU756T.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

105 鏡面冷却式露点計 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9月26日
ミッシェルジャパン（株）
東京都武蔵野市中町1-19-18
（法人番号9012401014346）

- 2,596,000 - 1 仕様書【PDF】

106 触媒反応生成物解析システム 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9月7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）

- 6,129,200 - 1 仕様書【PDF】

107 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9月14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
1,140,480円

仕様書【PDF】

108 軟X線領域用蛍光X線検出器の修理 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9月26日
ＥＭＦジャパン（株）
兵庫県姫路市網干区高田381
（法人番号1120101035130）

- 1,938,200 - 1 仕様書【PDF】

109 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9月20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
2,762,100円

仕様書【PDF】

110 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9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）

- 2,607円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,877,040円

仕様書【PDF】

111 研究支援者派遣 １式

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

令和4年9月12日
パーソルテンプスタッフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1
（法人番号1011001015010）

- 2,750円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,557,500円

仕様書【PDF】

112 研究支援者派遣 １式

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

令和4年9月21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）

- 4,620円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,296,600円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/MMH44CSZ/FETMXT3I5BLKOVODDQ0E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/4BIB9O93/HYJB7CPPG1IEYILN5RU4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/208FW666/85DASMOXXN2Q9JUIOAXM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/Z95F3N9B/3ZIDJ3PVFPFFR1J5AA9L.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/N6FIQ11V/91BCH18V880870JO367I.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/4PDIQGQ8/IZ465WTWHHIF6Z06ZB64.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/R6SVC6CA/E0HYCN4DNZSDAZJCW5QD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/17DAH4J7/ZOMR7O61RE4PU5D22TBM.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

113 紫外可視近赤外分光光度計 １式

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

令和4年9月7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）

- 9,834,330 - 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9月14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
2,455,200円

仕様書【PDF】

115 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9月14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
1,915,056円

仕様書【PDF】

116
Cs吸着材安定化（固型化）に関する試験
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9月5日
日本興業（株）
香川県さぬき市志度4614-13
（法人番号3470001011236）

- 2,653,200 - 1 仕様書【PDF】

117 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9月14日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,695円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,506,350円

仕様書【PDF】

118 研究支援者派遣 １式

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

令和4年9月14日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,,920円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,266,308円

仕様書【PDF】

119 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9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
2,296,800円

仕様書【PDF】

120
組換えニワトリによる、バイオ医薬品工場
に関わるコンサルティング業務 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9月5日
北林　厚生
広島県大竹市玖波3-10-7
（法人番号　-）

- 1,933,800 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/PUM0U86K/FXDJUX133PX5NADM2RYF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/EMB2DVID/ZUR4LILB04QS1KA73PP8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/VDRQKM0J/H8KNIJAHWEEC9YKGUGCP.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/HLRQSIVQ/TJ52GYU5AITBMD1LXSDV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/9EE7KGMY/JYD0PX5N5M0MCDWCFL8C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/JTU42EPD/70DHG1HS17UVJFK5NMGH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/UCSJA4S1/A239ECOVU6H5068EYOT5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/OWOHI8YA/2R0GLAD29YZQAUVHMBWS.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

121 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9月14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
1,386,165円

仕様書【PDF】

122 マウス唾液腺のメタボローム解析 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9月9日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号　 8180001124830）

- 1,793,000 - 1 仕様書【PDF】

123 超微量分光光度計 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9月14日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号　 8180001124830）

- 1,757,800 - 1 仕様書【PDF】

124 フリーズ超低温槽 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9月1日
東和科学（株）
東京都豊島区南大塚2-37-5
（法人番号  2010001024235）

- 1,734,700 - 1 仕様書【PDF】

125 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9月9日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256）

- 2,915円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,020,250円

仕様書【PDF】

126 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9月26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
2,199,450円

仕様書【PDF】

127
シングルセルRNA-seq実験およびデータ
取得解析作業 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9月5日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号 8180001124830）

- 2,970,000 - 1 仕様書【PDF】

128 リアルタイムPCR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9月15日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号 8180001124830）

