平成２８年度に契約締結した一般競争契約情報の公表
予定価格
契約金額
(-は予定価格
（円、税込。単価 を類推される 落札率
契約は税抜）
ため公表しな
いもの）

物品役務等の名称および数量

契約担当職の氏名並びにその
所属する事業所等の所在地

契約締結日

契約相手方の氏名および住所

契約の方法および総
合評価の実施の有無

再就職した
備考
役員の数

企業等信用調査（単価契約）

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

株式会社東京商工リサーチ
東京都千代田区大手町1-3-1

一般競争入札
新規調査報告書
(総合評価の実施無し) \15,000（1件)他

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
速記及び出張録音・テープ起こし業務（単価契約）
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

扶桑速記印刷株式会社
東京都千代田区神田小川町3-1-10

速記、出張録音
一般競争入札
及び議事録
(総合評価の実施無し) \21,000（1時間)
他

-

-

0

Web of ScienceおよびInCitesの利用

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

株式会社紀伊國屋書店
一般競争入札
東京都目黒区下目黒三丁目７番１０号 (総合評価の実施無し)

¥6,270,959 -

-

0

平成28年度プリンタ消耗品 一式

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

リコージャパン株式会社
東京都港区芝浦3-4-1

IPSIO SPトナー
一般競争入札
カートリッジ
(総合評価の実施無し) 6100H \33,000
（1個）他

-

-

0

乗用旅客自動車 運行委託業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

国際ハイヤー株式会社
東京都千代田区丸の内2-4-1

一般競争入札
基本料金
(総合評価の実施無し) \26,000（1日）他

-

-

0

AMEDホームページに係る運用支援業務及び保
守業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

キャスレーコンサルティング株式会社
東京都渋谷区恵比寿４－２０－３

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥2,592,000 -

-

0

ストレスチェック制度導入にかかる支援業務及び 契約担当職 理事長 末松誠
メンタルヘルス
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

株式会社アドバンテッジリスクマネジメ
ント
東京都目黒区上目黒２－１－１

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥3,078,000 -

-

0

平成28年度「医療機器開発支援ﾈｯﾄﾜｰｸ」事業（事 契約担当職 理事長 末松誠
務局ｻﾎﾟｰﾄ機関）
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

株式会社三菱総合研究所
一般競争入札
東京都千代田区永田町二丁目10番3号 (総合評価)

¥179,820,000 -

-

0

平成28年度「医工連携事業化推進事業」の実証
事業管理支援

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

株式会社三菱総合研究所
一般競争入札
東京都千代田区永田町二丁目10番3号 (総合評価)

¥145,800,000 -

-

0

平成28年度外国雑誌(電子ｼﾞｬｰﾅﾙNature)購読

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

株式会社紀伊國屋書店
一般競争入札
東京都目黒区下目黒三丁目７番１０号 (総合評価の実施無し)

¥8,720,000 -

-

0

平成28年度外国雑誌(電子ｼﾞｬｰﾅﾙScience)購読

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

株式会社紀伊國屋書店
一般競争入札
東京都目黒区下目黒三丁目７番１０号 (総合評価の実施無し)

¥1,086,515 -

-

0

平成28年度外国雑誌(電子ｼﾞｬｰﾅﾙACS)購読

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

株式会社紀伊國屋書店
一般競争入札
東京都目黒区下目黒三丁目７番１０号 (総合評価の実施無し)

¥973,275 -

-

0

物品役務等の名称および数量

契約担当職の氏名並びにその
所属する事業所等の所在地

契約締結日

データベース(JDreamⅢ)の利用

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

平成28年度 事務用消耗品の年間契約(単価契約)

平成28年度 コピー用紙の年間契約（単価契約）

予定価格
契約金額
(-は予定価格
（円、税込。単価 を類推される 落札率
契約は税抜）
ため公表しな
いもの）

契約相手方の氏名および住所

契約の方法および総
合評価の実施の有無

再就職した
備考
役員の数

2016年4月1日

株式会社ジー・サーチ
東京都港区海岸３－９－１５

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥2,052,000 -

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

有限会社鮫玉堂
東京都品川区大井５－４－１０

パイプ式ファイル
一般競争入札
2473GXA
(総合評価の実施無し)
\2,634(1箱）他

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

株式会社立川紙業
東京都立川市柴崎町2-7-6

コピー用紙A4
一般競争入札
\1,210（1箱2,500 (総合評価の実施無し)
枚）他

-

0

機構が定める各種規程等のデータベースの構築 契約担当職 理事長 末松誠
及び運用業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

