平成２７年度に契約締結した一般競争契約情報の公表

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

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

再就職した
備考
役員の数

日本医療研究開発機構 基盤情報システムヘ 契約担当職 理事長 末松誠
ルプデスク業務等
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

富士通株式会社
東京都港区東新橋1-5-2

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥85,579,200 -

-

-

日本医療研究開発機構新聞・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

2015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)

¥4,309,200 -

-

-

日本医療研究開発機構 コピー用紙の購入に 契約担当職 理事長 末松誠
ついて
東京都千代田区大手町1-7-1

2015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

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

\1,230/箱 他 -

-

-

日本医療研究開発機構 プリンタ消耗品

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

リコージャパン株式会社
東京都大田区中馬込1-3-6

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

\33,000/個 他 -

-

-

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

2015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
(総合評価の実施無し)

\27,000/日 他 -

-

-

学術文献・引用検索データベース（Web of
契約担当職 理事長 末松誠
Science）の利用および引用文献に基づき研究
東京都千代田区大手町1-7-1
評価ツール（InCites）の利用

2015年4月1日

株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒3-7-10

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥25,365,866 -

-

-

日本医療研究開発機構 ホームページに係る 契約担当職 理事長 末松誠
運用支援業務及び保守業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

株式会社オレンジ社
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-30

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥1,023,840 -

-

-

日本医療研究開発機構 複合機保守等業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

リコージャパン株式会社
東京都大田区中馬込1-3-6

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

\1.2/枚 他 -

-

-

日本医療研究開発機構 複合機の賃貸借及
び保守等

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

株式会社リコー、リコーリース株式会社
一般競争入札
東京都大田区中馬込1-3-6、東京都江
(総合評価の実施無し)
東区東雲1-7-12

\1,000/台、
\4.48/枚 他

-

-

脳梗塞関連タンパク質の調整 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

2015年4月1日

株式会社バイオテックラボ
一般競争入札
東京都墨田区緑１丁目８番９号 A&Y ビ
(総合評価の実施無し)
ル

¥1,350,000 -

-

-

予定価格
契約金額
(-は予定価格
（円、税込。単価 を類推されるた 落札率
契約は税抜）
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

原薬の安定晶の結晶化条件の検討

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

株式会社ナード研究所
尼崎市西長洲町2丁目6番1号

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥2,916,000 -

-

-

新規抗がん薬のマウス及びイヌにおける薬物 契約担当職 理事長 末松誠
動態試験
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

株式会社新日本科学
一般競争入札
東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー
(総合評価の実施無し)
12階

¥6,372,000 -

-

-

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

株式会社シミックバイオリサーチセン
ター
山梨県北杜市小淵沢町10221

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥34,560,000 -

-

-

微生物由来DNW-14013の生産菌培養及び精 契約担当職 理事長 末松誠
製試験 一式
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

神戸天然物化学株式会社
神戸市西区高塚台3-2-34

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥22,788,000 -

-

-

DNW-14013のin vitro、 in vivo抗菌活性測定

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

株式会社LSIメディエンス
一般競争入札
東京都千代田区内神田一丁目13番4号
(総合評価の実施無し)
THE KAITEKI ビル

¥14,742,000 -

-

-

新規ニーマンピック病C型治療薬の安全性試
験及び薬物代謝試験

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

株式会社新日本科学
一般競争入札
東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー
(総合評価の実施無し)
12階

¥80,784,000 -

-

-

熱帯熱マラリア原虫ワクチン開発における製
剤の薬効薬理試験業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

株式会社LSIメディエンス
一般競争入札
東京都千代田区内神田一丁目13番4号
(総合評価の実施無し)
THE KAITEKI ビル

¥10,380,960 -

-

-

熱帯熱マラリア原虫ワクチン開発の製剤非臨 契約担当職 理事長 末松誠
床安全性試験業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

株式会社シミックバイオリサーチセン
ター
山梨県北杜市小淵沢町10221

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥17,280,000 -

-

-

熱帯熱マラリア原虫ワクチン開発の原薬規格 契約担当職 理事長 末松誠
試験安定性試験業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

株式会社ペプチド研究所
一般競争入札
大阪府茨木市彩都あさぎ 7丁目2番9号 (総合評価の実施無し)

¥3,780,000 -

-

-

熱帯熱マラリア原虫ワクチン開発の製剤規格 契約担当職 理事長 末松誠
試験安定性試験業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年4月1日

東洋紡株式会社
一般競争入札
大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番8
(総合評価の実施無し)
号

¥23,436,000 -

-

-

DNW-14012-001の非臨床安全性試験

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

新規治療薬：DNW-14016-001の予備安全性
試験

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 を類推されるた 落札率
契約は税抜）
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

2015年4月1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)