- 6,673,040 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/V2FI52ZN/JAX93YVWSG6664SMJV6N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/VXYQOL31/6JQNBN0YT8L7J2RM4IPQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/RIXM6L2Q/O3IC57HQFQ02Y2COALCQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/BD1BHKND/KPBH2NOYA0RFHWHTAY4T.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/9Q3HL8V9/DR2106VUJECQZQOFFTH1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/L92IJUIX/43WB7J3GWNI3U1V10QA3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/LC5AINV5/81HPDIWFN4DC6RA8P9X2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/YUKMXH05/1HYVJNY90V04N14F0LPF.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

129 吸光・発光・蛍光プレートリーダー １式

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

令和4年9月15日
理科研（株）
茨城県つくば市高野台3-16-2
（法人番号 8180001124830）

- 5,292,650 - 1 仕様書【PDF】

130 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9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）

- 2,750円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,278,750円

仕様書【PDF】

131 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9月27日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号　4010001143256）

- 2,860円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,132,560円

仕様書【PDF】

132
温調付き紫外可視分光光度計システム １
式

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

令和4年9月21日
日本分光（株）
東京都八王子市石川町2967-5
（法人番号　2010101002925）

- 2,966,700 - 1 仕様書【PDF】

133 関西地域の河川堆積物試料の採取 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9月12日
（株）一成
兵庫県加古川市上荘町薬栗27-1
（法人番号8140001042490）

- 1,646,700 - 2 仕様書【PDF】

134
顕微ラマン分光装置用近赤外半導体レー
ザー　一式 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9月27日
（株）ニコンソリューションズ
東京都品川区西大井1-6-3
（法人番号4010401069976）

- 2,455,200 - 1 仕様書【PDF】

135
令和4年度 活断層データベースの画面表
示システム等改修業務 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9月5日
（株）トーセーシステムズ
東京都八王子市石川町2968-2
（法人番号　6010101002657）

- 2,970,000 - 1 仕様書【PDF】

136 火山ハザード情報システム構築 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9月30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）

- 8,956,200 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/MQSW2M9U/0IPMOIQZBCA9EE5OZRBC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/44WYDYFW/XJMS02E487VTOQXBEU8H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/YSK9QB0C/C1OHRQ8OL0CZGB2X3GBC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/CTH7JPEU/2T40L4Z6K8008F8Y3GZ4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/4T1KBX0S/50Q1C1QQWW6VFZW7VM5A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/NVV7PZPZ/YUHEIF0W4N3APT1LPNQI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/5DKM79WO/LVV1BEXN97ZR7J73B7UQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/LFT5Y03P/DDOLFS4YQEF27TIJ8LWR.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

137 自動滴定装置 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9月7日
日京テクノス（株）
東京都文京区本郷2-17-8
（法人番号 5010001006123）

- 2,307,800 - 1 仕様書【PDF】

138 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9月27日
（株）メイテック
東京都台東区上野1-1-10
（法人番号　1010401094085）

- 4,730円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,436,740円

仕様書【PDF】

139 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9月27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
2,682,680円

仕様書【PDF】

140 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9月27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
1,584,968円

仕様書【PDF】

141 三次元蛍光測定装置 １式

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

令和4年9月2日
（株）日立ハイテクサイエンス
東京都港区虎ﾉ門1-17-1
（法人番号2040001000893）

- 7,634,000 - 1 仕様書【PDF】

142 小型高速ガス分析装置 １式

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

令和4年9月21日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6
（法人番号6010801006420）

- 5,135,900 - 1 仕様書【PDF】

143
表層MH地盤強度調査試料の輸送に関わ
る役務 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9月7日

エア・ウォーター北海道（株）道央産
業・医療支社産業統括部市場開発グ
ループ
北海道札幌市東区北8条東8-4-1
（法人番号4430001022194）

- 7,590,000 - 1 仕様書【PDF】

144
天然メタンハイドレート堆積物コア画像解
析ソフトウェア １式

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

令和4年9月22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）

- 3,927,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/T5T9PFT4/C4130QH90EVW3OCJFYTC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/VAKTNV38/36AW5PF2W1F1MTRS36WN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/38MG4KUP/HIR1UGN7IUH0912KH1NR.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/8EZR9GX8/WGM8ETORZQH4FJV2158V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202208/B2TGN129/8TCHE3Y19UEI6ERNXWE4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/RXZSCL43/H89KAVINO0BV13XIJ6SF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/0XNFIVWJ/8WMZ013FSZZ85S6GKDT6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/003704ND/GBQKOQX0XS183PECN41J.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

