
契約に関する情報（競争入札）
(2017年9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 労働者派遣業務（オンライン情

報課）
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

2017/9/1 株式会社アスク 東京都中央区銀座8-14-14 一般競争入札(最低価格)

-

2,445,552

-

2 労働者派遣業務（金沢貿易情
報センター）

独立行政法人日本貿易振興機構
金沢貿易情報センター
所長　末廣　徹
石川県金沢市鞍月2-20

2017/9/1 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)

-

1,667,520

-

3 労働者派遣業務（サービス産
業課①）

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

2017/9/1 アデコ株式会社 東京都港区南青山1-15-9 一般競争入札(最低価格)

-

2,867,054

-

4 労働者派遣業務（サービス産
業課②）

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

2017/9/1 株式会社アスク 東京都中央区銀座8-14-14 一般競争入札(最低価格)

-

2,965,032

-

5 「輸出EXPO、食品輸出商談会
in東京/at FOODEX」に係る事
務局運営等

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

2017/9/4 株式会社インターグループ 東京都港区虎ノ門2-2-5 一般競争入札(総合評価)

-

16,581,456

-

6 消費税申告・源泉所得税納付
および税務全般支援業務

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

2017/9/5 税理士法人無十 東京都大田区蒲田5-44-5 一般競争入札(総合評価)

-

5,551,200

-

7 「The Developing Economies」
の制作及び販売等に係る業務

独立行政法人日本貿易振興機構
理事　佐藤　百合
千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2

2017/9/7 John Wiley & Sons Australia,Ltd 42 McDougall
St.Milton,Queensland
4064,Australia

一般競争入札(最低価格)

-

9,400,000

-

8 日本食品海外プロモーションセ
ンター（JFOODO）主催ネット
ワーキングイベントの開催・運
営補助

独立行政法人日本貿易振興機構
日本食品海外プロモーションセン
ター事務局長　大泉 裕樹
東京都港区赤坂1-12-32

2017/9/8 株式会社電通ライブ 東京都港区内幸町1-5-3 一般競争入札(総合評価)

-

15,076,800

-

9 「Winter Fancy Food Show
2018」「Natural Products Expo
West 2018」「Seafood Expo
North America 2018」ジャパン
パビリオン事務局運営業務

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

2017/9/12 株式会社JTBコミュニケーションデザ
イン

東京都港区芝3-23-1 一般競争入札(総合評価)

-

95,716,000

-

10 「海外セレクトショップバイヤー
商談会」バイヤー招へい旅行
手配（手配旅行）

独立行政法人日本貿易振興機構
ものづくり産業部長
稲葉　公彦
東京都港区赤坂1-12-32

2017/9/12 株式会社農協観光 東京都千代田区外神田1-16-8 一般競争入札(最低価格) 3,129,427 2,241,224 71.61
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11 次期対日投資案件管理に係る

CRM等のクラウドサービスの提
供

独立行政法人日本貿易振興機構
対日投資部長　高島 大浩
東京都港区赤坂1-12-32

2017/9/13 株式会社ユー・エス・イー 東京都渋谷区恵比寿4-22-10 一般競争入札(総合評価) 14,936,832 14,854,190 99.44

12 「FOODEX JAPAN 2018」ジェト
ロ・ゾーン輸入通関業務

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

2017/9/14 ケイヒン航空株式会社 東京都港区海岸3-4-20 一般競争入札(総合評価)

-

1,577,451

-

単価契約

13 標的型攻撃メール訓練実施業
務

独立行政法人日本貿易振興機構
企画部長
金子　智裕
東京都港区赤坂1-12-32

2017/9/19 株式会社ブレインワークス 兵庫県神戸市中央区三宮町1-
4-9

一般競争入札(最低価格)

-

907,200

-

14 全熱交換器・外気処理ユニット
エレメント交換およびプレート式
熱交換器分解整備

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

2017/9/22 日本ビルコン株式会社 東京都墨田区立川2-11-10 一般競争入札(最低価格) 6,436,800 3,445,200 53.52

15 平成28事業年度財務諸表の官
報掲載業務

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

2017/9/25 株式会社国連社 東京都新宿区新宿1-34-5 一般競争入札(最低価格) 3,016,000 3,016,000 100

16 和歌山貿易情報センターにお
ける公用車のリース

独立行政法人日本貿易振興機構
副理事長　赤星　康
東京都港区赤坂1-12-32

2017/9/25 株式会社トヨタレンタリース神奈川 神奈川県横浜市神奈川区栄町
7-1

一般競争入札(総合評価) 3,045,600 1,976,400 64.89

17 海外赴帰任における航空券の
調達及び附帯サービスの提供

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

2017/9/26 郵船トラベル株式会社 東京都千代田区神田神保町2-
2

一般競争入札(最低価格) 227,541,285 218,244,826 95.3

18 人材デスク運営 独立行政法人日本貿易振興機構
総務部長　植田　大
東京都港区赤坂1-12-32

2017/9/28 NOC日本アウトソーシング株式会社 東京都江東区富岡1-13-6 一般競争入札(総合評価)

-

110,160,000

-

＊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。