¥2,052,000 -

-

-

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

2015年7月1日

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄
一般競争入札
養研究所
(総合評価の実施有り)
大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号

¥11,099,711 -

-

-

倫理審査委員会認定に係る補助事業

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年7月1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
(総合評価の実施無し)

¥11,880,000 -

-

-

産学協働ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｺﾝｿｰｼｱﾑ用化合物ライブ 契約担当職 理事長 末松誠
ラリーの維持管理業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年7月1日

第一三共ＲＤノバーレ株式会社
一般競争入札
東京都江戸川区北葛西一丁目16番13
(総合評価の実施無し)
号

¥66,960,000 -

-

-

臨床研究コーディネーター等養成研修他

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年7月1日

NPO法人日本臨床研究支援ユニット
東京都千代田区外神田２-１９-３

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥7,338,060 -

-

-

平成２７年度 ＡＭＥＤ消耗品の一括調達（上
期）

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年7月1日

有限会社鮫玉堂
東京都品川区大井５丁目４番10号

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥8,532,000 -

-

-

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

2015年7月21日

株式会社帝国データバンク
東京都南青山2丁目5番20号

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

￥12,000/件 -

-

-

複合機の賃貸借及び保守 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

2015年7月31日

富士ゼロックス株式会社
東京都港区赤坂九丁目7番3号

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

賃貸借料
\3,500／月 他

-

-

基盤情報システム端末及び付随作業 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

2015年8月1日

富士通株式会社
東京都港区東新橋１－５－２

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥16,407,198 -

-

-

創薬等支援ＰＦ公開シンポジウム開催支援

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年8月6日

株式会社クバプロ
東京都千代田区飯田橋３－１１－１５

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥4,096,999 -

-

-

事務用什器・機器

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年8月17日

二光事務器株式会社
東京都文京区千石１－２２－２

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥6,372,000 -

-

-

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

ｱｯｾｲ系の構築及び天然物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞの実施
に関する試験業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年9月28日

次世代天然物化学技術研究組合
東京都江東区青海２－４－３２

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

平成27年度国内外における遺伝子診療の実
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

2015年10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)

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

2015年10月1日

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

出張録音・テープ起こし業務(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

2015年10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

平成27年度再生医療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

2015年10月5日

モバイル端末等賃貸借及び運用支援保守 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

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

再就職した
備考
役員の数

¥42,480,720 -

-

-

¥91,800,000 -

-

-

身体計測
\500／人 他

-

-

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

平日
\15,800／時間 他

-

-

東武トップツアー株式会社
東京都新宿区西新宿７－５－２５

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥7,651,028 -

-

-

2015年10月9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)

¥175,559,238 -

-

-

次世代デジタル治療システム開発に資する調 契約担当職 理事長 末松誠
査業務
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年10月13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)

¥7,020,000 -

-

-

平成27年度未診断疾患患者に関する実態調 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

2015年10月16日

株式会社エム・シー・アイ
東京都中央区日本橋室町１－７－１

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥2,322,000 -

-

-

契約担当職 理事長 末松誠
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
2015年10月21日 式会社
(総合評価)
東京都港区赤坂5-2-20

¥19,440,000 -

-

-

BMI(Brain Machine Interface)分野における技 契約担当職 理事長 末松誠
術動向調査分析
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
2015年10月21日 式会社
(総合評価)
東京都港区赤坂5-2-20

¥10,584,000 -

-

-

¥7,906,248 -

-

-

がん領域における調査分析（Phase1/Phase2）

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

2015年10月26日

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)

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

肝炎シンポジウム運営支援業務一式

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年11月2日

再生医療に関する海外動向調査

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

ユーザー評価実施方法構築に関する調査

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

販売戦略・市場拡大等に関する調査

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

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)

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

再就職した
備考
役員の数

¥1,529,280 -

-

-

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研
一般競争入札
2015年11月5日 究所
（総合評価）
東京都千代田区平河町2-7-9

¥10,584,000 -

-

-

2015年11月9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）

¥23,544,000 -

-

-

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年11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

一般競争入札
（総合評価）

¥28,944,000 -

-

-

事業化促進人材等育成の仕組みに関する調 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

2015年11月9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）

¥22,680,000 -

-

-

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

2015年11月12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
(総合評価の実施無し)

\3／面 他 -

-

-

天然物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞの実施に関する試験業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年11月18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)

¥33,480,000 -

-

-

特定化合物の合成業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年11月18日

神戸天然物化学株式会社
兵庫県神戸市西区高塚台3-2-34

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥6,597,180 -

-

-

平成27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

2015年11月18日

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)