145 データレコーダ 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9月2日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 4,977,720 - 1 仕様書【PDF】

146
火炎伝播実験用模擬配管製作設置作業
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9月7日
日本コムシス（株）
東京都品川区東五反田2-17-1
（法人番号4010701022825）

- 1,540,000 - 1 仕様書【PDF】

147
爆轟火炎消炎実験用配管製作設置作業
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9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）

- 4,730,000 - 1 仕様書【PDF】

148 マテリアルハザードキャビネット １式

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

令和4年9月8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）

- 3,289,000 - 1 仕様書【PDF】

149 シャワープレート　 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9月6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）

- 4,928,000 - 1 仕様書【PDF】

150 高電流電圧特性評価装置 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9月28日
中山商事（株）筑波営業所
茨城県つくば市鬼ヶ窪1139-1
（法人番号7050001023451）

- 3,223,220 - 1 仕様書【PDF】

151 ジシランガスボンベ（Si2H6） 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9月12日

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

- 2,475,000 - 1 仕様書【PDF】

152 マイクロ波試料分解装置 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9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）

- 3,206,500 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/XDBQNL9D/HXO4NJRWQGOC0TML1Q5C.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/07UN3LV3/1WHVSSIBHZLWNWKD1C5H.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/18FF08IG/QJOCNADW58TQXWFS4Q0V.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/022G8QNI/WGTUYF8QRCEOI01RU24O.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/B8QCV1W8/GL3QIGLSA4MXK6RFPNYY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/ONGLVPDJ/5YZV09EZ64H81BK6SL96.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/5FLKYYHY/G1PBHXW73WGQRPNB1SYI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/BY82W6MJ/H66FD8H8K55HNEX4UCOO.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

153 センサー長期運用試験補助作業 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9月26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）

- 4,998,400 - 1 仕様書【PDF】

154
SADP(Self Align Double Patterning) の
TEGマスク作成　 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9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）

- 3,742,200 - 1 仕様書【PDF】

155 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9月29日
（株）インテック
茨城県つくば市吾妻2-8-8
（法人番号305000101704）

- 2,400円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,964,160円

仕様書【PDF】

156
つくば西事業所2E棟1107室水素専用シリ
ンダーキャビネットおよびPライン設置 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9月22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）

- 5,830,000 - 1 仕様書【PDF】

157 テープスター改造 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9月29日
三樹工業（株）
千葉県千葉市稲毛区山王町381-6
（法人番号5040001007226）

- 2,554,000 - 1 仕様書【PDF】

158
ワイヤレス電力・データ収集用マルチチャ
ンネル・データ収集システム 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9月29日
（株）日本ジー・アイ・ティー
滋賀県栗東市野尻590
（法人番号9160001013712）

- 4,950,000 - 1 仕様書【PDF】

159
二酸化炭素と水素からのジメチルエーテ
ル合成に関するプロセスシミュレーション
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9月27日

（株）ウエイブエンジニアリング
埼玉県さいたま市中央区下落合5-4-
6
（法人番号1030001000953）

- 5,060,000 - 1 仕様書【PDF】

160
高空間分解能振動特性周波数分析装置
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9月21日
（株）テック技販
京都府宇治市大久保町西ﾉ端1-22
（法人番号2130001047141）

- 7,760,602 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/UIR2Q115/WRGYXRKF6RCI627Y1N6D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/2LDMACRO/GO94NNAIBPN7GYUGM1AC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/754PKSC7/ZA4DO1F9B6DRYPEEVI32.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/Z87D1SDB/V1X044DNB9D5UZU66372.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/6BLW9DDI/MIDSOMWDS09AZ663BJKV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/LJEQ4HTT/ZAG7VPOVTIPKTFRWNMZI.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/6HGEACIA/ORBD071Z1XQ1S11WIY54.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/3GCZY581/K2XKSGQOPGY8FRHBJRW4.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

