落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

予定価格

落札率

入札方式

平成28年12月27日

平成28年12月27日

平成29年4月1日

平成33年3月31日

日立キャピタル（株）
東京都港区西新橋1-3-1

6010401024970

9,258,624 円

※

※

最低価格

2 H29 本部 コピー用紙購入 (単価契約)

平成29年1月5日

平成29年1月5日

平成29年4月1日

平成30年3月30日

富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木3-1-1

3010401026805

2,059,200 円

※

※

最低価格

国立研究開発法人情報通信研究機構おお
3 たかどや山標準電波送信所で使用する電
力需給契約

平成29年1月17日

平成29年1月17日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

丸紅新電力（株）
東京都中央区日本橋2-7-1

9010001137740

9,484,278 円

※

※

最低価格

国立研究開発法人情報通信研究機構脳情
4 報通信融合研究センターで使用するガス
需給契約

平成29年1月20日

平成29年1月20日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

関西電力（株）
大阪府大阪市北区中之島3-6-16

3120001059632

4,200,461 円

※

※

最低価格

5 H29-30 NICTニュースの作成請負作業

平成29年1月20日

平成29年1月20日

平成29年4月3日

平成30年6月29日

（株）クリエイト･クルーズ
東京都渋谷区代々木2-15-15
キャッスル代々木303

7011001006739

6,653,340 円

※

※

総合評価

平成29年1月20日

平成29年1月20日

平成29年4月3日

平成30年3月21日

一般社団法人 情報通信技術委員
会
東京都港区芝公園1-1-12 芝公園
電気ビル

3010405009483

9,687,600 円

※

※

総合評価

7 平成29年度 SINET相互接続回線

平成29年1月27日

平成29年1月27日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

エヌ･ティ･ティ･コミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町1-1-6 日比
谷ビル

7010001064648

10,530,000 円

※

※

最低価格

8 H29 本部 事務用消耗品購入 (単価契約)

平成29年1月30日

平成29年1月30日

平成29年4月1日

平成30年3月30日

（株）竹宝商会
東京都新宿区高田馬場1-26-12

4011101012854

3,916,850 円

※

※

最低価格

9 H29 Twitterデータ提供サービス

平成29年1月30日

平成29年1月30日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）エヌ･ティ･ティ･データ
東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲セン
タービル

9010601021385

7,128,000 円

※

※

最低価格

平成29年1月30日

平成29年1月30日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）野崎造園
東京都東久留米市柳窪4-14-22

5012701003779

9,050,400 円

※

※

最低価格

1

6

10

泰平

温度･SAR評価用高分解能IRカメラのリー
ス (H29-H32)

H29 スマートIoT推進フォーラム事務局運
営支援等の請負

平成29年度 情報通信研究機構本部植栽等
管理業務

契約相手

法人番号

契約金額

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

予定価格

落札率

入札方式

11

H29 高機能ICTデバイス研究関連化学薬品
等の供給 (単価契約)

平成29年1月31日

平成29年1月31日

平成29年4月1日

平成30年3月30日

広瀬化学薬品（株）
兵庫県神戸市中央区港島中町2-22

8140001010448

4,065,984 円

※

※

最低価格

12

平成29年度 北陸StarBED技術センター建
物総合管理業務

平成29年2月3日

平成29年2月3日

平成29年4月1日

平成30年3月30日

（株）ビー･エム北陸
石川県金沢市横川6-70

4220001005435

3,039,120 円

※

※

最低価格

13

平成29年度 「グローバルコミュニケー
ション開発推進協議会」 総会、シンポジ
ウムの開催に係る運営及び事務局業務作
業

平成29年2月3日

平成29年2月3日

平成29年4月3日

平成30年2月28日

（株）ヒップ
東京都渋谷区代々木2-26-5-608

7011001055661

4,159,080 円

※

※

総合評価

14 H29-31 郵便及び所内便集配業務請負作業

平成29年2月3日

平成29年2月3日

平成29年4月1日

平成32年3月31日

（株）エヌイーティー
岡山県岡山市北区奥田1-5-30

9260002007620

10,886,400 円

※

※

最低価格

15 H29 展示室運営請負作業

平成29年2月3日

平成29年2月3日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）コスモピア
東京都千代田区平河町1-1-8 麹町
市原ビル2F

6010001145622

8,812,800 円

※

※

最低価格

平成29年2月6日

平成29年2月6日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）IPパートナーズ
東京都渋谷区代々木2-23-1
ニューステイトメナー2284

9011001058778

1,451,520 円

※

※

最低価格

平成29年2月8日

平成29年2月8日

平成29年4月1日

平成30年2月28日

（株）バークレーハウス
東京都千代田区五番町5-1

5010001026385

1,149,120 円

※

※

総合評価

平成29年2月9日

平成29年2月9日

平成29年4月1日

平成30年3月30日

（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1 世田
谷ビジネススクエア

1010901026918

12,636,000 円

※

※

総合評価

19 H29 納品倉庫配送作業及び付帯作業

平成29年2月14日

平成29年2月14日

平成29年4月1日

平成30年3月30日

（株）NSG
東京都千代田区神田須田町1-12

5010001141358

8,959,680 円

※

※

最低価格

20 H29 PANDAデータ利用システム保守作業

平成29年2月14日

平成29年2月14日

平成29年4月1日

平成30年3月30日

（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1 世田
谷ビジネススクエア

1010901026918

8,208,000 円

※

※

最低価格

16

平成29年度 会議等デジタル音声データテ
キスト化 (テープ起こし) 業務

17 平成29年度 日本語研修

18

泰平

H29 NICTサイエンスクラウド運用支援作
業

契約金額

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

21 H29 研究図書管理業務請負

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

平成29年2月16日

平成29年2月16日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

ナカバヤシ（株）
東京都板橋区東坂下2-5-1

4120001086023

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

9,612,000 円

※

※

最低価格

22

H29 多感覚･評価研究の為の実験被験者の
提供

平成29年2月16日

平成29年2月16日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

3,261,600 円

※

※

最低価格

23

先端ICTデバイスラボ H29年度 ISO14001
維持運用支援作業

平成29年2月16日

平成29年2月16日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

エヌ･ティ･ティ･アドバンステク
ノロジ（株）
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
地

9011101028202

7,549,200 円

※

※

最低価格

24

H29 未来ICT研究所 ヘリウムガス等の供
給 (単価契約)

平成29年2月17日

平成29年2月17日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

山名總鉄酸素（株）
兵庫県明石市大観町13-10

8140001035643

6,686,496 円

※

※

最低価格

25

平成29年度 リアドア冷却式ラック群保守
作業

平成29年2月17日

平成29年2月17日

平成29年4月1日

平成30年3月30日

東亜電気工業（株）
東京都千代田区外神田5-1-4

5010001024018

2,721,600 円

※

※

最低価格

26 H29 MBE運転･保守･管理作業

平成29年2月17日

平成29年2月17日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

エヌ･ティ･ティ･アドバンステク
ノロジ（株）
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
地

9011101028202

14,364,000 円

※

※

最低価格

27 H29 大規模データ処理環境構築支援作業

平成29年2月21日

平成29年2月21日

平成29年4月3日

平成30年3月23日

（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1 世田
谷ビジネススクエア

1010901026918

14,472,000 円

※

※

総合評価

28

H29 プレゼンテーション原稿作成支援作
業

平成29年2月21日

平成29年2月21日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（有）ミューリサーチ
東京都文京区千駄木1-23-3 カー
サリーナ千駄木303

4010002005934

1,137,240 円

※

※

総合評価

29

H29 フロンティア創造総合研究室 生化学
実験用資材の供給 (単価契約)

平成29年2月22日

平成29年2月22日

平成29年4月1日

平成30年3月30日

広瀬化学薬品（株）
兵庫県神戸市中央区港島中町2-22

8140001010448

11,592,720 円

※

※

最低価格

30

H29 フロンティア創造総合研究室 マイク
ロアレイ実験用資材の供給 (単価契約)

平成29年2月22日

平成29年2月22日

平成29年4月1日

平成30年3月30日

ナカライテスク（株）
京都府京都市中京区二条通烏丸西
入東玉屋町498番地

1130001021948

10,468,076 円

※

※

最低価格

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

31

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

平成29年度 情報通信研究機構車両に係る
自動車保険

平成29年2月22日

平成29年2月22日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

東京海上日動火災保険（株）
東京都千代田区三番町6-4 ラ･
メール三番町

2010001008824

平成29年2月22日

平成29年2月22日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

国際自動車（株）
神奈川県横浜市南区六ツ川3-13-6

32 H29 車両運転業務請負作業

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

1,003,530 円

※

※

最低価格

2020001012817

12,700,800 円

※

※

最低価格

33

地域連携研究及び産学官連携研究の企画
推進の支援業務のための派遣

平成29年2月24日

平成29年2月24日

平成29年4月1日

平成31年3月31日

（株）スタッフジャパン
東京都中央区銀座2-15-2 東急銀
座二丁目ビル

3010001047680

7,408,627 円

※

※

総合評価

34

ユニット長秘書業務及びユニット運営に
係る支援業務の派遣

平成29年2月24日

平成29年2月24日

平成29年4月1日

平成31年3月31日

東芝ビジネスアンドライフサービ
ス（株）
神奈川県川崎市川崎区日進町7-1
川崎日進町ビル

7020001071271

8,733,778 円

※

※

総合評価

35

H29-H31 無線測定器較正に係る業務の派
遣

平成29年2月24日

平成29年2月24日

平成29年4月1日

平成32年3月31日

日本コンピューター･センター
（株）
東京都中央区日本橋浜町2-31-1
浜町センタービル18F

7010001086394

6,029,100 円

※

※

総合評価

平成29年2月24日

平成29年2月24日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）シグマスタッフ
東京都品川区上大崎2-25-2 新目
黒東急ビル6F

4010701023352

4,093,696 円

※

※

総合評価

36 H29 研究資料作成等支援業務の派遣 2

37

情報バリアフリー推進室業務に係る支援
作業の派遣

平成29年2月24日

平成29年2月24日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

マンパワーグループ（株）
東京都立川市曙町2-37-7 コアシ
ティ立川７F

5020001016039

2,235,340 円

※

※

総合評価

38

H29 多言語音声コーパスの整備･管理およ
び翻訳業務の派遣

平成29年2月24日

平成29年2月24日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）伸榮
大阪府大阪市北区東天満2-10-14

