
日本貿易振興機構（ジェトロ）

件数 契約件名及び品名 契約担当職の氏名及び所在地 契約締結日 契約の相手先の名称 契約の相手方の住所
一般競争入札・指名競争入札の別

（落札方式） 予定価格（円） 契約金額（円） 落札率（%） 備考

1

労働者派遣業務（情報システム課） 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

2017/12/1 株式会社イーピーメイ
ト

東京都新宿区津久戸
町1-8

一般競争入札(最低価格)

ー

1,161,216

ー

単価契約

2

労働者派遣業務（オリンピック・パラ
リンピック推進課）

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

2017/12/1 株式会社リクルートス
タッフィング

東京都中央区銀座8-
4-17

一般競争入札(最低価格)

ー

4,187,116

ー

単価契約

3

バングラデシュ・ダッカにおける安全
対策講習会の企画運営

独立行政法人日本貿易振興機構
海外調査部長　川田敦相
東京都港区赤坂1-12-32

2017/12/6 コントロール・リスクス・
グループ株式会社

東京都港区赤坂4-2-6 一般競争入札(総合評価)

ー

5,663,360

ー

4

ロシア・中南米地域におけるイン
ターネット上の模倣品対策に関する
調査

独立行政法人日本貿易振興機構
知的財産・イノベーション部長
田中　哲也
東京都港区赤坂1-12-32

2017/12/6 クラリベイト・アナリティ
クス・ジャパン株式会
社

東京都港区赤坂5-2-
20

一般競争入札(総合評価) 12,052,800 4,104,000 34.1

5

「食品輸出商談会in大阪 / at
FOODEX JAPAN 2018」バイヤー招
へいに係る旅行手配(宿泊手配)

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

2017/12/6 株式会社旅工房 東京都豊島区東池袋
3-1-1

一般競争入札(最低価格) 5,092,588 4,685,765 92.0

6

最近の北朝鮮経済に関する調査 独立行政法人日本貿易振興機構
海外調査部長　川田敦相
東京都港区赤坂1-12-32

2017/12/7 東アジア貿易研究会 東京都千代田区岩本
町2-13-6

一般競争入札(総合評価)

ー

2,995,920

ー

7

「インドeコマース試験販売事業」通
関輸送

独立行政法人日本貿易振興機構
総括審議役（途上国ビジネス開発
担当）　事務取扱
理事 水井 修
東京都港区赤坂1-12-32

2017/12/8 SGHグローバル･ジャ
パン株式会社

東京都品川区勝島1-
1-1

一般競争入札(最低価格)

ー

677,567

ー

8

「KOREA BUILD 2018」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

2017/12/8 株式会社アライズ 東京都港区南青山1-
15-2

一般競争入札(総合評価)

ー

1,578,120

ー

契約に関する情報（競争入札）
（2017年12月締結分）
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9

「Hong Kong International Diamond,
Gem & Pearl Show 2018」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

2017/12/12 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)

ー

2,593,344

ー

10

「FOODEX JAPAN 2018」ジェトロ・
ゾーンの通訳等手配

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

2017/12/12 株式会社アイ・エス・エ
ス

東京都港区三田3-13-
12

一般競争入札(総合評価)

ー

2,320,164

ー

11

「貿易実務オンライン講座」のHTML
化にかかるコンテンツ改修

独立行政法人日本貿易振興機構
お客様サポート部長
中川　明子
東京都港区赤坂1-12-32

2017年12月14日 株式会社ネットラーニ
ング

東京都新宿区西新宿
7-2-4

一般競争入札(総合評価)

ー

10,335,600

ー

12

英語研修 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

2017/12/18 株式会社インターグ
ループ

大阪府大阪市北区豊
崎3-20-1

一般競争入札(総合評価) 2,460,240 1,591,920 64.7

13

アジア経済研究所本館及び図書館
屋上補修防水工事

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

2017/12/18 株式会社ストラクス 千葉県千葉市美浜区
高瀬3-10-1

一般競争入札(最低価格) 12,887,730 10,098,000 78.4

14

「ミャンマー・カンボジア（ヤンゴン・
プノンペン）外食産業海外進出支援
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
藤井　真也
東京都港区赤坂1-12-32

2017/12/22 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) 3,291,624 1,135,220 87.0

15

「ラオス・ベトナム（ビエンチャン・ル
アンパバーン・ハノイ・ダナン）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
藤井　真也
東京都港区赤坂1-12-32

2017/12/25 株式会社JTBコーポ
レートセールス

東京都千代田区霞が
関3-2-5

一般競争入札(最低価格) 8,993,700 2,089,990 74.3

16

クラフトビールのプロモーション戦略
策定にかかる定量調査

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

2017/12/25 株式会社クロス・マー
ケティング

東京都新宿区西新宿
3-20-2

一般競争入札(総合評価)

ー

2,138,400

ー

＊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。