161 マイクロ波逓倍モジュール 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9月29日
（株）アムテックス
東京都世田谷区経堂5-20-16
（法人番号4010901000754）

- 3,793,350 - 1 仕様書【PDF】

162 3Dスキャナ型三次元測定機 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9月1日

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

- 6,688,000 - 1 仕様書【PDF】

163
高空間分解能振動特性基板形成装置 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9月27日
トロテック・レーザー・ジャパン（株）
東京都文京区湯島1-12-4
（法人番号6011501013681）

- 6,996,000 - 1 仕様書【PDF】

164 ポータブル筋肉用近赤外分光装置 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9月5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）

- 1,991,550 - 1 仕様書【PDF】

165 ワイヤー放電精密コンターマシン 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9月29日
大野精工（株）
愛知県西尾市下羽角町大縄35-1
（法人番号9180301002867）

- 5,995,000 - 1 仕様書【PDF】

166 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9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）

- 2,640円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,256,640円

仕様書【PDF】

167 レーザ加工ヘッド 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9月7日
ＩＰＧフォトニクスジャパン（株）
神奈川県横浜市港北区新羽町920
（法人番号6020001056298）

- 1,734,700 - 1 仕様書【PDF】

168 統合型熱力学計算ソフトウェア 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9月1日
伊藤忠テクノソリューションズ（株）
東京都港区虎ﾉ門4-1-1
（法人番号2010001010788）

- 5,830,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202210/NFBJTQG6/MG8YNBZN47AOI7PP5JN6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/NE7TW9VL/JSC1Q57VWSYZYDGCPGJO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/9WBYP5RU/EVD9XNGQHKLSW44M0QDO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/B8X7WST6/GSJJEYDS4PDXL2K59B9N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/HSEMT299/CRE4X4HV88AW75DP7O2E.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/NY1H15K0/FDBSB88TGGVQRKYAP2OO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/9TOLTLE4/6ZLJX6ENGPSG9M39F5BX.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/03DJ9MSK/AH52O3KCWP0Q37KECHF6.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

169 ネットワークアナライザ 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9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）

- 3,762,000 - 1 仕様書【PDF】

170
微小抵抗配線測定用ソース・メジャー・ユ
ニット 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9月21日
日本電計（株）
茨城県つくば市東光台4-4-2
（法人番号9010501010505）

- 1,734,700 - 1 仕様書【PDF】

171 排出ガス分析計 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9月29日
（株）エー・アンド・デイ
東京都豊島区東池袋3-23-14
（法人番号8013301048443）

- 8,800,000 - 1 仕様書【PDF】

172 研究用水製造装置 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9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）

- 2,624,688 - 1 仕様書【PDF】

173 加圧式加熱真空プレス装置 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9月26日

（株）井元製作所
京都府京都市上京区今出川通七本
松東入上ﾙ突抜町501
（法人番号6130001002555）

- 3,212,000 - 1 仕様書【PDF】

174 高精度ミラー式露点計 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9月26日
竹田理化工業（株）
東京都渋谷区恵比寿西2-7-5
（法人番号9011001013618）

- 3,630,000 - 1 仕様書【PDF】

175 映像式モーションキャプチャシステム 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9月16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）

- 5,843,200 - 1 仕様書【PDF】

176 XRヘッドセット 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9月29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）

- 1,936,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/LSUXC0QE/5P7CKTM3JVEIEK7FZNOD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/4UZCTAP3/VVJYUZ7BE3DTIWAC8J4Z.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/EWWQAR8D/WYO296HBOUK3PT0YAVKN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/AIHXEKLI/EF086VSAKHD1NMSX1035.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/0PKK6PB2/CTZLXMPKIXSRB861UF0D.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/E0B4W29P/BB88LTB9615NBWWKX5PL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/UG7KNC49/DW7DDYX1H2CUU8CZ2KL6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/PW5EMGVP/P1FKS62F77O7SWQHO5VS.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

177 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9月26日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 4,890円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,548,258円