8120001065659

7,552,569 円

※

※

総合評価

39

H29 多言語音声コーパス整備支援業務の
派遣 1

平成29年2月24日

平成29年2月24日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

オムロンパーソネル（株）
京都府京都市下京区烏丸通七条下
ル東塩小路町735-5 ニッセイ京都
駅前ビル7F

7130001016810

9,829,296 円

※

※

総合評価

40

深紫外光ＩＣＴデバイス研究支援業務等
の派遣

平成29年2月24日

平成29年2月24日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

WDB（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2

4010001143256

4,237,704 円

※

※

総合評価

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

平成29年度 セキュリティ基盤検証用AP高
度通信設備(本部)年間保守業務

平成29年2月24日

平成29年2月24日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

日商エレクトロニクス（株）
東京都千代田区二番町3-5

4010001053447

平成29年度 セキュリティ基盤検証用AP高
42 度通信設備(100Gモジュール)年間保守業
務

平成29年2月24日

平成29年2月24日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

エヌ･ティ･ティ･コミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町1-1-6 日比
谷ビル

43

H29年度 JGNネットワークのインターネッ
トエクスチェンジ(IX)を用いたAS間接続

平成29年2月27日

平成29年2月27日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

慶應義塾大学SFC研究所
神奈川県藤沢市遠藤5322番地

44

H29 クラウドロボティクス基盤の試験公
開版システムの開発

平成29年2月28日

平成29年2月28日

平成29年4月3日

平成29年11月15日 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田

H29 革新的ネットワーク研究環境管理作
業

平成29年2月28日

平成29年2月28日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

46 H29 既存ネットワーク機器保守

平成29年2月28日

平成29年2月28日

平成29年4月1日

47 H29-31 仮眠室等維持管理作業

平成29年3月1日

平成29年3月1日

45

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

41

情報通信研究機構契約担当

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

5,896,800 円

※

※

最低価格

7010001064648

9,007,200 円

※

※

最低価格

4010405001654

2,566,080 円

※

※

最低価格

1010901026918

9,288,000 円

※

※

総合評価

KDDI（株）
東京都千代田区大手町1-8-1

9011101031552

7,257,600 円

※

※

総合評価

平成30年3月31日

エヌ･ティ･ティ･コミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町1-1-6 日比
谷ビル

7010001064648

3,110,400 円

※

※

最低価格

平成29年4月1日

平成32年3月31日

（株）サンシード
東京都多摩市桜ヶ丘3-9-22

3013401002569

5,130,000 円

※

※

最低価格

（株）セック
谷ビジネススクエア

48

Ｈ29 日韓中自動翻訳に関する翻訳業務の
派遣

平成29年3月1日

平成29年3月1日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）伸榮
大阪府大阪市北区東天満2-10-14

8120001065659

5,788,843 円

※

※

総合評価

49

Ｈ29 先進的翻訳技術研究室研究支援業務
の派遣 (1)

平成29年3月1日

平成29年3月1日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

2,908,224 円

※

※

総合評価

50

Ｈ29 先進的翻訳技術研究室研究支援業務
の派遣 (2)

平成29年3月1日

平成29年3月1日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

2,103,408 円

※

※

総合評価

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

51

H29 先進的音声技術研究室業務および
データ整備支援作業の派遣

平成29年3月1日

平成29年3月1日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）伸榮
大阪府大阪市北区東天満2-10-14

8120001065659

1,724,500 円

※

※

総合評価

52

H29 多言語音声認識システム開発作業者
の派遣

平成29年3月1日

平成29年3月1日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）メディアックス
奈良県大和郡山市九条町429-6

5150001006209

13,070,592 円

※

※

総合評価

53

H29 ソーシャルイノベーション推進研究
室研究支援業務の派遣

平成29年3月1日

平成29年3月1日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）シグマスタッフ
東京都品川区上大崎2-25-2 新目
黒東急ビル6F

4010701023352

3,987,964 円

※

※

総合評価

54

H29 ソーシャル・ビッグデータ利活用基
盤の研究･開発に関する技術派遣

平成29年3月1日

平成29年3月1日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

日本システムウエア（株）
東京都渋谷区桜丘町31-11

1011001017717

10,935,000 円

※

※

総合評価

55

光周波数標準等の研究開発における資材
管理業務の派遣

平成29年3月1日

平成29年3月1日

平成29年4月1日

平成31年3月31日

東芝ビジネスアンドライフサービ
ス（株）
神奈川県川崎市川崎区日進町7-1
川崎日進町ビル

7020001071271

5,284,310 円

※

※

総合評価

H29 次世代時空計測技術研究のための計
56 算機セキュリティ管理、観測システムの
保守管理作業、及び観測補助の派遣

平成29年3月1日

平成29年3月1日

平成29年4月1日

平成31年3月31日

ランスタッド（株）
茨城県つくば市研究学園5-20-2
つくばシティア･モアビル5F

1010001084148

8,850,254 円

※

※

総合評価

57 H29-H31 空気環境測定等作業

平成29年3月1日

平成29年3月1日

平成29年4月1日

平成32年3月31日

（株）産業分析センター
東京都足立区千住橋戸町23番地

7011801008067

10,686,816 円

※

※

最低価格

58 H29 先端ICTデバイスラボ用液化窒素

平成29年3月2日

平成29年3月2日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）三栄商会
東京都小平市喜平町1-6-37

6012701000338

12,020,400 円

※

※

最低価格

59

H29 耐災害ICT研究センターのICT環境構
築運用に関する派遣

平成29年3月2日

平成29年3月2日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）計算科学
東京都千代田区九段南1-5-6 りそ
な九段ビル5F

4010001177931

10,319,400 円

※

※

総合評価

60

H29 災害状況要約システムプログラミン
グ業務の派遣 1

平成29年3月2日

平成29年3月2日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）神戸デジタル･ラボ
兵庫県神戸市中央区京町72番地
新クレセントビル

9140001002865

15,187,305 円

※

※

総合評価

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

61

H29 リアルタイム社会知解析システムプ
ログラミング業務の派遣

平成29年3月2日

平成29年3月2日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）神戸デジタル･ラボ
兵庫県神戸市中央区京町72番地
新クレセントビル

9140001002865

14,733,273 円

※

※

総合評価

62

日本語及び英語言語・画像データベース
構築に関連する業務の派遣

平成29年3月2日

平成29年3月2日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

26,075,520 円

※

※

総合評価

63

脳情報通信融合研究センター施設保全業
務の派遣

平成29年3月2日

平成29年3月2日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）ケイキャリアパートナーズ
兵庫県神戸市中央区西町35番地
三井神戸ビル6F

4140001006994

5,999,994 円

※

※

総合評価

64

日本語言語･画像データベース構築に関連
する業務の派遣

平成29年3月2日

平成29年3月2日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）伸榮
大阪府大阪市北区東天満2-10-14

8120001065659

4,889,134 円

※

※

総合評価

社会知解析システムのインターネット公
65 開用サーバの運用と新規解析サービス開
発業務の派遣

平成29年3月2日

平成29年3月2日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

インフォニック（株）
京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師
下ル手洗水町651-1 第14長谷ビル
5F

2130001026120

15,152,227 円

※

※

総合評価

66

社会知解析システムの基盤ソフトウェア
開発業務の派遣

平成29年3月2日

平成29年3月2日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（有）アイムエースタジオ
大阪府大阪市港区波除5-3-21

1120002048669

25,124,083 円

※

※

総合評価

67

日本語及び英語言語・画像データベース
構築に関連する業務の派遣

平成29年3月2日

平成29年3月2日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

2010001012743

4,128,624 円

※

※

総合評価

68

日本語言語･画像データベース構築に関連
する業務の派遣

平成29年3月2日

平成29年3月2日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

2010001012743

23,728,723 円

※

※

総合評価

69

日本語言語･画像データベース構築に関連
する業務の派遣

平成29年3月2日

平成29年3月2日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

28,900,368 円

※

※

総合評価

70

H29-30 特許公報データ検索サービスの提
供

平成29年3月3日

平成29年3月3日

平成29年4月1日

平成31年3月31日

日本パテントデータサービス
（株）
東京都港区西新橋2-8-6 住友不動
産日比谷ビル

5010401023189

1,144,800 円

※

※

最低価格

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

71

大規模社会知解析システムの開発・改善
のための派遣

平成29年3月3日

平成29年3月3日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）神戸デジタル･ラボ
兵庫県神戸市中央区京町72番地
新クレセントビル

9140001002865

16,757,452 円

※

※

総合評価

72

H29-H30 ユニバーサルコミュニケーショ
ン研究所企画室業務の派遣 2

平成29年3月3日

平成29年3月3日

平成29年4月1日

平成31年3月31日

（株）伸榮
大阪府大阪市北区東天満2-10-14

8120001065659

9,338,803 円

※

※

総合評価

73 多感覚認知実験の支援業務の派遣

平成29年3月3日

平成29年3月3日

平成29年4月1日

平成31年3月31日

（株）パソナ
京都府京都市下京区四条通堺町東
入立売中之町100-1

1010001067359

8,634,600 円

※

※

総合評価

74 国際研究連携展開業務の派遣

平成29年3月3日

平成29年3月3日

平成29年4月1日

平成32年3月31日

マンパワーグループ（株）
東京都立川市曙町2-37-7 コアシ
ティ立川７F

5020001016039

12,541,132 円

※

※

総合評価

75

H29 多言語音声対話システムの改修･開発
作業の派遣

平成29年3月3日

平成29年3月3日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

プロアクシアコンサルティング
（株）
大阪府大阪市北区太融寺町5-15
梅田イーストビル5F

1140001055359

14,737,356 円

※

※

総合評価

76

H29 ワイヤレスネットワーク総合研究セ
ンター企画室(小金井)の業務支援の派遣

平成29年3月3日

平成29年3月3日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）スタッフジャパン
東京都中央区銀座2-15-2 東急銀
座二丁目ビル

3010001047680

3,653,748 円

※

※

総合評価

77

H29 情報通信研究機構出版物の梱包･発送
作業

平成29年3月3日

平成29年3月3日

平成29年4月3日

平成30年3月30日

日本通運（株）
東京都立川市富士見町1-34-15

4010401022860

2,667,398 円

※

※

最低価格

78

H29 高次脳神経機能解明のためのデータ
解析、及び実験業務の派遣

平成29年3月3日

平成29年3月3日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）メディアックス
奈良県大和郡山市九条町429-6

5150001006209

4,143,744 円

※

※

総合評価

79

H29年度 ワイヤレスシステム研究室支援
業務の派遣

平成29年3月6日

平成29年3月6日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

日総ブレイン（株）
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2826 日総第一ビル

1020001018435

11,815,826 円

※

※

総合評価

平成29年3月6日

平成29年3月6日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

2010001012743

4,173,120 円

※

※

総合評価

80 H29 先進的音声技術研究室業務の派遣

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

81

H29 多言語音声合成ソフトウェアの開発
作業に関する派遣

平成29年3月6日

平成29年3月6日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

オムロンパーソネル（株）
京都府京都市下京区烏丸通七条下
ル東塩小路町735-5 ニッセイ京都
駅前ビル7F

7130001016810

10,896,768 円

※

※

総合評価

82

H29 多言語音声合成のためのモデル開発
および発音辞書整備作業に関する派遣

平成29年3月6日

平成29年3月6日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

オムロンパーソネル（株）
京都府京都市下京区烏丸通七条下
ル東塩小路町735-5 ニッセイ京都
駅前ビル7F

7130001016810

7,945,560 円

※

※

総合評価

83

H29 社会行動の脳情報科学研究開発に係
る研究支援業務の派遣

平成29年3月6日

平成29年3月6日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）ケイキャリアパートナーズ
兵庫県神戸市中央区西町35番地
三井神戸ビル6F