株式会社ぎょうせい
東京都江東区新木場1-18-11

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥12,711,060 -

-

0

新聞・雑誌掲載記事のクリッピング業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

株式会社デスクワン
東京都文京区本郷4-23-2

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥4,749,840 -

-

0

公告掲示ｼｽﾃﾑの脆弱性診断

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月12日

株式会社ケイテック
神奈川県鎌倉市大船２－１９－２８

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥1,300,320 -

-

0

平成28年度 封筒・名刺台紙の年間契約(単価契
約)

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

株式会社ヤマガタ
埼玉県越谷市南越谷2-9-39

一般競争入札
長３封筒 \3,000
(総合評価の実施無し) （1箱1,000枚) 他

-

0

平成28年度経理業務請負

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月1日

株式会社ＬＩＸＩＬ住生活ソリューション
東京都江東区亀戸１－４２－２０

一般競争入札
(1)経費精算等
(総合評価の実施無し) \250(1件)他

-

-

0

再生医療プログラム間連携のための情報交換会 契約担当職 理事長 末松誠
運営支援業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月28日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷４－３４－１

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥2,457,000 -

-

0

平成28年度利益相反管理の実態調査業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年4月28日

一般財団法人日本総合研究所
東京都港区赤坂4丁目8番20号

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥3,456,000 -

-

0

AMED日米国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ運営支援業務費用

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年5月19日

株式会社ディーワークス
東京都台東区柳橋１－５－８

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥2,376,000 -

-

0

新規化合物2種の肝ミクロソーム代謝安定性試験 契約担当職 理事長 末松誠
等業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年5月24日

積水メディカル株式会社
東京都中央区日本橋3-13-5

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥2,100,600 -

-

0

予定価格
契約金額
(-は予定価格
（円、税込。単価 を類推される 落札率
契約は税抜）
ため公表しな
いもの）

物品役務等の名称および数量

契約担当職の氏名並びにその
所属する事業所等の所在地

契約締結日

契約相手方の氏名および住所

契約の方法および総
合評価の実施の有無

公募事務局支援業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年5月26日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷４－３４－１

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥4,266,000 -

-

0

化合物情報管理システム

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年5月23日

株式会社ウィップス
東京都千代田区丸の内1-7-12

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥7,430,400 -

-

0

化合物の口腔粘膜刺激性試験業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年5月30日

株式会社ボゾリサーチセンター
東京都渋谷区大山町36番7号

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥2,440,800 -

-

0

平成28年度倫理審査委員会認定に係る補助業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年6月1日

株式会社三菱総合研究所
一般競争入札
東京都千代田区永田町二丁目10番3号 (総合評価)

¥48,060,000 -

-

0

平成28年度臨床研究倫理指針適合性調査業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年6月1日

株式会社三菱総合研究所
一般競争入札
東京都千代田区永田町二丁目10番3号 (総合評価)

¥8,856,000 -

-

0

平成28年度上級者臨床研究ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修 契約担当職 理事長 末松誠
業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年6月1日

独立行政法人国立病院機構
東京都目黒区東が丘2-5-21

一般競争入札
(総合評価)

¥2,189,160 -

-

0

平成28年度倫理審査・治験審査委員会委員養成 契約担当職 理事長 末松誠
研修業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年6月1日

国立大学法人東京大学
東京都文京区本郷7-3-1

一般競争入札
(総合評価)

¥2,986,200 -

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年6月1日

国立大学法人東京大学
東京都文京区本郷7-3-1

一般競争入札
(総合評価)

¥3,780,000 -

-

0

内部統制ｼｽﾃﾑ整備・運用に係る業務ﾌﾛｰ図等の 契約担当職 理事長 末松誠
助言及び作成支援
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年6月21日

有限責任監査法人トーマツ
東京都千代田区丸の内３丁目３－１

一般競争入札
(総合評価)

¥22,680,000 -

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年6月21日

KPMGコンサルティング株式会社
東京都千代田区大手町1-9-5

一般競争入札
(総合評価)

¥29,484,000 -

-

0

映像通信システムの調達及び利用環境の構築一 契約担当職 理事長 末松誠
式
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年6月24日