仕様書【PDF】

178 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9月26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
2,557,500円

仕様書【PDF】

179 企業アンケート調査支援業務 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9月29日
（株）マーケティング･エクセレンス
東京都豊島区南池袋2-35-1-202
（法人番号7013301017135）

- 5,060,000 - 1 仕様書【PDF】

180 Dhaiba SuiteのPython3対応作業 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9月12日
（株）スリーディー
神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-8
（法人番号1020001094872）

- 2,827,000 - 1 仕様書【PDF】

181
セキュリティチップAPIのテストツールフ
レームワーク機能強化に関する開発 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9月12日

デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー（株）エンベデッドソリューションカ
ンパニー
神奈川県川崎市川崎区砂子1-2-4
（法人番号9010001103734）

- 7,920,000 - 1 仕様書【PDF】

182
工場自動化のためのAI技術の大規模実
験用計算装置 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9月21日
（株）ファナティック
東京都千代田区五番町1-11
（法人番号4010001100018）

- 1,833,700 - 3 仕様書【PDF】

183 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9月8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）

- 5,500円/時間 - 1
単価契約
予定総額
5,115,000円

仕様書【PDF】

184
ソースコード管理レポジトリサービス　ライ
センス更新・追加　他 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9月2日
ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8
（法人番号8050001016181）

- 1,782,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/7HJT5ZU7/3RL871J9YJQH1AL4Z1OM.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/GEPOA24U/Y6TXCLGF5M6SDTFYM32X.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/FOC6LZC3/KT2JYEJQOJ2UWXQ60KPQ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/HZQH5RMO/BVR6FIXIRRGPHC2HQUL6.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/FU40JOB1/TCGOEG2EBI72XX64T5SC.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/YSE7SFT3/64IR4VUQ3MZN2TEBJT1F.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/NINQ0ZW7/I7FZHNMAN15GC4SBPM83.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/21IROSGX/QXMHXJHNWVR635VDD120.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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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住所
予定価格（円）

(税込）
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（税込）
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公開見積競
争又は見積
もり合わせ
の参加者数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

185 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9月15日
ディーピーティー（株）
愛知県名古屋市中区栄3-3-21
（法人番号4180001090291）

- 5,280円/時間 - 1
単価契約
予定総額
4,910,400円

仕様書【PDF】

186 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9月15日
ディーピーティー（株）
愛知県名古屋市中区栄3-3-21
（法人番号4180001090291）

- 3,740円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,478,200円

仕様書【PDF】

187 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9月15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）

- 8,800円/時間 - 1
単価契約
予定総額
3,410,000円

仕様書【PDF】

188 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9月12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）

- 3,080円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,587,200円

仕様書【PDF】

189
消費者評価モデル構築機能拡張開発およ
びダッシュボード要求定義 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9月16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）

- 5,805,800 - 1 仕様書【PDF】

190 同意条件管理モジュール開発 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9月28日
キーウェアソリューションズ（株）
東京都世田谷区上北沢5-37-18
（法人番号5011101033882）

- 7,590,000 - 1 仕様書【PDF】

191
信頼度推定を伴う時系列予測技術の検証
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9月29日
（株）創夢
東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14
（法人番号1011001012817）

- 2,640,000 - 1 仕様書【PDF】

192 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9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）

- 5,445円/時間 - 1
単価契約
予定総額
5,107,410円

仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/OGDCT6A5/7I3VQSNMUE8RUE2D86FK.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/X5Y7C5UB/6P8021UYFD5ZDTBJP7P4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/K5AU3XUQ/O2Q4CEOJ93H8I1OLXUPN.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/XOCCK6QZ/R4X4ACBYUJW95LXUNJV9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/Y1KVBXHX/0HACQEQD82YXSWEMT6JE.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/3XHDTIVL/ZXJK56IUU7GWV28T5L52.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/XSOSYO38/GWL35TGIMVCPIKEJOLK1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/I5B47BAL/WG75J1O2NB1YK07584ES.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

193
機械学習システム品質評価手法のハブシ
ステムのデプロイメント支援作業 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9月28日
（株）日立ハイシステム２１
神奈川県横浜市西区高島1-1-2
（法人番号3020001032599）