4140001006994

1,494,720 円

※

※

総合評価

84

H29 神経インタフェースデバイス開発研
究に関する業務の派遣

平成29年3月6日

平成29年3月6日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

WDB（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2

4010001143256

3,983,126 円

※

※

総合評価

85

H29 多言語音声コーパス整備支援業務の
派遣

平成29年3月6日

平成29年3月6日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

オムロンパーソネル（株）
京都府京都市下京区烏丸通七条下
ル東塩小路町735-5 ニッセイ京都
駅前ビル7F

7130001016810

7,662,060 円

※

※

総合評価

86

H29 脳情報を用いた身体機能代替技術の
開発研究に関する業務の派遣

平成29年3月6日

平成29年3月6日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

パナソニックエクセルスタッフ
（株）
大阪府大阪市中央区城見2-1-61

1120001089788

1,929,312 円

※

※

総合評価

H29 神経信号デコーディングのためのプ
87 ログラミング、データ解析及び実験業務
の派遣

平成29年3月7日

平成29年3月7日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

WDB（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2

4010001143256

6,023,160 円

※

※

総合評価

88

科学研究用クラウド環境の利活用推進お
よび運用支援業務の派遣

平成29年3月7日

平成29年3月7日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）サイエンス･サービス
東京都千代田区神田佐久間町3-38
第5東ビル4F

3010001097602

3,723,408 円

※

※

総合評価

89

音声翻訳システム開発に関する業務の派
遣

平成29年3月7日

平成29年3月7日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

オムロンパーソネル（株）
京都府京都市下京区烏丸通七条下
ル東塩小路町735-5 ニッセイ京都
駅前ビル7F

7130001016810

11,350,800 円

※

※

総合評価

90

音声合成システム開発に関する業務の派
遣

平成29年3月7日

平成29年3月7日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

オムロンパーソネル（株）
京都府京都市下京区烏丸通七条下
ル東塩小路町735-5 ニッセイ京都
駅前ビル7F

7130001016810

9,886,449 円

※

※

総合評価

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

91 音声翻訳サーバ開発に関する業務の派遣

平成29年3月7日

平成29年3月7日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

オムロンパーソネル（株）
京都府京都市下京区烏丸通七条下
ル東塩小路町735-5 ニッセイ京都
駅前ビル7F

7130001016810

92

音声翻訳システム運用と開発に関する業
務の派遣

平成29年3月7日

平成29年3月7日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

オムロンパーソネル（株）
京都府京都市下京区烏丸通七条下
ル東塩小路町735-5 ニッセイ京都
駅前ビル7F

93

音声コミュニケーションシステム開発に
関する業務の派遣

平成29年3月7日

平成29年3月7日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

94

音声認識システム開発に関する業務の派
遣

平成29年3月7日

平成29年3月7日

平成29年4月1日

95

システム評価作業および事務処理に関す
る業務の派遣

平成29年3月7日

平成29年3月7日

96

事務処理と成果データベース管理に関す
る業務の派遣

平成29年3月8日

97

音声コミュニケーションアプリ開発に関
する業務の派遣

98

部門長秘書及び連携研究の推進に係る支
援業務の派遣

契約件名

99 連携研究の推進に係る支援業務の派遣

100

情報通信研究機構契約担当

H29 多言語音声処理研究開発における研
究支援業務の派遣

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

16,969,348 円

※

※

総合評価

7130001016810

13,620,960 円

※

※

総合評価

オムロンパーソネル（株）
京都府京都市下京区烏丸通七条下
ル東塩小路町735-5 ニッセイ京都
駅前ビル7F

7130001016810

13,620,960 円

※

※

総合評価

平成30年3月31日

（株）神戸デジタル･ラボ
兵庫県神戸市中央区京町72番地
新クレセントビル

9140001002865

17,684,481 円

※

※

総合評価

平成29年4月1日

平成30年3月31日

オムロンパーソネル（株）
京都府京都市下京区烏丸通七条下
ル東塩小路町735-5 ニッセイ京都
駅前ビル7F

7130001016810

6,034,543 円

※

※

総合評価

平成29年3月8日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

3,972,715 円

※

※

総合評価

平成29年3月8日

平成29年3月8日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

プロアクシアコンサルティング
（株）
大阪府大阪市北区太融寺町5-15
梅田イーストビル5F

1140001055359

13,620,960 円

※

※

総合評価

平成29年3月8日

平成29年3月8日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）シグマスタッフ
東京都品川区上大崎2-25-2 新目
黒東急ビル6F

4010701023352

3,837,456 円

※

※

総合評価

平成29年3月8日

平成29年3月8日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

マンパワーグループ（株）
東京都立川市曙町2-37-7 コアシ
ティ立川７F

5020001016039

3,588,429 円

※

※

総合評価

平成29年3月8日

平成29年3月8日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）メディアックス
奈良県大和郡山市九条町429-6

5150001006209

9,610,380 円

※

※

総合評価

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

101

電磁波応用技術の研究に係る補助員の派
遣

平成29年3月8日

平成29年3月8日

平成29年4月1日

平成32年3月31日

マンパワーグループ（株）
東京都立川市曙町2-37-7 コアシ
ティ立川７F

5020001016039

10,689,045 円

※

※

総合評価

102

H29 南極観測に関する観測支援・データ
処理システム保守等の業務の派遣

平成29年3月8日

平成29年3月8日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

日本コンピューター･センター
（株）
東京都中央区日本橋浜町2-31-1
浜町センタービル18F

7010001086394

3,780,691 円

※

※

総合評価

103

H29 実空間情報分析データ利活用評価実
験支援作業

平成29年3月10日

平成29年3月10日

平成29年4月3日

平成30年3月23日

（株）ピコラボ
東京都港区赤坂4-1-30

6010401058366

12,582,000 円

※

※

総合評価

104

委託研究推進のための支援業務の派遣
(No.1)

平成29年3月10日

平成29年3月10日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

マンパワーグループ（株）
東京都立川市曙町2-37-7 コアシ
ティ立川７F

5020001016039

3,870,828 円

※

※

総合評価

105

委託研究推進のための支援業務の派遣
(No.2)

平成29年3月10日

平成29年3月10日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）シグマスタッフ
東京都品川区上大崎2-25-2 新目
黒東急ビル6F

4010701023352

4,001,400 円

※

※

総合評価

106

委託研究推進のための支援業務の派遣
(No.3)

平成29年3月10日

平成29年3月10日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

マンパワーグループ（株）
東京都立川市曙町2-37-7 コアシ
ティ立川７F

5020001016039

3,748,680 円

※

※

総合評価

107

委託研究経理検査等に関する支援業務の
派遣 (No.1)

平成29年3月10日

平成29年3月10日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

マンパワーグループ（株）
東京都立川市曙町2-37-7 コアシ
ティ立川７F

5020001016039

4,212,000 円

※

※

総合評価

108

委託研究経理検査等に関する支援業務の
派遣 (No.2)

平成29年3月10日

平成29年3月10日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

2010001012743

4,738,500 円

※

※

総合評価

109

サイバー人材育成基盤環境の管理及び管
理ツール開発支援の派遣 2

平成29年3月10日

平成29年3月10日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

マンパワーグループ（株）
石川県金沢市本町1-5-2 リファー
レ13F

5020001016039

6,561,000 円

※

※

総合評価

110

H29 電子デバイスプロセス･評価装置管理
運用作業の業務委託

平成29年3月13日

平成29年3月13日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

エヌ･ティ･ティ･アドバンステク
ノロジ（株）
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
地

9011101028202

4,838,400 円

※

※

最低価格

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

111

H29 NICTサイエンスクラウドネットワー
ク運用作業

平成29年3月14日

平成29年3月14日

平成29年4月1日

平成30年3月30日

（株）クレアリンクテクノロジー
京都府相楽郡精華町光台1-7 けい
はんなプラザラボ棟7F

4130001037157

6,512,400 円

※

※

総合評価

112

戦略的プログラムオフィスに関わる支援
業務のための派遣

平成29年3月17日

平成29年3月17日

平成29年4月1日

平成31年3月31日

（株）スタッフジャパン
東京都中央区銀座2-15-2 東急銀
座二丁目ビル

3010001047680

7,485,004 円

※

※

総合評価

113

量子ICT先端開発センター研究開発技術支
援の派遣

平成29年3月17日

平成29年3月17日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

マンパワーグループ（株）
東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易
センタービルディング19F

5020001016039

4,189,017 円

※

※

総合評価

114

H29-H30 ユニバーサルコミュニケーショ
ン研究所企画室業務の派遣

平成29年3月17日

平成29年3月17日

平成29年4月1日

平成31年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

6,909,840 円

※

※

総合評価

115 H29 小型衛星光学観測支援作業

平成29年3月21日

平成29年3月21日

平成29年4月1日

平成30年3月30日

（株）シーケル
茨城県水戸市千波町733-1

2050001001214

3,045,600 円

※

※

最低価格

116 定期健康診断等の実施

平成29年3月24日

平成29年3月22日

平成29年4月1日

平成32年3月31日

一般財団法人 日本がん知識普及
協会
東京都千代田区有楽町1-7-1

2010005006601

24,652,188 円

※

※

最低価格

117

多言語音声コーパス収集に係る開発業務
の派遣

平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

プロアクシアコンサルティング
（株）
大阪府大阪市北区太融寺町5-15
梅田イーストビル5F

1140001055359

13,353,876 円

※

※

総合評価

118

H29 多言語音声コーパス構築･整備支援業
務の派遣

平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

（株）伸榮
大阪府大阪市北区東天満2-10-14

8120001065659

2,410,560 円

※

※

総合評価

119

周波数標準の研究開発におけるシステム
入力等支援業務の派遣

平成29年3月24日

平成29年3月24日

平成29年4月1日

平成31年3月31日

マンパワーグループ（株）
東京都立川市曙町2-37-7 コアシ
ティ立川７F

5020001016039

2,600,372 円

※

※

総合評価

120

H29 脳磁界計測装置用液体ヘリウム (吹
田MEG)