株式会社秋山商会
東京都中央区東日本橋２－１３－５

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥15,649,200 -

-

0

平成28年度研究開発評価委員会資料の印刷及
びファイリング業務

2016年6月27日

株式会社ブルーホップ
東京都中央区八丁堀1-11-3

一般競争入札
カラー印刷：\9
(総合評価の実施無し) (面) 他

-

0

平成28年度データマネージャー養成研修業務

財務会計業務改革に係るｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

-

再就職した
備考
役員の数

物品役務等の名称および数量

契約担当職の氏名並びにその
所属する事業所等の所在地

契約締結日

臨床研究・治験従事者研修及び啓発事業

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

液晶ディスプレイ 一式

業務合理化及びIT化のための業務分析とコンサ
ルティング業務

予定価格
契約金額
(-は予定価格
（円、税込。単価 を類推される 落札率
契約は税抜）
ため公表しな
いもの）

契約相手方の氏名および住所

契約の方法および総
合評価の実施の有無

2016年7月8日

一般社団法人 臨床試験医師養成協
議会
東京都世田谷区北烏山6-11-11

一般競争入札
(総合評価)

¥9,255,222 -

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年7月13日

有限会社鮫玉堂
東京都品川区大井５－４－１０

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥5,951,880 -

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年7月19日

日本経営システム株式会社
東京都港区西新橋2-1-1

一般競争入札
(総合評価)

¥28,512,000 -

-

0

AMED職員資質向上のための医療分野の研究支 契約担当職 理事長 末松誠
援に関する基礎研修
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年8月1日

株式会社ディーワークス
東京都台東区柳橋１－５－８

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥2,896,560 -

-

0

マイナンバー収集業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年8月10日

ビーウィズ株式会社
東京都新宿区西新宿3-7-1

一般競争入札
役職員 \1,560
(総合評価の実施無し) (1人)他

-

-

0

職員定期健康診断等実施

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年8月18日

一般財団法人日本がん知識普及協会 一般競争入札
身体計測 \500
東京都千代田区有楽町1-7-1
(総合評価の実施無し) (1人)他

-

-

0

「平成28年度 PDIS公開シンポジウム」運営支援
業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年8月29日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷４－３４－１

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥1,593,000 -

-

0

平成28年度ゲノム医療研究の推進支援業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年8月26日

ヒュービットジェノミクス株式会社
東京都中央区築地7丁目10番2号

一般競争入札
(総合評価)

¥28,080,000 -

-

0

平成28年度再生医療公開シンポジウム（仮称）の 契約担当職 理事長 末松誠
運営業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年9月15日

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
(総合評価の実施無し)

¥5,279,970 -

-

0

レギュラトリーサイエンス公開シンポジウム運営支 契約担当職 理事長 末松誠
援業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年9月29日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷４－３４－１

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥2,045,420 -

-

0

平成28年度再生医療分野における知的財産戦略 契約担当職 理事長 末松誠
に関する調査
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年9月6日

トムソン・ロイター・プロフェッショナル株
一般競争入札
式会社
(総合評価)
東京都港区赤坂5-2-20

¥24,300,000 -

-

0

分子標的治療薬等抗がん剤の費用対効果評価
方法に関する予備調査

2016年9月9日

みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町2-3

¥5,184,000 -

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

一般競争入札
(総合評価)

再就職した
備考
役員の数

予定価格
契約金額
(-は予定価格
（円、税込。単価 を類推される 落札率
契約は税抜）
ため公表しな
いもの）

物品役務等の名称および数量

契約担当職の氏名並びにその
所属する事業所等の所在地

契約締結日

契約相手方の氏名および住所

契約の方法および総
合評価の実施の有無

再就職した
備考
役員の数

平成２８年度医工連携における知財権の活用に
関する調査研究

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年9月20日

みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町2-3

一般競争入札
(総合評価)

¥9,590,400 -

-

0

公的創薬支援における実用化事例の動向調査

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

デロイトトーマツコンサルティング合同
2016年9月20日 会社
東京都千代田区丸の内3-3-1

一般競争入札
(総合評価)

¥18,900,000 -

-

0

¥22,769,640 -

-

0

革新的医療機器創出のための課題抽出に資する 契約担当職 理事長 末松誠
データ集計調査業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年9月20日

みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町2-3

一般競争入札
(総合評価)