- 1,320,000 - 1 仕様書【PDF】

194 認証認可サービス検証環境構築 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9月5日
（株）Ｑ’ｓｆｉｘ
東京都千代田区丸の内1-7-12
（法人番号4011001039460）

- 1,567,500 - 3 仕様書【PDF】

195 自律移動解析用計算機 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9月14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）

- 3,353,900 - 3 仕様書【PDF】

196
学習記録トラッキングサービスの構築およ
びデータセットサービスの追加機能の作成
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9月12日
（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1
（法人番号1010901026918）

- 6,050,000 - 1 仕様書【PDF】

197
次世代メモリデバイスを用いたアナログ演
算方式の設計にかかる技術相談対応 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9月8日
（株）数理技研
東京都品川区西五反田3-7-10
（法人番号6010701014176）

- 6,570,080 - 1
単価契約
予定総額
6,570,080円

仕様書【PDF】

198 協調作業用ロボットアームシステム　 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9月27日
カンタム・ウシカタ（株）
神奈川県横浜市都筑区池辺町4666
（法人番号3010801002612）

- 4,385,700 - 2 仕様書【PDF】

199 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9月27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）

- 6,380円/時間 - 1
単価契約
予定総額
5,326,151円

仕様書【PDF】

200 卓上顕微鏡のEDX部換装修理 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9月14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）

- 6,488,350 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/ESGPE3X0/XMWR17WYC7Z8J5LYNIEV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/6KH6K02H/ANXS8JLUNYPVWM30H9Q0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/9LTS62LI/KPKFJ1O74NQ5OGEFWY2K.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/DFU06VIS/8D9SAL7ZRNCJTHN6AJLT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/RG4Z3RRU/WQMZ6Q7SZ2D0N3MUJQJW.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/ZP9E6SG9/K58HDD2HWAAU4U481WFZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/4PBQ9KI0/YUIX7WQOA8QALNAOSYX8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/MLYZTEI5/YUVPAFPJ4R8Y6T8MVADF.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

201 精密電気化学測定装置 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9月27日
（株）東陽テクニカ名古屋支店
愛知県名古屋市中区栄2-3-1
（法人番号 8010001051991）

- 4,730,880 - 1 仕様書【PDF】

202
PCFCデータベースのインターフェイス改
良・運用サポート及び機械学習プログラム
の改良・使用サポート 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9月21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）

- 3,983,443 - 1 仕様書【PDF】

203 薄膜高温Ｘ線アタッチメント 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9月27日

スペクトリス（株）マルバーン・パナリ
ティカル事業部
東京都港区浜松町1-7-3
（法人番号 3010001020497）

- 8,220,630 - 1 仕様書【PDF】

204 超低波数ラマン分光ユニット 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9月1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）

- 3,278,000 - 1 仕様書【PDF】

205 原料粒子プロセス環境制御装置 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9月14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）

- 4,283,730 - 1 仕様書【PDF】

206 原料粒子膜作成装置 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9月30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）

- 2,701,600 - 1 仕様書【PDF】

207
セラミックス基板動的機械特性評価装置
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ケ洞2266-98）

令和4年9月27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）

- 8,965,000 - 1 仕様書【PDF】

208 電磁撹拌装置 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9月8日
（株）ミナト電機
愛知県西尾市八ﾂ面町新御堂53-1
（法人番号 3180301022821）

- 7,007,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/JYKCFSBT/SMTY7CRVKYNZ0E56YYK1.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/TYYMF4J0/LA07H1QC8T32837E33J7.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/GEL71VSM/NCPEY8UVNZIN2I725YVA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/LO21CDKP/P1WE1PHVNJAQECPEJXTH.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/Z2ROAO1V/0N6GQ0MOGZURQHYVXQNV.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/IKPE2ENR/J7VVUMG0BMKRQGF0JZTJ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/FT2R5SZA/Y98SLO0K433P7V7LF0GB.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/NKQUSZ3Q/GXVT8UEM8OT6XG2BH9EO.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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）
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公開見積競
争又は見積
もり合わせ
の参加者数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