¥10,009,764 -

-

-

公告等掲示システム

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年11月19日

エム・ティ・プランニング株式会社
東京都渋谷区神宮前2-28-13

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥2,805,840 -

-

-

ＡＭＥＤフォーラム運営支援業務

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

株式会社エヌエイチケイエデュケーショ
一般競争入札
2015年11月20日 ナル
（総合評価）
東京都渋谷区宇田川町7-13

¥10,800,000 -

-

-

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

医療機器のシーズに関する調査

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

予定価格
契約金額
(-は予定価格
（円、税込。単価 を類推されるた 落札率
契約は税抜）
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

2015年11月25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）

¥12,960,000 -

-

-

平成27年度 AMED事務用消耗品の年間契約 契約担当職 理事長 末松誠
（単価契約）
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年11月30日

有限会社鮫玉堂
東京都品川区大井５－４－１０

\4,393／箱（キン
一般競争入札
グジム2473GXA） (総合評価の実施無し)
他

-

-

2016年外国雑誌（電子ジャーナル）購読Ⅱ

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年12月2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)

¥2,891,100 -

-

-

経理補助業務請負

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年12月4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

\188／件（経費
一般競争入札
精算、伝票起票） (総合評価の実施無し)
他

-

-

¥15,120,000 -

-

-

¥4,212,000 -

-

-

¥11,340,000 -

-

-

再生医療等の産業化促進に向けた細胞入手 契約担当職 理事長 末松誠
のための課題調査
東京都千代田区大手町1-7-1

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研
一般競争入札
2015年12月7日 究所
（総合評価）
東京都千代田区平河町2-7-9

再就職した
備考
役員の数

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年12月7日

株式会社東和エンジニアリング
東京都台東区秋葉原1番8号

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

医薬・バイオ関連発明についての外国特許出 契約担当職 理事長 末松誠
願等に関する調査
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年12月10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）

医療研究者向け知財教材の作成

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年12月11日

株式会社オルカビジョン
東京都新宿区大京町22-1

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥1,263,600 -

-

-

基盤情報システム端末賃貸借及び運用支援
保守 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

2015年12月11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)

¥42,339,240 -

-

-

日米欧における医薬品開発への大学等の寄
与に関する動向調査

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

トムソン・ロイター・プロフェッショナル株
一般競争入札
2015年12月16日 式会社
(総合評価の実施無し)
東京都港区赤坂5-2-20

¥19,116,000 -

-

-

未診断疾患患者に関する調査研究

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

トムソン・ロイター・プロフェッショナル株
一般競争入札
2015年12月17日 式会社
(総合評価の実施無し)
東京都港区赤坂5-2-20

¥7,938,000 -

-

-

会議室用マイクシステム 一式

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

特許（出願）情報からみた重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関す 契約担当職 理事長 末松誠
る技術動向調査
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年12月18日

株式会社VALUENEX
東京等文京区小日向4-5-16

一般競争入札
（総合評価）

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

2015年12月22日

株式会社アドスリー
東京都中野区東中野4-27-37

事務用什器・機器

契約担当職 理事長 末松誠
東京都千代田区大手町1-7-1

2015年12月25日

二光事務器株式会社
東京都文京区千石１－２２－２

JCRP市民向け合同成果発表会（仮称）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

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

再就職した
備考
役員の数

¥16,200,000 -

-

-

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

\141,667／件 -

-

-

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥10,476,000 -

-

-

特定非営利活動法人医療ネットワーク
一般競争入札
2016年1月15日 支援センター
(総合評価の実施無し)
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-12-1-302

¥2,538,000 -

-

-

¥16,632,000 -

-

-

国際ワークショップの開催支援業務 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1月18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
(総合評価の実施無し)

研究倫理教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに関する現状･ﾆｰｽﾞ調
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1月21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）

¥7,560,000 -

-

-

公告掲示ｼｽﾃﾑ用ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾊﾞ環境構築作業一 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1月28日

富士電機ITソリューション株式会社
東京都千代田区外神田6-15-12

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥2,916,000 -

-

-

がん研究領域に係る調査（支持療法及び海外 契約担当職 理事長 末松誠
機関パイロット調査）
東京都千代田区大手町1-7-1

2016年1月29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
(総合評価の実施無し)

¥4,536,000 -

-

-

ペーパーレス会議システム 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1月29日

富士ゼロックス株式会社
東京都港区赤坂九丁目７番３号

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥14,212,584 -

-

-

タブレット型端末 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1月29日

富士ゼロックス株式会社
東京都港区赤坂九丁目７番３号

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

¥22,346,280 -

-

-

シンポジウム「産学連携促進に向けたAMED
の役割～」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2月4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)

¥2,008,800 -

-

-

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

委託研究契約書等の製本・発送等事務作業
支援業務 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3月1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

株式会社スタッフジャパン
東京都中央区銀座２丁目１５番２号

一般競争入札
(総合評価の実施無し)

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

¥3,882,816 -

-

再就職した
備考
役員の数

-