第2回AMEDがん若手研究者ワークショップ運営支 契約担当職 理事長 末松誠
援業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年10月5日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷４－３４－１

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥2,041,200 -

-

0

化合物Xのモルモットを用いた局所麻酔作用試験 契約担当職 理事長 末松誠
業務
東京都千代田区大手町1-7-1

日精バイリス株式会社
一般競争入札
2016年10月6日 大阪府大阪市中央区備後町2丁目4番9
(総合評価の実施無し)
号

¥5,388,120 -

-

0

ジストロフィンタンパク質欠損ラットを用いた薬理
試験業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年10月7日

日本チャールス・リバー株式会社
一般競争入札
神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6 (総合評価の実施無し)

¥18,387,000 -

-

0

化合物Xの非GLP安全性試験業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年10月19日

株式会社イナリサーチ
長野県伊那市西箕輪2148番地188

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥24,840,000 -

-

0

平成28年度成果報告会 運営支援業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年10月14日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷４－３４－１

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥5,724,000 -

-

0

28年度知財ｺﾝｻﾙ用資料作成(先行技術補足調
査・FTO調査 特殊分野)

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年10月27日

一般社団法人化学情報協会
東京都文京区本駒込6-25-4

一般競争入札
\200,000(件)
(総合評価の実施無し)

-

-

0

28年度知財ｺﾝｻﾙ用資料作成(先行技術補足調
査・FTO調査)

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年10月27日

一般社団法人化学情報協会
東京都文京区本駒込6-25-4

一般競争入札
\180,000(件)
(総合評価の実施無し)

-

-

0

ｹﾞﾉﾑ医療研究推進の情報ﾎﾟｰﾀﾙ構築、横断検索 契約担当職 理事長 末松誠
ｼｽﾃﾑ開発運用保守
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年10月19日

富士通エフ・アイ・ピー株式会社
東京都港区芝浦1-2-1

一般競争入札
(総合評価)

¥17,247,600 -

-

0

H28年度AMED事業採択者向け知財教材の企画・ 契約担当職 理事長 末松誠
制作
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年10月31日

みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町2-3

一般競争入札
(総合評価)

¥8,100,000 -

-

0

物品役務等の名称および数量

契約担当職の氏名並びにその
所属する事業所等の所在地

契約締結日

腸内細菌叢を応用した医療分野における研究開
発・知財動向調査

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

企業向け・市民向け成果発表会(仮称)運営支援
業務

予定価格
契約金額
(-は予定価格
（円、税込。単価 を類推される 落札率
契約は税抜）
ため公表しな
いもの）

契約相手方の氏名および住所

契約の方法および総
合評価の実施の有無

2016年10月31日

株式会社三菱化学テクノリサーチ
東京都新宿区左門町１６番地１

一般競争入札
(総合評価)

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年11月1日

株式会社オーエムシー
東京都新宿区四谷４－３４－１

4事業合同成果報告会 （仮称）運営支援業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年11月4日

株式会社 博秀工芸
東京都文京区湯島３－１９－５

有識者インタビュー調査業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年11月21日

株式会社日本総合研究所
一般競争入札
\90,000(件)
東京都品川区東五反田2丁目18番1号 (総合評価の実施無し)

カニクイザルを用いた化合物の血中濃度測定試
験業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年11月21日

ハムリー株式会社
茨城県古河市尾崎2638番地2

難治性疾患実用化研究事業等合同成果報告会
運営支援業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年11月21日

「第2回肝炎等克服実用化研究事業公開報告会」 契約担当職 理事長 末松誠
運営支援業務
東京都千代田区大手町1-7-1

再就職した
備考
役員の数

¥11,037,600 -

-

0

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥4,281,676 -

-

0

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥3,348,000 -

-

0

-

-

0

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥1,512,000 -

-

0

株式会社ステージ
東京都豊島区高松1-1-11

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥10,472,738 -

-

0

2016年11月22日

株式会社ディーワークス
東京都台東区柳橋１－５－８

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥1,436,400 -

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年11月9日

知的財産戦略ネットワーク株式会社
東京都千代田区丸の内1-7-2

一般競争入札
(総合評価)

\200,000(件)

-

-

0

平成28年度知財ｺﾝｻﾙ用資料作成(発明の多様な 契約担当職 理事長 末松誠
用途展開ﾓﾃﾞﾙ調査)
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年11月9日

