
契約に関する情報（競争入札）
(2017年5月締結分)

日本貿易振興機構（ジェトロ）

件数
物品等又は役務の

名称及び数量
契約締結者の

氏名、役職、住所
契約を締結

した日 契約の相手先の名称 契約の相手先の住所
一般競争入札・指名競争入札の別

（落札方式） 予定価格 契約金額
落札率

（%） 備考
1 「ロシア（ウラジオストク・ハバロ

フスク）サービス産業海外進出
支援ミッション」旅行手配（募集
型企画旅行）

独立行政法人日本貿易振興機構
サービス産業部長
佐藤　隆正
東京都港区赤坂1-12-31

2017/5/1 近畿日本ツーリスト株式会社 東京都千代田区東神田1-7-8 一般競争入札（最低価格落札方式） 4716360 1,881,200 77.99

2 複合機の賃貸借及び保守等 独立行政法人日本貿易振興機構
総括審議役（経理担当）
池田　一彦
東京都港区赤坂1-12-32

2017/5/12 富士ゼロックス株式会社 東京都港区六本木3-1-1 一般競争入札（最低価格落札方式）

-

137,991,916

-

3 「2017年アスタナ国際博覧会」
日本館　追加展示工事等

独立行政法人日本貿易振興機構
展示事業部長　加藤　辰也
東京都港区赤坂1-12-32

2017/5/15 株式会社ムラヤマ 東京都江東区豊洲3-2-24 一般競争入札（最低価格落札方式）

-

13,307,203

-

4 労働者派遣業務（海外調査計
画課）

独立行政法人日本貿易振興機構
総務部長　中里　浩之
東京都港区赤坂1-12-32

2017/5/16 朝日新聞総合サービス株式会社 東京都中央区築地5-3-2 一般競争入札（総合評価落札方式）

-

17,133,249

-

5 手話通訳士の手配 独立行政法人日本貿易振興機構
アジア経済研究所
総括審議役　有田　雄子
千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2

2017/5/17 株式会社comm・プラス 東京都目黒区中町2-45-8 一般競争入札（総合評価落札方式）

-

1,267,596

-

6 ジェトロ滋賀貿易情報センター
新設に係る内装工事

独立行政法人日本貿易振興機構
総括審議役（地方創生推進担当）
寺田　佳宏
東京都港区赤坂一丁目12番32号

2017/5/19 一圓テクノス株式会社 滋賀県彦根市小泉町78-10 一般競争入札（最低価格落札方式） 4,365,360 3,186,000 72.98

7 滋賀貿易情報センター新設に
係る什器備品の購入

独立行政法人日本貿易振興機構
総括審議役（地方創生推進担当）
寺田　佳宏
東京都港区赤坂一丁目12番32号

2017/5/19 一圓テクノス株式会社 滋賀県彦根市小泉町78-10 一般競争入札（最低価格落札方式） 5,011,200 3,618,000 72.19

8 「Medical fair Thailand 2017」
ジャパンパビリオンの設計・監
理等

独立行政法人日本貿易振興機構
サービス産業部長
佐藤　隆正
東京都港区赤坂1-12-47

2017/5/22 株式会社シェンナ・ジャパン 東京都渋谷区神宮前2-13-5 一般競争入札（総合評価落札方式） 1,726,920 1,293,840 74.92

9 「サンパウロ、ブエノスアイレス
サービス産業海外進出支援ミッ
ション」旅行手配（募集型企画
旅行）

独立行政法人日本貿易振興機構
サービス産業部長
佐藤　隆正
東京都港区赤坂1-12-33

2017/5/23 株式会社エイチ・アイ・エス 東京都新宿区西新宿6-8-1 一般競争入札（最低価格落札方式） 6,658,200 3,356,420 77.53

10 「Food Expo 2017」ジャパンパビ
リオンの設計・監理等

独立行政法人日本貿易振興機構
農林水産・食品部長　髙橋 和宏
東京都港区赤坂1-12-32

2017/5/26 株式会社日活アド・エイジェンシー 東京都中央区築地1-7-10 一般競争入札（総合評価落札方式）

-

3,397,680

-
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11 労働者派遣業務（名古屋貿易

情報センター）
独立行政法人日本貿易振興機構
名古屋貿易情報センター所長
三根 伸太郎
愛知県名古屋市中村区名駅4-4-
38

2017/5/29 マンパワーグループ株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2-2-1

一般競争入札（最低価格落札方式）

-

6,782,810

-

12 労働者派遣業務（横浜貿易情
報センター）

独立行政法人日本貿易振興機構
横浜貿易情報センター所長
北條 尚子
神奈川県横浜市中区山下町2番地

2017/5/29 株式会社パソナ 東京都千代田区丸の内1-5-1 一般競争入札（最低価格落札方式）

-

11,657,131

-

13 労働者派遣業務（高知貿易情
報センター）

独立行政法人日本貿易振興機構
高知貿易情報センター所長
山口 和紀
高知県高知市堺町 2-26

2017/5/29 テンプスタッフフォーラム株式会社 新潟県新潟市中央区東大通1-
7-10

一般競争入札（最低価格落札方式）

-

4,275,529

-

14 「Speciality & Fine Food Fair
2017」ジャパンパビリオンの設
計・監理等

独立行政法人日本貿易振興機構
農林水産・食品部長　髙橋 和宏
東京都港区赤坂1-12-32

2017/5/29 株式会社クラリタスマーケティング 東京都渋谷区恵比寿南2-19-7 一般競争入札（総合評価落札方式）

-

1,758,240

-

15 「農林水産物・食品輸出マーケ
ティング基礎講座（マーケティン
グ・スクール）」テキスト開発・講
演等

独立行政法人日本貿易振興機構
農林水産・食品部長　髙橋 和宏
東京都港区赤坂1-12-32

2017/5/29 公益財団法人流通経済研究所 東京都千代田区九段南4-8-21 一般競争入札（総合評価落札方式）

-

6,170,949

-

16 労働者派遣業務（山形貿易情
報センター）

独立行政法人日本貿易振興機構
山形貿易情報センター所長
河浦 義和
山形県山形市七日町3-5-20

2017/5/30 株式会社スタッフサービス 東京都千代田区神田練塀町85 一般競争入札（最低価格落札方式）

-

3,158,727

-

17 労働者派遣業務（仙台貿易情
報センター）

独立行政法人日本貿易振興機構
仙台貿易情報センター所長
長谷部 雅也
宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1

2017/5/31 ヒューマンリソシア株式会社 東京都新宿区西新宿7-5-25 一般競争入札（最低価格落札方式）

-

3,260,736

-

＊予定価格欄の「－」は、同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しないもの。

＊単価契約の場合は、契約金額欄に予定調達総額を記載。