平成29年3月30日

平成29年3月30日

平成29年4月1日

平成30年3月31日

近畿エア･ウォーター（株）
大阪府大阪市中央区南船場2-12-8

6120001142204

4,010,880 円

※

※

最低価格

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

契約年月日

開始年月日

納入期限

情報通信研究機構機関誌 「地上通信技術
121 及び超高速衛星通信技術特集(仮題)」 の
和文英訳作業

平成29年3月30日

平成29年3月30日

平成29年4月3日

平成30年1月31日

（株）エァクレーレン
東京都港区赤坂3-4-4-6F

4010401004009

情報通信研究機構機関誌 「量子情報通信
技術特集(仮題)」 の和文英訳作業

平成29年3月30日

平成29年3月30日

平成29年4月3日

平成30年1月31日

（株）エァクレーレン
東京都港区赤坂3-4-4-6F

123 研究用1Uサーバ

平成29年4月7日

平成29年4月7日

平成29年4月7日

平成29年5月8日

124 電気生理学実験システム

平成29年4月7日

平成29年4月7日

平成29年4月7日

平成29年7月6日

平成29年4月11日

平成29年4月11日

平成29年4月12日

125

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

122

情報通信研究機構契約担当

契約件名

高精細航空機搭載合成開口レーダシステ
ムを航空機に搭載するための実現性検討

126 実体顕微鏡

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

2,857,680 円

※

※

総合評価

4010401004009

1,309,770 円

※

※

総合評価

国際産業技術（株）
東京都千代田区神田錦町1-1

7010001015964

12,441,600 円

※

※

最低価格

広瀬化学薬品（株）
兵庫県神戸市中央区港島中町2-22

8140001010448

12,960,000 円

※

※

最低価格

6180001051878

33,480,000 円

※

※

最低価格

ダイヤモンドエアサービス（株）

平成29年10月31日 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場
字松ノ木島1番地

平成29年4月14日

平成29年4月14日

平成29年4月14日

平成29年7月13日

広瀬化学薬品（株）
兵庫県神戸市中央区港島中町2-22

8140001010448

12,194,496 円

※

※

最低価格

127

VoiceTraによるオフサイト型音声収集の
調査作業

平成29年4月14日

平成29年4月14日

平成29年4月14日

平成29年7月31日

凸版印刷（株）
東京都文京区水道1-3-3

7010501016231

5,977,800 円

※

※

総合評価

128

セキュリティ人材育成研究のための事務
系支援業務の派遣

平成29年4月24日

平成29年4月24日

平成29年5月8日

平成30年3月31日

（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

2010001012743

4,483,252 円

※

※

総合評価

129

CREST 生命動態に関わる課題研究におけ
る生体試料作成の研究開発業務の派遣

平成29年4月25日

平成29年4月25日

平成29年5月8日

平成30年3月31日

WDBエウレカ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2

4010001086059

6,402,213 円

※

※

総合評価

H29 フロンティア創造総合研究室超伝導
130 デバイスプロジェクト事務支援業務の派
遣

平成29年4月25日

平成29年4月25日

平成29年5月8日

平成30年3月31日

（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

2010001012743

3,370,129 円

※

※

総合評価

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

131

H29年度 宇宙通信研究室鹿島での研究開
発に関する支援業務の派遣

平成29年4月25日

平成29年4月25日

平成29年5月8日

平成30年3月31日

（株）パソナ
茨城県鹿嶋市鉢形台2-1-3

1010001067359

2,933,625 円

※

※

総合評価

132

テラヘルツ分野研究開発の連携研究支援
業務の派遣

平成29年4月26日

平成29年4月26日

平成29年5月8日

平成32年3月31日

（株）トライアングル
東京都新宿区西新宿3-2-4

8011101057094

12,755,556 円

※

※

総合評価

133

知能科学融合研究開発推進センターに係
る支援業務のための派遣

平成29年5月11日

平成29年5月11日

平成29年5月18日

平成30年3月31日

（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

2010001012743

3,918,423 円

※

※

総合評価

134

量子ICT先端開発センター事務及び広報･
国際連携活動支援業務の派遣

平成29年5月16日

平成29年5月16日

平成29年6月1日

平成30年3月31日

テンプスタッフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マ
インズタワー

1011001015010

4,548,960 円

※

※

総合評価

135 小型組込計算機

平成29年5月19日

平成29年5月19日

平成29年5月19日

平成29年9月26日

サンテックス（株）
静岡県伊豆の国市田京887-1

3080101007264

1,980,720 円

※

※

最低価格

136 ソフトウェア無線用4chデバイス

平成29年5月19日

平成29年5月19日

平成29年5月19日

平成29年7月18日

綜合電子（株）
東京都多摩市永山6-22-7

9013401001251

4,231,872 円

※

※

最低価格

137 海外旅行保険契約

平成29年5月17日

平成29年5月22日

平成29年6月1日

平成30年5月31日

商工サービス（株）
東京都中央区銀座2-8-9 木挽館銀
座ビル5F

8010001081857

2,128,960 円

※

※

最低価格

138

H29 情報通信研究機構機関誌 (研究報
告、Journal) の作成請負作業

平成29年5月23日

平成29年5月23日

平成29年5月23日

平成30年2月28日

（株）総北海
北海道旭川市工業団地2条1-1-23

5450001001666

3,985,200 円

※

※

最低価格

139

H29 脳機能計測環境の維持管理および整
備作業

平成29年5月23日

平成29年5月23日

平成29年5月24日

平成30年3月31日

NTT-ATアイピーエス（株）
大阪府大阪市中央区本町4-5-18
本町YSビル5F

8012401013588

4,860,000 円

※

※

総合評価

140

平成29年度 給与計算業務及び給与支給事
務関連業務の委託

平成29年5月29日

平成29年5月29日

平成29年7月1日

平成30年6月30日

エイチアールワン（株）
東京都港区芝公園2-4-1

9010401086653

32,832,000 円

※

※

総合評価

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

141

米国基幹スイッチおよびデータキャッ
シュ設備の電源整備

テラヘルツ送受信機冷却用液化ヘリウ
ム、液化窒素納入

144 国際会議(WPMC2017)開催支援作業

145

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

142 H29 JGN米国拠点移転作業

143

情報通信研究機構契約担当

研究用PCおよび監視ディスプレイ用出力
装置の購入

146 ファイル共有サービスシステム

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

平成29年5月30日

平成29年5月30日

平成29年5月30日

平成29年7月31日

KDDI（株）
東京都新宿区西新宿2-3-2

9011101031552

平成29年5月30日

平成29年5月30日

平成29年5月31日

平成29年7月31日

KDDI（株）
東京都新宿区西新宿2-3-2

平成29年5月31日

平成29年5月31日

平成29年6月1日

平成30年3月31日

平成29年5月31日

平成29年5月31日

平成29年6月1日

平成29年6月1日

平成29年6月1日

平成29年6月5日

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

7,500,000 円

※

※

最低価格

9011101031552

10,500,000 円

※

※

最低価格

（株）三栄商会
東京都小平市喜平町1-6-37

6012701000338

1,900,800 円

※

※

最低価格

平成30年2月28日

（株）メディアアトリエ
東京都渋谷区渋谷3-1-10

1011001037079

3,020,787 円

※

※

最低価格

平成29年6月1日

平成29年7月31日

（株）大塚商会
東京都千代田区飯田橋2-18-4

1010001012983

3,242,160 円

※

※

最低価格

平成29年6月5日

平成29年6月5日

平成32年8月4日

ジェイエスフィット（株）
東京都中央区日本橋1-20-5

5010001062182

4,633,200 円

※

※

最低価格

147

H29 生活会話多言語対訳コーパスの構築
作業

平成29年6月5日

平成29年6月5日

平成29年6月6日

平成30年2月28日

凸版印刷（株）
東京都文京区水道1-3-3

7010501016231

237,492,000 円

※

※

総合評価

148

H29 IoTテストベッドデータ統合分析基盤
構築支援作業

平成29年6月6日

平成29年6月6日

平成29年6月7日

平成30年3月26日

（株）ピコラボ
東京都港区赤坂4-1-30

6010401058366

10,584,000 円

※

※

総合評価

149 レーザダイオード冷却用冷凍機

平成29年6月9日

平成29年6月9日

平成29年6月9日

平成30年2月28日

ベガテクノロジー（株）
東京都調布市布田4-8-3

8060001016610

9,779,400 円

※

※

最低価格

150 委託研究会議用資材の調達

平成29年6月14日

平成29年6月14日

平成29年6月14日

平成29年7月14日

井上事務機事務用品（株）
東京都立川市曙町3-18-25

5012801000156

1,827,900 円

※

※

最低価格

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

151

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

はがね山標準電波送信所 除草･伐採等作
業

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

平成29年6月15日

平成29年6月15日

平成29年6月15日

平成29年9月13日

平成29年6月16日

平成29年6月16日

平成29年6月17日

平成29年10月31日 ワーディング

（株）西原建設
福岡県糸島市川付891-1

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

7290001033088

1,890,000 円

※

※

最低価格

8020001018222

3,186,000 円

※

※

最低価格

（株）日立物流バンテックフォ
152 JGNアジア拠点の機器移送作業

東京都中央区晴海1-8-10

153 パーソナルコンピューター及び周辺機器

平成29年6月21日

平成29年6月21日

平成29年6月21日

平成29年7月19日

（株）大塚商会
東京都千代田区飯田橋2-18-4

1010001012983

1,673,892 円

※

※

最低価格

154

H29 社会知解析システムの開発に関する
業務の派遣

平成29年6月22日

平成29年6月22日

平成29年7月1日

平成30年3月31日

（株）とめ研究所
京都府京都市下京区中堂寺南町
134番地

7130001026256

8,469,900 円

※

※

総合評価

155

受託研究等の経理及び各種事務に関する
支援業務の派遣

平成29年6月22日

平成29年6月22日

平成29年7月1日

平成30年6月30日

マンパワーグループ（株）
東京都立川市曙町2-37-7 コアシ
ティ立川７F

5020001016039

3,049,012 円

※

※

総合評価

156

居室レイアウト変更作業 (収納棚組み直
しおよび移設、什器追加および設置)