株式会社IP Bridge
東京都千代田区麹町1-7-25

一般競争入札
(総合評価)

\1,200,000(件)

-

-

0

医療分野の成果導出に向けた研修セミナーの運 契約担当職 理事長 末松誠
営
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年11月14日

株式会社シード・プランニング
東京都文京区湯島3－19－11

一般競争入札
(総合評価)

¥7,506,000 -

-

0

再生医療に関する標準化動向調査

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年11月14日

株式会社三菱総合研究所
一般競争入札
東京都千代田区永田町二丁目10番3号 (総合評価)

¥13,716,000 -

-

0

医療研究開発ﾃﾞｰﾀに関する知的財産としての取
扱いに関する調査

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株
一般競争入札
2016年11月14日 式会社
(総合評価)
東京都港区虎ノ門5-11-2

¥12,420,000 -

-

0

平成28年度知財ｺﾝｻﾙ用資料作成(市場調査)

物品役務等の名称および数量

契約担当職の氏名並びにその
所属する事業所等の所在地

契約締結日

技術シーズ評価支援システム

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

予定価格
契約金額
(-は予定価格
（円、税込。単価 を類推される 落札率
契約は税抜）
ため公表しな
いもの）

契約相手方の氏名および住所

契約の方法および総
合評価の実施の有無

2016年11月24日

VALUENEX株式会社
東京等文京区小日向4-5-16

一般競争入札
(総合評価)

¥21,384,000 -

-

0

AMED基盤情報システム最適化計画策定支援業 契約担当職 理事長 末松誠
務 一式
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年11月28日

KPMGコンサルティング株式会社
東京都千代田区大手町1-9-5

一般競争入札
(総合評価)

¥16,200,000 -

-

0

英文パンフレット（平成29年度版）の印刷データ
（版下）企画制作

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年11月30日

株式会社石田大成社
東京都千代田区外神田2-18-2

一般競争入札
(総合評価)

¥7,560,000 -

-

0

化合物Xの初期ADME試験業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年12月1日

株式会社鎌倉テクノサイエンス
神奈川県鎌倉市手広六丁目10番1号

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥1,360,800 -

-

0

研究開発評価委員会資料の印刷及びファイリング 契約担当職 理事長 末松誠
業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年12月1日

有限会社正陽印刷
東京都練馬区関町北5-19-10

一般競争入札
印刷冊子： \2.5(1
(総合評価の実施無し) 面)他

-

0

研究開発における不正行為事例集作成業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年12月13日

一般財団法人日本総合研究所
東京都港区赤坂4丁目8番20号

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥3,288,384 -

-

0

化合物Aの初期ADME試験業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年12月13日

積水メディカル株式会社
東京都中央区日本橋3-13-5

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥2,052,000 -

-

0

研究活動における不正行為に対する調査方法に 契約担当職 理事長 末松誠
関する調査
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年12月27日

公益財団法人未来工学研究所
東京都江東区深川２丁目６－１１

一般競争入札
(総合評価)

¥16,956,000 -

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年12月27日

EYアドバイザリー株式会社
東京都千代田区霞ヶ関３－２－５

一般競争入札
(総合評価)

¥18,900,000 -

-

0

企業導出の際に利用可能な組織や展示会等に関 契約担当職 理事長 末松誠
する調査
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年12月26日

株式会社ドゥリサーチ研究所
東京都港区赤坂2-17-62

一般競争入札
(総合評価)

¥5,940,000 -

-

0

Global Intelligence & Media Japan 株式
一般競争入札
2016年12月27日 会社
(総合評価)
東京都千代田区霞ヶ関3-2-6

¥10,257,840 -

-

0

¥8,316,000 -

-

0

諸外国の研究倫理教育の実施状況に関する調査

実用化に向けた導出先候補企業についての調査

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

中分子医薬化合物の研究開発・知的財産動向調 契約担当職 理事長 末松誠
査
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年12月27日

株式会社三菱化学テクノリサーチ
東京都新宿区左門町１６番地１

一般競争入札
(総合評価)