209 解繊試験装置 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9月20日
（株）新居浜鉄工所
愛知県大府市横根町惣作208
（法人番号 8500001010023）

- 5,720,000 - 1 仕様書【PDF】

210 計測顕微鏡 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9月8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）

- 1,911,800 - 1 仕様書【PDF】

211 原料粉体超高温加熱装置 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9月20日
（有） サイエンス商会
愛知県名古屋市守山区日の後1312
（法人番号 3180002011421）

- 3,410,000 - 1 仕様書【PDF】

212 原料粉体加圧装置 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9月27日
（有） サイエンス商会
愛知県名古屋市守山区日の後1312
（法人番号 3180002011421）

- 2,783,000 - 1 仕様書【PDF】

213 原料粉体高速混合装置 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9月27日
（有） サイエンス商会
愛知県名古屋市守山区日の後1312
（法人番号 3180002011421）

- 3,366,000 - 2 仕様書【PDF】

214 液滴特性評価装置 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ケ洞2266-98）

令和4年9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）

- 4,633,200 - 1 仕様書【PDF】

215 誘電特性評価装置　 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ケ洞2266-98）

令和4年9月1日
（株）エーイーティー
神奈川県川崎市麻生区栗木2-7-6
（法人番号 9020001065057）

- 9,823,000 - 2 仕様書【PDF】

216 焼結挙動観察装置 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9月13日
（株）マイアソック　京都営業所
京都府宇治市木幡西中44-2
（法人番号 2370001039073）

- 9,900,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/1YX66T6P/SHO31UD62WNDJUOKJA5A.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/5QYOTJQL/G6J927ZMTU6V9XXM36EL.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/5331ZBHI/PY0HVU81065LM6R3NHYO.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/IT4W9QSM/YAPID7LK46VQA8M3QFD0.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/8IE0GCVN/6RKX37HQ3LTR0MQD9ILG.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/7WGO9QTI/78RAPD6TGXQ46URFOXH3.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/KUL8I0M6/NBBLY6UL7VNAJ53FJ8AA.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/F6LURL1U/C6DHW3I855D310WCMEWS.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9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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契約金額（円）

（税込）
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公開見積競
争又は見積
もり合わせ
の参加者数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

217 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9月15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）

- 2,915円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,710,950円

仕様書【PDF】

218 倒立顕微鏡 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9月16日
三和理研（株）
大阪府箕面市船場東3-6-62
（法人番号9120901020522）

- 5,296,500 - 1 仕様書【PDF】

219 対物レンズ他 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9月16日
三和理研（株）
大阪府箕面市船場東3-6-62
（法人番号9120901020522）

- 1,909,710 - 1 仕様書【PDF】

220 3Dプリンタ修理、点検　 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9月28日
アルテック（株）
東京都中央区入船2-1-1
（法人番号6010001142875）

- 1,189,650 - 1 仕様書【PDF】

221 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9月14日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,791円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,032,966円

仕様書【PDF】

222 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9月14日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,833円/時間 - 1
単価契約
予定総額
1,048,432円

仕様書【PDF】

223
透過電子顕微鏡用エネルギー分散型Ｘ線
分光解析装置の据付調整作業　 １式

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

令和4年9月27日
日本エフイー・アイ（株）
東京都品川区東品川4-12-2
（法人番号9010401058792）

- 2,039,400 - 1 仕様書【PDF】

224 多検体アタッチメント 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9月7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）

- 3,377,000 - 1 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/OISV9PLN/4APR5QVEK8SQKOTTFZ17.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/DMO9JCEW/JLY197COSTZPUTQXQ1YY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/P00Q57BJ/W1QZNNV6MG77MFVE8316.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/Z9C6EC0Q/XHQ2LR0510GDTK1BS8A5.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/CBYDTDBB/S4AK99QCFDK8DVDXUQX2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/R5LOTQ43/PRZAWS33R2O1851IVGE9.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/J9V2Y7Q5/MJ51VMEWJOKPL3KFM4DZ.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/A2KPOFP7/UWH0262AUFZ8TEFM9YXU.pdf