平成29年6月22日

平成29年6月22日

平成29年6月22日

平成29年10月31日 東京都立川市高松町1-17-26

6012801000469

8,964,000 円

※

※

最低価格

157

H29 デスクトップPC、UPS、外付けHDDの
購入

平成29年6月23日

平成29年6月23日

平成29年6月23日

平成29年8月22日

東京コンピュータサービス（株）
東京都文京区本郷1-18-6 トーコ
ンビル

3010001005226

5,367,600 円

※

※

最低価格

158

神戸クリーンルーム研究施設運営及び実
験設備等管理に関連する支援業務の派遣

平成29年6月23日

平成29年6月23日

平成29年7月1日

平成30年3月31日

WDB（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2

4010001143256

2,370,060 円

※

※

総合評価

159

クリーンルーム研究施設運営及び実験設
備等管理に関連する支援業務の派遣

平成29年6月23日

平成29年6月23日

平成29年7月1日

平成30年3月31日

（株）トライアングル
東京都新宿区西新宿3-2-4

8011101057094

2,432,430 円

※

※

総合評価

160

H29-07 日本語言語･画像データベース構
築に関連する業務の派遣①

平成29年6月23日

平成29年6月23日

平成29年7月1日

平成30年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

23,343,552 円

※

※

総合評価

（株）コイヌマ

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

161

H29-07 日本語言語･画像データベース構
築に関連する業務の派遣②

平成29年6月23日

平成29年6月23日

平成29年7月1日

平成30年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

11,671,776 円

※

※

総合評価

162

H29-07 日本語言語･画像データベース構
築に関連する業務の派遣③

平成29年6月23日

平成29年6月23日

平成29年7月1日

平成30年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

8,753,832 円

※

※

総合評価

163

H29-07 日本語言語･画像データベース構
築に関連する業務の派遣④

平成29年6月23日

平成29年6月23日

平成29年7月1日

平成30年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

5,835,888 円

※

※

総合評価

164

H29-07 日本語言語･画像データベース構
築に関連する業務の派遣⑤

平成29年6月23日

平成29年6月23日

平成29年7月1日

平成30年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

2,917,944 円

※

※

総合評価

165

H29-07 日本語及び英語言語･画像データ
ベース構築に関連する業務の派遣①

平成29年6月23日

平成29年6月23日

平成29年7月1日

平成30年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

10,115,539 円

※

※

総合評価

166

H29-07 日本語及び英語言語･画像データ
ベース構築に関連する業務の派遣③

平成29年6月23日

平成29年6月23日

平成29年7月1日

平成30年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

6,743,692 円

※

※

総合評価

167

H29年度 災害関連情報の日本語言語･画像
データベース構築に関する業務の派遣 1

平成29年6月26日

平成29年6月26日

平成29年7月1日

平成30年3月31日

（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

2010001012743

6,419,476 円

※

※

総合評価

168

宇宙光学システムと応用に関する国際会
議2017の開催に係る作業

平成29年6月28日

平成29年6月28日

平成29年6月29日

平成30年2月28日

（株）メディアアトリエ
東京都渋谷区渋谷3-1-10

1011001037079

5,537,802 円

※

※

最低価格

平成29年6月30日

平成29年6月30日

平成29年6月30日

平成29年9月29日

荒木電機工業（株）
東京都渋谷区恵比寿2-11-6

3011001001660

10,999,800 円

※

※

最低価格

平成29年5月31日

平成29年6月30日

平成29年7月1日

平成29年12月22日 東京都文京区水道1-3-3

7010501016231

23,166,000 円

※

※

総合評価

169 任意波形発生器

170

泰平

H29 タイ語質問文作成および音声収集･書
き起こしにかかる業務委託

凸版印刷（株）

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

171

韓国語質問文作成および音声収集･書き起
こし作業

平成29年5月31日

平成29年6月30日

平成29年7月1日

平成29年12月15日 東京都文京区水道1-3-3

172

平成29年度 CRYPTREC暗号技術評価委員会
関連の事務局運営業務

平成29年6月30日

平成29年6月30日

平成29年7月3日

平成30年3月30日

173

H29 IoTテストベッドデータ収集配信基盤
構築支援作業

平成29年7月3日

平成29年7月3日

平成29年7月4日

平成30年3月26日

平成29年7月5日

平成29年7月5日

平成29年7月5日

平成29年11月22日 東京都文京区湯島3-13-8 湯島不

納入期限

契約相手

凸版印刷（株）

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

7010501016231

31,320,000 円

※

※

総合評価

公益財団法人 未来工学研究所
東京都江東区深川2-6-11 富岡橋
ビル

4010605000134

4,752,000 円

※

※

総合評価

（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1 世田
谷ビジネススクエア

1010901026918

14,256,000 円

※

※

総合評価

5010001013680

3,834,000 円

※

※

最低価格

光貿易（株）
174 高Q値光共振器

二ビル301

175 分光測色計一式レンタル

平成29年7月6日

平成29年7月6日

平成29年8月1日

平成30年3月30日

旭光通商（株）
東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿
プライムスクエア2F

4011001006320

2,332,800 円

※

※

最低価格

176 セシウム原子時計

平成29年7月7日

平成29年7月7日

平成29年7月7日

平成30年2月28日

丸文（株）
東京都中央区日本橋大伝馬町8-1

8010001057337

13,284,000 円

※

※

最低価格

177 W帯信号出力系およびKa帯増幅器

平成29年7月7日

平成29年7月7日

平成29年7月7日

平成29年12月4日

綜合電子（株）
東京都多摩市永山6-22-7

9013401001251

9,007,200 円

※

※

最低価格

178 知財法務の支援業務の派遣

平成29年7月10日

平成29年7月10日

平成29年7月18日

平成30年3月31日

（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

2010001012743

4,440,150 円

※

※

総合評価

179 オフィス用品

平成29年7月11日

平成29年7月11日

平成29年7月11日

平成29年8月25日

井上事務機事務用品（株）
東京都立川市曙町3-18-25

5012801000156

4,942,080 円

※

※

最低価格

平成29年7月11日

平成29年7月11日

平成29年7月12日

平成29年11月30日 大阪府大阪市北区豊崎3-20-1 イ

8120001060882

5,101,450 円

※

※

総合評価

180

泰平

NICTオープンハウス2017inけいはんな開
催運営等請負作業

（株）インターグループ
ンターグループビル

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

契約年月日

開始年月日

納入期限

平成29年7月12日

平成29年7月12日

平成29年7月12日

平成29年8月31日

ビジュアルテクノロジー（株）
東京都台東区柳橋2-1-10

7010501029126

182 広帯域テラヘルツ波光源

平成29年7月12日

平成29年7月12日

平成29年7月12日

平成30年1月31日

（株）雄島試作研究所
東京都武蔵野市西久保3-10-28

183 船舶用地球局運用作業

平成29年7月13日

平成29年7月13日

平成29年7月14日

平成30年2月28日

平成29年7月19日

平成29年7月19日

平成29年7月20日

185 テラヘルツプリ増幅器

平成29年7月21日

平成29年7月21日

平成29年7月21日

186 110GHzポータブルスペアナ

平成29年7月21日

平成29年7月21日

平成29年7月21日

平成29年10月19日 東京都渋谷区恵比寿2-11-6

187 Lバンド帯偏波保持型高出力光増幅器

平成29年7月21日

平成29年7月21日

平成29年7月21日

平成29年11月28日 東京都中央区京橋1-11-8 西銀MID

184

理事

黒瀬

契約件名

プライバシー保護深層学習システム用
サーバ一式

平成29年度 事業化のためフォローアップ
業務及び意見交換会の運営業務

契約相手

予定価格

落札率

入札方式

7,374,240 円

※

※

最低価格

2012401010954

7,560,000 円

※

※

最低価格

宇宙技術開発（株）
東京都中野区中野5-62-1

3011201000611

7,506,000 円

※

※

最低価格

平成30年2月28日

（株）サイバー創研
東京都品川区西五反田2-8-1

5020001065234

7,830,000 円

※

※

総合評価

平成29年9月1日

サンインスツルメント（株）
東京都品川区西五反田2-26-9 五
輪プラザビル

2010701014642

3,391,200 円

※

※

最低価格

3011001001660

6,999,480 円

※

※

最低価格

5010001115205

1,728,000 円

※

※

最低価格

7010401014418

9,846,360 円

※

※

総合評価

荒木電機工業（株）

法人番号

契約金額

アイウェーヴ（株）
ビル4F

ジャパンデータコム（株）

プライバシー保護データマイニング用
ファイルフィルタリングシステムの製作

平成29年7月26日

H29 リサーチコンプレックスプログラム
189 異分野融合研究開発におけるプロジェク
ト推進調整および実験運用

平成29年7月26日

平成29年7月26日

平成29年7月27日

平成30年3月31日

（株）SOLE
京都府八幡市欽明台東5-1F1104

7130001046972

4,104,000 円

※

※

最低価格

平成29年7月26日

平成29年7月26日

平成29年8月1日

平成30年3月31日

東芝ビジネスアンドライフサービ
ス（株）
神奈川県川崎市川崎区日進町7-1
川崎日進町ビル

7020001071271

2,773,647 円

※

※

総合評価

188

190

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

181

情報通信研究機構契約担当

光･電波計測技術に係る研究業務支援の派
遣

平成29年7月26日

平成29年7月26日

平成29年11月22日 東京都港区赤坂2-23-1 アークヒ
ルズフロントタワーRoP1201

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

191 テラヘルツ帯EO検出器作製

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

平成29年7月27日

平成29年7月27日

平成29年7月27日

平成30年1月23日

スタック電子（株）
東京都昭島市武蔵野3-9-18

8012801002216

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

5,292,000 円

※

※

最低価格

192

音声合成用スペイン語音声コーパス収録
作業

平成29年7月31日

平成29年7月31日

平成29年8月1日

平成30年1月31日

（株）インターグループ
大阪府大阪市北区豊崎3-20-1 イ
ンターグループビル

8120001060882

11,448,000 円

※

※

総合評価

193

音声合成用ベトナム語男声コーパス収録
作業

平成29年7月31日

平成29年7月31日

平成29年8月1日

平成30年1月26日

（株）インターグループ
大阪府大阪市北区豊崎3-20-1 イ
ンターグループビル

8120001060882

6,998,400 円

※

※

総合評価

194

インドネシア語テキスト正規化処理の開
発作業

平成29年8月1日

平成29年8月1日

平成29年8月1日

平成30年1月9日

（株）神戸デジタル･ラボ
兵庫県神戸市中央区京町72番地
新クレセントビル

9140001002865

8,532,000 円

※

※

総合評価

195 H29 実験システムにおける運用支援作業

平成29年8月1日

平成29年8月1日

平成29年8月2日

平成30年3月30日

（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1 世田
谷ビジネススクエア

1010901026918

4,968,000 円

※

※

総合評価

196 タイムインターバルアナライザ

平成29年8月2日

平成29年8月2日

平成29年8月2日

平成30年2月28日

（株）日本レーザー
東京都新宿区西早稲田2-14-1

4011101016839

2,108,160 円

※

※

最低価格

197 バックアップストレージシステム

平成29年8月2日

平成29年8月2日

平成29年8月2日

平成29年11月30日 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が

2010001010788

15,477,480 円

※

※

最低価格

3010403011350

4,226,148 円

※

※

最低価格

-

1,299,510 円

※

※

総合評価

4011101005131

3,079,000 円

※

※

最低価格

伊藤忠テクノソリューションズ
（株）
関ビル

198

高精度光パワーメータおよびパワーコン
トローラシステム

平成29年8月4日

平成29年8月4日

平成29年8月4日

平成30年2月28日

キーサイト･テクノロジー合同会
社
東京都八王子市高倉町9-1

199

H29 ひまわり衛星画像データベース作成
作業

平成29年8月4日

平成29年8月4日

平成29年8月7日

平成30年3月30日

戸田ペリカン事務所
愛媛県松山市衣山5-1-48-705

200

H29 引用文献に基づく研究評価ツール使
用権の更新について

平成29年8月8日

平成29年8月8日

平成29年8月8日

平成29年10月2日

（株）紀伊國屋書店
東京都八王子市明神町3-20-6 八
王子ファーストスクエア

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

H29 脳波および行動実験の被験者提供
(単価契約)