再就職した
備考
役員の数

物品役務等の名称および数量

契約担当職の氏名並びにその
所属する事業所等の所在地

ｹﾞﾉﾑ医療分野におけるｷｰ研究者選定手法の確
立及びﾏﾆｭｱﾙ作成

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

契約締結日

契約相手方の氏名および住所

契約の方法および総
合評価の実施の有無

トムソン・ロイター・プロフェッショナル株
一般競争入札
2016年12月27日 式会社
(総合評価の実施無し)
東京都港区赤坂5-2-20

平成28年度医療分野における大学の知財活用状
契約担当職 理事長 末松誠
況及び委託研究開発で生じた知財のフォローアッ
東京都千代田区大手町1-7-1
プに関する調査研究

2016年12月27日

ｹﾞﾉﾑ医療分野国内企業と研究者の潜在的連携の 契約担当職 理事長 末松誠
選定及びﾏﾆｭｱﾙ作成
東京都千代田区大手町1-7-1

トムソン・ロイター・プロフェッショナル株
一般競争入札
2016年12月27日 式会社
(総合評価の実施無し)
東京都港区赤坂5-2-20

会議室・備品予約システムの調達

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年12月27日

基盤情報システム端末賃貸借及び運用支援保守

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

化合物A及びBのｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ毒性試験ならびに血
中濃度測定試験業務

株式会社三菱化学テクノリサーチ
東京都新宿区左門町１６番地１

一般競争入札
(総合評価)

予定価格
契約金額
(-は予定価格
（円、税込。単価 を類推される 落札率
契約は税抜）
ため公表しな
いもの）

再就職した
備考
役員の数

¥8,100,000 -

-

0

¥5,832,000 -

-

0

¥15,120,000 -

-

0

株式会社内田洋行
東京都中央区新川2-4-7

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥15,087,600 -

-

0

2017年1月5日

株式会社JECC
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥28,759,525 -

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年1月16日

株式会社イナリサーチ
長野県伊那市西箕輪2148番地188

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥7,884,000 -

-

0

化合物Cの溶液安定性試験及びin vivo PK試験業 契約担当職 理事長 末松誠
務
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年1月16日

株式会社イナリサーチ
長野県伊那市西箕輪2148番地188

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥4,212,000 -

-

0

化合物Xの疾患モデルラットに対する影響試験業 契約担当職 理事長 末松誠
務
東京都千代田区大手町1-7-1

株式会社日本バイオリサーチセンター
一般競争入札
2017年1月18日 岐阜県羽島市福寿町間島6丁目104番
(総合評価の実施無し)
地

¥6,480,000 -

-

0

化合物Dの初期ADME試験業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年1月19日

積水メディカル株式会社
東京都中央区日本橋3-13-5

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥3,632,040 -

-

0

H27年度研究開発成果報告書のデータ化整備

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年1月30日

株式会社廣済堂
東京都港区芝4-6-12

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥5,772,384 -

-

0

退職給付債務等に係る数理計算業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年1月30日

株式会社大和総研
東京都江東区冬木15-6

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥1,468,800 -

-

0

ウサギへのカルパイン阻害ペプチド送達検証試験 契約担当職 理事長 末松誠
業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年1月31日

一般財団法人材料科学技術振興財団 一般競争入札
東京都世田谷区喜多見1丁目18番6号 (総合評価の実施無し)

¥2,610,900 -

-

0

物品役務等の名称および数量

契約担当職の氏名並びにその
所属する事業所等の所在地

契約締結日

平成28年CDISC公開シンポジウム運営支援業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

海外研究費配分機関の公募・選考方法等調査

予定価格
契約金額
(-は予定価格
（円、税込。単価 を類推される 落札率
契約は税抜）
ため公表しな
いもの）

契約相手方の氏名および住所

契約の方法および総
合評価の実施の有無

再就職した
備考
役員の数

2017年1月31日

株式会社ディーワークス
東京都台東区柳橋１－５－８

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥4,104,000 -

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年1月20日

公益財団法人未来工学研究所
東京都江東区深川２丁目６－１１

一般競争入札
(総合評価)

¥6,498,360 -

-

0

創薬に近接する基礎科学の研究領域において成
契約担当職 理事長 末松誠
果を上げている研究者のデータベース化に関わる
東京都千代田区大手町1-7-1
調査

2017年1月31日

株式会社三菱化学テクノリサーチ
東京都新宿区左門町１６番地１

一般競争入札
(総合評価)

¥8,424,000 -

-

0

平成28年度労働者派遣(平成29年1月開始分)（単 契約担当職 理事長 末松誠
価契約）
東京都千代田区大手町1-7-1

株式会社アヴァンティスタッフ
一般競争入札
2017年1月23日 東京都中央区日本橋兜町6-7ヒューリッ
\10,860（時間）
(総合評価の実施無し)
ク兜町ビル