＜特例随意契約一覧表（令和4年9月）＞

連番 名称及び数量
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契約を締結した日
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争又は見積
もり合わせ
の参加者数

備　　考

特例随意契約に係る情報の公表

225 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9月13日
ＷＤＢ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2
（法人番号4010001143256）

- 2,761円/時間 - 1
単価契約
予定総額
2,567,730円

仕様書【PDF】

226 不純物劣化解析装置（TOC分析部） 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9月13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）

- 3,080,000 - 1 仕様書【PDF】

227 Ｌｉｎｕｘファイルサーバー装置 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9月27日
（株）コンカレントシステムズ
大阪府大阪市西区江戸堀1-19-10
（法人番号6120001043377）

- 1,782,000 - 1 仕様書【PDF】

228 深層学習用GPUサーバー装置 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9月12日
（株）コンカレントシステムズ
大阪府大阪市西区江戸堀1-19-10
（法人番号6120001043377）

- 3,795,000 - 2 仕様書【PDF】

229 デジタルマイクロスコープ 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9月6日
大阪薬研（株）
大阪府箕面市稲5-13-10
（法人番号6120901029319）

- 7,004,800 - 1 仕様書【PDF】

230 材料データベース 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9月15日
（株）バイオクロマト
神奈川県藤沢市本町1-12-19
（法人番号8021001001787）

- 6,930,000 - 1 仕様書【PDF】

231 力学特性評価試験片成形用金型 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9月29日
日新精器（株）
広島県広島市南区東雲2-13-15
（法人番号6240001008517）

- 2,057,000 - 1 仕様書【PDF】

232
熱分解ガスクロマトグラフ/質量分析装置
（Py-GC/MS）用オートサンプラー 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9月29日
日本電子（株）広島支店
広島県広島市中区橋本町10-6
（法人番号9012801002438）

- 3,286,800 - 2 仕様書【PDF】

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/GAT1484K/7GGBAEKJRVP07U7C2LUU.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/I8SV4H02/DLU6WNWPHIDQ4OI1ASWY.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/AKBVD3S0/U0MB78X855ZMZ1JQ213N.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/TSW7DJ3P/MA3GK5KEOJ5SKZPYP2PT.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/VZL7QEXQ/P8CVW99KHSCU1Z1BLI96.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/RSIQ706A/EGTJ71JRP5PD1M5L2AS4.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/49GHIRSI/BVG3Y89XPERSBPGLOSCF.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/SLAB9C3E/914U0BTFPC4FSBUM36ED.pdf
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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

備　　考
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233 比重計 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9月12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）

- 1,859,000 - 1 仕様書【PDF】

234 高速冷却遠心機 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9月27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）

- 2,750,000 - 1 仕様書【PDF】

235 光干渉断層計 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9月14日
（株）システムズエンジニアリング
東京都文京区小石川1-4-12
（法人番号7010001003548）

- 4,950,000 - 1 仕様書【PDF】

236 赤外分光光度計アタッチメント 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9月14日
（有） ジェイ・ビー・エス
広島県広島市中区南千田西町4-14
（法人番号3240002007306）

- 4,772,900 - 1 仕様書【PDF】

237 分光器用高感度ＣＣＤカメラ　 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9月12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）

- 6,490,000 - 1 仕様書【PDF】

238 真空ラミネーター装置 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9月28日

常陽工学（株）
神奈川県横浜市青葉区荏田西1-5-
12
（法人番号3020001011545）

- 8,250,000 - 1 仕様書【PDF】

803,370,823 792,816,148 98.69%

https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/L09ULE5X/TX1U6LOWCXQ6AZV9QKB8.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/SM0K35G3/YW3GHWCSXPQVVJGG91KD.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/HNIF6MLY/541CO3MBNGC65DJMCZ7Q.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/A6I1U5ZO/O65XJMOP6YWLKSG9XY6J.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/PUV43V45/3OGT4K5FHKX281QRUMX2.pdf
https://www.aist.go.jp/aist_j/procure/supplyinfo/detail/202209/L18E59OO/6XNKQGFT1G263KVDLL70.pdf

	②自動生成