203 4-ポートネットワークアナライザ

204

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

201 H29 気象情報収集システム保守点検作業

202

情報通信研究機構契約担当

英語ニュース記事からのベンガル語対訳
コーパスの構築

205 H29 ホログラム用画像処理システム

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

平成29年8月8日

平成29年8月8日

平成29年8月9日

平成29年12月15日 群馬県伊勢崎市長沼町2223番地

平成29年8月8日

平成29年8月8日

平成29年8月9日

平成30年3月23日

平成29年8月9日

平成29年8月9日

平成29年8月9日

平成29年11月7日

平成29年8月9日

平成29年8月9日

平成29年8月9日

平成29年11月30日 東京都新宿区四谷4-7 新宿ヒロセ

明星電気（株）

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

2010001007784

1,836,000 円

※

※

最低価格

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

6,782,400 円

※

※

最低価格

キーサイト･テクノロジー合同会
社
東京都八王子市高倉町9-1

3010403011350

7,960,032 円

※

※

最低価格

7011101024574

7,290,000 円

※

※

総合評価

（株）サン･フレア
ビル

平成29年8月10日

平成29年8月10日

平成29年8月10日

平成29年11月8日

井上事務機事務用品（株）
東京都立川市曙町3-18-25

5012801000156

4,762,800 円

※

※

最低価格

206

次世代ネットワークセンサシステムの開
発

平成29年8月18日

平成29年8月18日

平成29年8月18日

平成30年2月28日

アラクサラネットワークス（株）
神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2

4020001077949

9,999,720 円

※

※

最低価格

207

H29 多言語音声対話システム開発支援作
業の派遣

平成29年8月22日

平成29年8月22日

平成29年9月1日

平成30年3月31日

（株）神戸デジタル･ラボ
兵庫県神戸市中央区京町72番地
新クレセントビル

9140001002865

7,735,127 円

※

※

総合評価

208

H29 プライバシー情報に関する固有表現
抽出のための機械学習用データ作成作業

平成29年8月22日

平成29年8月22日

平成29年8月23日

平成30年1月31日

公益財団法人 未来工学研究所
東京都江東区深川2-6-11 富岡橋
ビル

4010605000134

7,776,000 円

※

※

総合評価

209 宇宙天気予報公開･配信システムの開発

平成29年8月23日

平成29年8月23日

平成29年8月23日

平成30年2月28日

日本エヌ･ユー･エス（株）
東京都新宿区西新宿7-5-25

8011101057185

8,316,000 円

※

※

最低価格

210 H29 共通事務PC

平成29年8月23日

平成29年8月23日

平成29年8月23日

平成29年11月21日 東京都千代田区飯田橋2-18-4

1010001012983

6,284,520 円

※

※

最低価格

（株）大塚商会

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

エヌ･ティ･ティ･アドバンステク
ノロジ（株）
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
地

9011101028202

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

12,087,360 円

※

※

最低価格

7011001055661

4,047,840 円

※

※

総合評価

211

H29 システムソフトウェアライセンス調
達･更新

平成29年8月23日

平成29年8月23日

平成29年8月23日

平成30年2月28日

212

「情報バリアフリー助成事業成果発表会
(平成28年度助成事業)」に係る請負作業

平成29年8月24日

平成29年8月24日

平成29年8月25日

平成29年10月31日 東京都渋谷区代々木2-26-5-608

平成29年8月25日

平成29年8月25日

平成29年8月25日

平成29年9月15日

日本無線（株）
東京都中野区中野4-10-1

3012401012867

11,556,000 円

※

※

最低価格

213 中･長距離固定無線通信装置の調達

（株）ヒップ

214

無線機テスタリース (オペレーティング
リース) (H29-32)