-

-

0

事務用什器

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年2月2日

株式会社第一文眞堂
東京都港区芝大門1-3-16

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥18,338,400 -

-

0

21階新規執務室 関連備品

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年2月2日

有限会社鮫玉堂
東京都品川区大井５－４－１０

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥6,804,000 -

-

0

カルパイン阻害ペプチドの安定性試験業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年2月8日

一般財団法人材料科学技術振興財団 一般競争入札
東京都世田谷区喜多見1-18-6
(総合評価の実施無し)

¥3,283,200 -

-

0

天然物由来単離化合物及び中分子ライブラリー
の提供業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年2月8日

オーピーバイオファクトリー株式会社
沖縄県うるま市字州崎5番８

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥13,824,000 -

-

0

液晶ディスプレイ（追加分）一式

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年2月8日

有限会社鮫玉堂
東京都品川区大井５－４－１０

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥5,363,820 -

-

0

アンメットメディカルニーズに対する施策及び調査 契約担当職 理事長 末松誠
研究実態調査
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年2月3日

株式会社三菱総合研究所
一般競争入札
東京都千代田区永田町二丁目10番3号 (総合評価)

¥11,070,000 -

-

0

記事風広告インタビュー小冊子企画制作・掲載及 契約担当職 理事長 末松誠
び印刷業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年2月3日

株式会社日経サイエンス
東京都千代田区大手町1-3-7

一般競争入札
(総合評価)

¥5,572,800 -

-

0

医療分野の研究開発におけるシーズ・ニーズの
マッチングスキーム

2017年2月8日

株式会社三菱総合研究所
一般競争入札
東京都千代田区永田町二丁目10番3号 (総合評価)

¥8,100,000 -

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

物品役務等の名称および数量

契約担当職の氏名並びにその
所属する事業所等の所在地

契約締結日

AMED成果集小冊子企画制作

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

AMED-HPリニューアル及び運用保守業務

研究ﾃﾞｰﾀQC及び生ﾃﾞｰﾀ保管に関する調査

予定価格
契約金額
(-は予定価格
（円、税込。単価 を類推される 落札率
契約は税抜）
ため公表しな
いもの）

契約相手方の氏名および住所

契約の方法および総
合評価の実施の有無

再就職した
備考
役員の数

2017年2月13日

株式会社文化工房
東京都港区六本木5-10-31

一般競争入札
(総合評価)

¥3,510,000 -

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年2月20日

新日鉄住金ソリューションズ株式会社
東京都中央区新川2-27-1

一般競争入札
(総合評価)

¥89,013,600 -

-

0

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

EYアドバイザリー・アンド・コンサルティ
ング株式会社
一般競争入札
2017年2月23日
東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 (総合評価)
２９階

¥19,980,000 -

-

0

-

-

0

¥13,385,520 -

-

0

平成28年度労働者派遣(平成29年2月開始分)（単 契約担当職 理事長 末松誠
価契約）
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年2月2日

株式会社パソナ
一般競争入札
\10,800（時間）
東京都千代田区丸の内１丁目５番１号 (総合評価の実施無し)

国内外出張パック商品等手配業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-2

2017年2月13日

東部トップツアーズ
東京都新宿区西新宿７－５－２５

平成28年度労働者派遣(平成29年2月開始分②)
（単価契約）

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

株式会社アヴァンティスタッフ
一般競争入札
2017年2月27日 東京都中央区日本橋兜町6-7ヒューリッ
\2,190（時間）
(総合評価の実施無し)
ク兜町ビル

-

-

0

平成28年度労働者派遣(平成29年3月開始分)（単 契約担当職 理事長 末松誠
価契約）
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年3月1日

株式会社アヴァンティスタッフ
一般競争入札
東京都中央区日本橋兜町6-7ヒューリッ
\1,850（時間）
(総合評価の実施無し)
ク兜町ビル

-

-

0

研究倫理に関する外部WEBｻｲﾄの構築及び運用･ 契約担当職 理事長 末松誠
保守業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2017年3月27日

新日鉄住金ソリューションズ株式会社
東京都中央区新川2-27-1

¥73,909,800 -

-

0

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

一般競争入札
(総合評価)