平成29年8月25日

平成29年8月25日

平成29年11月1日

平成33年3月31日

芙蓉総合リース（株）
東京都千代田区三崎町3-3-23

3010001028689

12,774,780 円

※

※

最低価格

215

H29-09 日本語言語･画像データベース構
築に関連する業務の派遣③

平成29年8月25日

平成29年8月25日

平成29年9月1日

平成30年3月31日

（株）伸榮
大阪府大阪市北区東天満2-10-14

8120001065659

2,307,674 円

※

※

総合評価

平成29年8月28日

平成29年8月28日

平成29年8月28日

平成29年12月6日

トプティカフォトニクス（株）
東京都府中市宮西町2-9-5 岡嵜ビ
ル2F-A

1010401125708

2,440,800 円

※

※

最低価格

216 980nm帯レーザーシステム

217

セキュリティ人材育成研究のための研究
系支援業務の派遣

平成29年8月28日

平成29年8月28日

平成29年9月1日

平成30年3月31日

（株）シグマスタッフ
東京都品川区上大崎2-25-2 新目
黒東急ビル6F

4010701023352

2,709,504 円

※

※

総合評価

218

H29 グループウェアライセンスおよび連
携スクリプトの調達

平成29年8月29日

平成29年8月29日

平成29年8月29日

平成30年2月28日

日本コムシス（株）
東京都品川区東五反田2-17-1

4010701022825

12,916,800 円

※

※

最低価格

平成29年8月29日

平成29年8月29日

平成29年8月29日

平成29年12月12日 東京都渋谷区恵比寿2-11-6

3011001001660

3,348,000 円

※

※

最低価格

平成29年8月29日

平成29年8月29日

平成29年8月30日

平成30年2月28日

3011401003348

1,339,200 円

※

※

最低価格

219 アナログ信号発生器

220

泰平

H29 フォトニックデバイスラボガス検知
器点検作業

荒木電機工業（株）

（株）鈴木商館
神奈川県相模原市中央区上溝3263

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

H29 先端ICTデバイスラボガス検知器点検
作業

平成29年8月29日

平成29年8月29日

平成29年8月30日

平成30年2月28日

222 有機化合物(2)～(4)の合成

平成29年8月30日

平成29年8月30日

平成29年8月30日

平成29年12月28日 兵庫県神戸市西区高塚台3-2-34

223 H29 酸化ガリウム単結晶基板

平成29年8月30日

平成29年8月30日

平成29年8月30日

平成30年2月28日

224 副鏡再コーティング作業

平成29年8月30日

平成29年8月30日

平成29年8月31日

平成29年12月28日 東京都世田谷区新町3-5-3

221

情報通信研究機構契約担当

契約相手

（株）巴商会
東京都調布市下石原1-14-3

神戸天然物化学（株）

（株）ノベルクリスタルテクノロ
ジー
埼玉県狭山市広瀬台2-3-1

昭和オプトロニクス（株）

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

4010801008518

2,354,400 円

※

※

最低価格

3140001022497

7,456,320 円

※

※

最低価格

5030001109246

9,968,400 円

※

※

最低価格

5010901005034

1,404,000 円

※

※

最低価格

225

情報通信研究機構紹介ビデオ2017年版(第
4期中長期計画)の制作

平成29年8月31日

平成29年8月31日

平成29年9月1日

平成29年12月4日

（株）日テレアックスオン
東京都港区東新橋1-6-1

8010001033445

5,614,920 円

※

※

総合評価

226

委託研究の効果の把握及び検証に必要な
情報とデータ収集を行う調査

平成29年8月31日

平成29年8月31日

平成29年9月1日

平成30年2月28日

みずほ情報総研（株）
東京都千代田区神田錦町2-3

9010001027685

6,674,400 円

※

※

総合評価

平成29年9月1日

平成29年9月1日

平成29年9月1日

平成29年10月31日 東京都千代田区神田錦町1-1

7010001015964

2,592,000 円

※

※

最低価格

4010001028093

3,121,200 円

※

※

最低価格

4010401096252

9,914,400 円

※

※

最低価格

5013201006743

3,553,200 円

※

※

最低価格

227 研究･事務データ用NAS

国際産業技術（株）

（株）フィジオテック

228

眼球運動を同時計測が可能なヴァーチャ
ルリアリティシステム

平成29年9月1日

平成29年9月1日

平成29年9月1日

平成29年10月31日 東京都千代田区岩本町1-6-3

229

NICTER WEB Stats関連サーバ更改･強化の
ための機材調達

平成29年9月1日

平成29年9月1日

平成29年9月1日

平成29年10月31日 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8F

230 日本標準時 気象情報収集システムの更新

平成29年9月1日

平成29年9月1日

平成29年9月1日

平成30年2月27日

HPCシステムズ（株）

（株）日本エレクトリック･イン
スルメント
東京都目黒区自由が丘1-22-3

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

契約年月日

開始年月日

納入期限

平成29年8月8日

平成29年9月4日

平成29年9月5日

平成30年2月8日

ニューコン（株）
東京都荒川区東日暮里5-41-12

5011501008212

232 多変数公開鍵暗号評価用サーバ

平成29年9月5日

平成29年9月5日

平成29年9月5日

平成29年11月6日

（株）アルゴグラフィックス
東京都中央区日本橋箱崎町5-14

233 大手町会議室用什器の購入

平成29年9月6日

平成29年9月6日

平成29年9月6日

平成29年10月6日

平成29年9月6日

平成29年9月6日

平成29年9月7日

平成29年9月7日

平成29年9月7日

234

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

231

情報通信研究機構契約担当

契約件名

音声合成用フランス語音声コーパス収録
作業

H29 ミャンマー語音声書き起こしにかか
る業務委託

235 ニューラル機械翻訳用GPGPUの増設

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

7,214,400 円

※

※

総合評価

7010001062783

7,992,000 円

※

※

最低価格

（株）文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

6010001055730

6,447,492 円

※

※

最低価格

平成30年1月31日

凸版印刷（株）
東京都文京区水道1-3-3

7010501016231

18,468,000 円

※

※

総合評価

平成29年9月7日

平成29年11月6日

ユニアデックス（株）
大阪府大阪市北区大深町3-1

8010601024653

6,912,000 円

※

※

最低価格

236

並列パケット復元および転送のためのモ
ニタリング装置

平成29年9月8日

平成29年9月8日

平成29年9月8日

平成30年2月28日

NTTテクノクロス（株）
東京都港区港南2-16-4

5010401056882

12,992,400 円

※

※

総合評価

237

パケット解析処理のための並列分散処理
エンジン(ソフトウェア)の開発

平成29年9月8日

平成29年9月8日

平成29年9月8日

平成30年2月28日

NTTテクノクロス（株）
東京都港区港南2-16-4

5010401056882

4,989,600 円

※

※

総合評価

平成29年9月8日

平成29年9月8日

平成29年9月8日

平成30年1月24日

綜合電子（株）
東京都多摩市永山6-22-7

9013401001251

1,728,000 円

※

※

最低価格

238 300GHz帯小型カセグレンアンテナ

239

神戸クリーンルーム棟の環境法規制調
査、準守評価および利用者教育

平成29年9月8日

平成29年9月8日

平成29年9月9日

平成30年3月31日

エヌ･ティ･ティ･アドバンステク
ノロジ（株）
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
地

9011101028202

5,292,000 円

※

※

最低価格

240

H29-H31 大手町センターIP電話及びFMC
サービスの導入

平成29年9月8日

平成29年9月8日

平成29年10月1日

平成32年3月31日

KDDI（株）
東京都新宿区西新宿2-3-2

9011101031552

4,509,756 円

※

※

最低価格

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

契約年月日

開始年月日

241 SC17研究展示における機器の輸出入作業

平成29年9月11日

平成29年9月11日

平成29年9月12日

平成29年12月22日 東京都中央区日本橋大伝馬町3-2

242 長波長用分光装置

平成29年9月12日

平成29年9月12日

平成29年9月12日

平成29年10月31日 東京都北区赤羽西1-2-14 MYビル

契約件名

納入期限

契約相手

（株）HPCソリューションズ

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

3010001100935

1,242,000 円

※

※

最低価格

4011501010912

3,456,000 円

※

※

最低価格

9011101028202

7,786,800 円

※

※

最低価格

オプトシリウス（株）
301号

243 半導体プロセス試作品

平成29年9月12日

平成29年9月12日

平成29年9月12日

エヌ･ティ･ティ･アドバンステク
ノロジ（株）

平成29年11月30日 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
地

平成29年9月12日

平成29年9月12日

平成29年9月13日

平成30年3月26日

（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1 世田
谷ビジネススクエア

1010901026918

7,992,000 円

※

※

総合評価

245 準同型暗号評価用サーバ

平成29年9月13日

平成29年9月13日

平成29年9月13日

平成29年11月2日

（株）アルゴグラフィックス
東京都中央区日本橋箱崎町5-14

7010001062783

8,662,788 円

※

※

最低価格

246 機械学習用GPUサーバ

平成29年9月13日

平成29年9月13日

平成29年9月13日

平成29年12月12日 東京都千代田区外神田6-15-12

9010001087242

15,163,632 円

※

※

最低価格

平成29年9月13日

平成29年9月13日

平成29年9月14日

平成30年5月25日

5010001144897

3,015,468 円

※

※

総合評価

248 APKファイル蓄積サーバの調達

平成29年9月14日

平成29年9月14日

平成29年9月14日

平成29年11月13日 東京都品川区東五反田2-17-1

4010701022825

4,994,244 円

※

※

最低価格

249 超伝導薄膜用基板アニール装置

平成29年9月14日

平成29年9月14日

平成29年9月14日

平成29年12月13日 兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8

2140001011212

3,618,000 円

※

※

最低価格

250 イーサネット10G DWDM SFP+ 光送受信機

平成29年9月14日

平成29年9月14日

平成29年9月14日

平成29年12月13日 東京都港区麻布十番1-5-18 カー

9010401068800

2,935,332 円

※

※

最低価格

244

247

泰平

H29 大気汚染予測システムの構築と実証
作業

平成29年度 制度調査及び額の確定調査等
支援作業

富士電機ITソリューション（株）

（株）コンフォートコンサルティ
ング
東京都中央区東日本橋3-7-7

日本コムシス（株）

宮野医療器（株）

セブンシックス（株）
トブラン麻布十番7F

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

理事

黒瀬

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約件名

平成29年9月14日

平成29年9月14日

平成29年9月15日

平成30年2月28日

平成29年9月14日

平成29年9月14日

平成29年9月15日

平成29年12月20日 大阪府大阪市港区市岡元町3-3-16

253 ストレージサーバ

平成29年9月15日

平成29年9月15日

平成29年9月15日

平成29年12月14日 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8F

254 テラヘルツ帯高速光検出器

平成29年9月15日

平成29年9月15日

平成29年9月15日

平成29年12月22日 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町

251 H29 工事完成図書等電子化作業

111棟クリーンルーム空気調和設備整備作
業

契約相手

パシフィックリプロサービス
（株）
東京都府中市府中町1-14-1

新日本美風（株）

HPCシステムズ（株）

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

4013401004952

3,777,678 円

※

※

最低価格

6120001029145

1,998,000 円

※

※

最低価格

4010401096252

6,544,800 円

※

※

最低価格

3020001061862

2,808,000 円

※

※

最低価格

NTTエレクトロニクス（株）
1-1-32 ニューステージ横浜

255

平成29年度 サロベツ電波観測施設管理道
路除雪作業

256 脆弱性自動検出システムの改修

257

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

252

情報通信研究機構契約担当

ベクトルネットワークアナライザ用電子
校正モジュール

平成29年9月15日

平成29年9月15日

平成29年12月1日

平成30年3月30日

（株）佐々木組
北海道天塩郡豊富町東三条7丁目

7450001008453

1,209,600 円

※

※

最低価格

平成29年9月20日

平成29年9月20日

平成29年9月20日

平成30年3月30日

（株）創夢
東京都渋谷区幡ケ谷1-34-14 宝ビ
ル9F

1011001012817

10,152,000 円

※

※

総合評価

平成29年9月20日

平成29年9月20日

平成29年9月20日

平成29年10月30日 東京都台東区上野5-14-12

9010501010505

2,061,720 円

※

※

最低価格

平成29年9月20日

平成29年9月20日

平成29年9月20日

平成29年10月20日 東京都豊島区東池袋2-23-2 いち

6013301026211

1,870,560 円

※

※

最低価格

4010001008723

11,340,000 円

※

※

総合評価

3140001018487

3,447,910 円

※

※

最低価格

日本電計（株）

ソーラボジャパン（株）
258 シャックハルトマン型波面センサ

ご池袋イーストビル2F

電気興業（株）
東京都千代田区丸の内3-3-1

259 神戸副局標準電波送信所監視設備

平成29年9月20日

平成29年9月20日

平成29年9月20日

平成30年2月28日

260 超純水製造装置

平成29年9月20日

平成29年9月20日

平成29年9月20日

平成29年12月19日 兵庫県神戸市中央区港島南町5-2-

（株）ショーエイ理化
5

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

契約年月日

開始年月日

契約件名

平成29年9月20日

平成29年9月20日

平成29年9月21日

平成29年11月20日 鹿児島県指宿市山川成川1361-2

7340001009413

平成29年9月20日

平成29年9月20日

平成29年10月2日

平成30年3月31日

プロアクシアコンサルティング
（株）
大阪府大阪市北区太融寺町5-15
梅田イーストビル5F

263 空調設備用フィルタ

平成29年9月21日

平成29年9月21日

平成29年9月21日

平成30年1月31日

264 社会知解析技術のためのGPGPUサーバ増強

平成29年9月21日

平成29年9月21日

平成29年9月21日

H29 準ミリ波帯･ミリ波帯ばく露量データ
取得作業

平成29年9月21日

平成29年9月21日

266 標準時時刻表示装置

平成29年9月22日

267 ネットワーク負荷分散装置冗長化構成

261 山川電波観測施設場内伐採作業

265

コミュニケーションアプリ開発に関する
業務の派遣

納入期限

契約相手

黒瀬

予定価格

落札率

入札方式

2,732,400 円

※

※

最低価格

1140001055359

6,930,360 円

※

※

総合評価

ケンブリッジフィルターサービス
（株）
東京都港区芝3-14-2

1011001061145

2,014,740 円

※

※

最低価格

平成29年12月5日

日本コムシス（株）
東京都品川区東五反田2-17-1

4010701022825

15,660,000 円

※

※

最低価格

平成29年9月22日

平成30年2月28日

エヌ･ティ･ティ･アドバンステク
ノロジ（株）
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
地

9011101028202

2,484,000 円

※

※

総合評価

平成29年9月22日

平成29年9月22日

平成30年2月28日

フレックタイム（株）
茨城県つくば市花畑3-32-13

6050001024946

3,024,000 円

※

※

最低価格

平成29年9月22日

平成29年9月22日

平成29年9月22日

平成30年1月20日

エヌ･ティ･ティ･アドバンステク
ノロジ（株）
大阪府大阪市北区東天満1-1-19
アーバンエース東天満ビル6F

9011101028202

7,560,000 円

※

※

総合評価

（株）オーエー研究所
神奈川県鎌倉市台2-15-41

9021001008914

5,397,840 円

※

※

最低価格

6120001043377

3,898,800 円

※

※

最低価格

9010601021385

5,518,800 円

※

※

総合評価

（株）蔵薗組

268

無人航空機システムのための3次元空間電
波伝搬路エミュレータ

平成29年9月22日

平成29年9月22日

平成29年9月22日

平成30年2月28日

269

大容量メモリ搭載電磁界解析用ワークス
テーション

平成29年9月22日

平成29年9月22日

平成29年9月22日

平成29年11月21日 大阪府大阪市西区江戸堀1-19-10

H29 フィルター適用Twitterデータ提供
サービス

平成29年9月22日

270

理事

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

262

情報通信研究機構契約担当

法人番号

契約金額

（株）コンカレントシステムズ
三共肥後橋ビル7F

平成29年9月22日

平成29年10月2日

平成30年3月31日

（株）エヌ･ティ･ティ･データ
東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲セン
タービル

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

271 スライス延伸制御ソフトウェア

平成29年9月25日

平成29年9月25日

平成29年9月25日

平成30年2月28日

日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

272 光信号受信器

平成29年9月26日

平成29年9月26日

平成29年9月26日

平成30年2月28日

アイウェーヴ（株）
東京都中央区京橋1-11-8 西銀MID
ビル4F

273 近赤外線撮像システム

平成29年9月28日

平成29年9月28日

平成29年9月28日

平成29年12月22日 千葉県船橋市本町2-2-7

日本標準時供給系用汎用計算機及び分散
化サーバー計算機

平成29年9月28日

平成29年9月28日

平成29年9月28日

平成30年1月19日

H29 ニューラルネットワークベースの自
275 然言語処理用要素技術の開発のための
GPGPU計算システムの増強

平成29年9月29日

平成29年9月29日

平成29年9月29日

平成29年11月28日 東京都品川区南大井6-23-1

276 高温加熱処理装置

平成29年9月29日

平成29年9月29日

平成29年9月29日

平成30年1月31日

277 OCRツールキット

平成29年10月2日

平成29年10月2日

平成29年10月2日

平成29年10月17日 東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF

274

情報通信研究機構契約担当

契約件名

契約相手

（株）アド･サイエンス

ヤトロ電子（株）
茨城県つくば市筑穂1-11-8

（株）日立製作所

アドバンス理工（株）
神奈川県横浜市都筑区池辺町4388
番地

ニュアンス･コミュニケーション
ズ･ジャパン（株）

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

10,260,000 円

※

※

総合評価

5010001115205

8,305,200 円

※

※

最低価格

4040001016616

3,057,480 円

※

※

最低価格

8050001016181

8,198,820 円

※

※

最低価格

7010001008844

15,984,000 円

※

※

最低価格

1020001002133

5,184,000 円

※

※

最低価格

2010001095706

3,672,000 円

※

※

最低価格

日比谷ビル20F

278

セキュリティ機器からのアラート情報の
初期スクリーニング自動化ツールの構築

平成29年10月3日

平成29年10月3日

平成29年10月3日

平成30年2月28日

パノテック（株）
東京都台東区東上野1-21-8 ウィ
ズダム東上野ビル2F

5040003007083

7,965,000 円

※

※

総合評価

279

日本標準時 神戸副局用の長波標準電波モ
ニタ受信機の購入

平成29年10月3日

平成29年10月3日

平成29年10月3日

平成30年2月28日

日本通信機（株）
神奈川県大和市深見西7-4-12

4021001025699

15,120,000 円

※

※

最低価格

280

大容量光ネットワーク制御基礎評価用設
備一式

平成29年10月3日

平成29年10月3日

平成29年10月3日

平成29年11月2日

SCSK（株）
東京都江東区豊洲3-2-20

8010001074167

7,495,200 円

※

※

最低価格

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

281

NBVNにおけるネットワークインタフェー
スの割当･登録ソフトウェア

平成29年10月4日

平成29年10月4日

平成29年10月4日

平成30年2月1日

（株）トランス･ニュー･テクノロ
ジー
東京都荒川区西日暮里5-14-4 KY
ビル8F

3011501007959

4,644,000 円

※

※

総合評価

282

平成29年度 脳活動データ保存用高性能
ファイルサーバ

平成29年10月4日

平成29年10月4日

平成29年10月4日

平成30年2月28日

SCSK（株）
大阪府大阪市中央区北浜1-8-16

8010001074167

2,916,000 円

※

※

最低価格

283

7T-MRI32chコイル用両眼眼球運動計測シ
ステム

平成29年10月5日

平成29年10月5日

平成29年10月5日

平成30年2月2日

日本バイナリー（株）
東京都港区芝2-3-3 芝二丁目大門
ビル

3010401032613

7,029,720 円

※

※

最低価格

284

H29 気象データリアルタイム処理ツール
開発

平成29年10月5日

平成29年10月5日

平成29年10月5日

平成30年2月23日

（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1 世田
谷ビジネススクエア

1010901026918

3,996,000 円

※

※

総合評価

285

音声合成用アメリカ英語音声コーパス収
録作業

平成29年10月5日

平成29年10月5日

平成29年10月6日

平成30年2月28日

（株）インターグループ
大阪府大阪市北区豊崎3-20-1 イ
ンターグループビル

8120001060882

13,284,000 円

※

※

総合評価

286

平成29年度 脳活動データ及びソーシャル
データ解析用高性能計算サーバ

平成29年10月5日

平成29年10月5日

平成29年10月5日

平成30年2月28日

SCSK（株）
大阪府大阪市中央区北浜1-8-16

8010001074167

6,804,000 円

※

※

最低価格

平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成30年2月28日

キーサイト･テクノロジー合同会
社
東京都八王子市高倉町9-1

3010403011350

12,931,056 円

※

※

最低価格

287 標準時信号監視計測システム

288

日本標準時 神戸副局用の基準信号GPS受
信機の購入

平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成30年2月28日

フレックタイム（株）
茨城県つくば市花畑3-32-13

6050001024946

2,376,000 円

※

※

最低価格

289

認知社会機能評価アシスタントソフト
ウェア開発

平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成30年1月12日

（株）リエット
大阪府大阪市北区堂島2-2-26 ア
バンダント堂島505号

1120001189415

2,505,600 円

※

※

総合評価

平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成29年12月20日 東京都千代田区飯田橋1-12-7

2010001110778

3,996,000 円

※

※

最低価格

290 企画室ファイルサーバの更改

HPCテクノロジーズ（株）

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約件名

平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成30年1月4日

三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1

6010401078785

平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成30年1月4日

三井情報（株）
東京都港区愛宕2-5-1

293 データ記録システム

平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成29年12月5日

無人航空機システムを想定した2.4GHz帯
294 及び5.7GHz帯電波伝搬シミュレータのオ
ンデマンド機能の追加

平成29年10月10日

平成29年10月10日

平成29年10月10日

平成29年10月10日

平成29年10月10日

平成29年10月10日

平成29年10月11日

平成29年10月11日

平成29年10月11日

291 H29 研究及び運用で使用するPCの購入

295

理事

黒瀬

ソフトウェアによるネットワークテスト
ベッド制御基盤の構成部材の買入

H29 ASV用高速衛星通信装置向け実験用モ
デム

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

2,280,852 円

※

※

最低価格

6010401078785

11,772,000 円

※

※

最低価格

（株）HPCソリューションズ
東京都中央区日本橋大伝馬町3-2
Daiwa小伝馬町ビル1F

3010001100935

8,316,000 円

※

※

最低価格

平成30年2月28日

（株）構造計画研究所
東京都中野区本町4-38-13 日本ホ
ルスタイン会館内

7011201001655

10,918,800 円

※

※

最低価格

平成30年2月7日

アイウェーヴ（株）
東京都中央区京橋1-11-8 西銀MID
ビル4F

5010001115205

5,778,000 円

※

※

最低価格

3010001117541

4,165,560 円

※

※

最低価格

アドバンテック東洋（株）
296 電磁波･伝熱連成解析ソフトウェア

平成29年11月10日 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬
1047-1

297

H29 実験用液化ヘリウム、液化窒素、ヘ
リウムガス納入 (単価契約)

298 真空下基板加熱調整システム

299

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

292

情報通信研究機構契約担当

H29 日本語･中国語会話音声コーパスの構
築作業

300 画像アノテータの派遣

平成29年10月11日

平成29年10月11日

平成29年10月11日

平成30年3月30日

（株）三栄商会
東京都小平市喜平町1-6-37

6012701000338

5,546,340 円

※

※

最低価格

平成29年10月11日

平成29年10月11日

平成29年10月11日

平成30年1月9日

PVR
群馬県前橋市若宮町4-26-2

-

1,987,200 円

※

※

最低価格

平成29年10月11日

平成29年10月11日

平成29年10月12日

平成30年2月28日

（株）ATR-Trek
大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1

7020001079463

13,500,000 円

※

※

総合評価

平成29年10月11日

平成29年10月11日

平成29年10月18日

平成30年3月30日

パーソルテンプスタッフ（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マ
インズタワー

1011001015010

2,895,676 円

※

※

総合評価

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

契約件名

平成29年10月11日

平成29年10月11日

平成29年10月12日

平成30年2月28日

（株）ナレッジコンスタント
東京都港区南青山5-10-1 H2青山
ビルディング9F

9010001138524

平成29年10月11日

平成29年10月11日

平成29年10月16日

平成30年3月31日

マンパワーグループ（株）
石川県金沢市本町1-5-2 リファー
レ13F

303 遠隔校正座標位置測定用GNSS受信機

平成29年10月12日

平成29年10月12日

平成29年10月12日

平成30年2月28日

304 イメージスプリッティング光学システム

平成29年10月12日

平成29年10月12日

平成29年10月12日

301 H29 ストレスチェック実施業務

サイバー人材育成基盤環境の管理及び管
理ツール開発支援の派遣 1

落札率

入札方式

1,013,748 円

※

※

最低価格

5020001016039

2,986,875 円

※

※

総合評価

測位衛星技術（株）
東京都新宿区新宿6-12-5

7011101034029

2,499,660 円

※

※

最低価格

平成30年1月10日

宮野医療器（株）
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8

2140001011212

3,488,400 円

※

※

最低価格

平成30年2月9日

（株）システック 井上
長崎県長崎市稲佐町3-3

8310001000761

2,538,000 円

※

※

最低価格

9180001118220

8,478,000 円

※

※

総合評価

-

2,997,000 円

※

※

総合評価

7010001008844

5,940,000 円

※

※

総合評価

9180001075866

1,717,200 円

※

※

最低価格

5011501015290

1,728,000 円

※

※

最低価格

未来ICT研究所クリーンルーム耐震固定作
業

平成29年10月12日

平成29年10月12日

平成29年10月13日

306

H29 小型マイコン計算機データ通信アプ
リケーション開発

平成29年10月13日

平成29年10月13日

平成29年10月13日

H29 ひまわりピラミッドタイル画像作成
プログラム

平成29年10月13日

IoTデータエクスチェンジ用データ交換シ
ステム機能拡張開発

平成29年10月13日

平成29年10月13日

平成29年10月13日

平成30年2月28日

平成29年10月13日

平成29年10月13日

平成29年10月13日

平成29年12月22日 愛知県小牧市大字大草字年上坂

308

黒瀬

予定価格

305

307

理事

契約金額

（株）いのうえコンピュータサー

平成29年11月30日 ビス
愛知県一宮市森本1-9-15

戸田ペリカン事務所

平成29年10月13日

平成29年10月13日

平成29年12月22日 愛媛県松山市衣山5-1-48 サーパ
ス衣山弐番館705

（株）日立製作所
東京都品川区南大井6-23-1

サンテック（株）
309 空間位相変調器システム

5823番地

310

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

302

情報通信研究機構契約担当

平成29年度 実験およびデータ解析用計算
機

デジタルテクノロジー（株）

平成29年10月13日

平成29年10月13日

平成29年10月13日

平成29年12月12日 東京都荒川区東日暮里5-7-18 コ
スモパークビル

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

311 ホール効果測定装置

平成29年10月16日

平成29年10月16日

平成29年10月16日

平成30年2月28日

（株）東陽テクニカ
大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1

8010001051991

312 MHz帯電気定数測定用装置

平成29年10月16日

平成29年10月16日

平成29年10月16日

平成30年1月14日

キーサイト･テクノロジー合同会
社
東京都八王子市高倉町9-1

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

15,984,000 円

※

※

最低価格

3010403011350

8,497,764 円

※

※

最低価格

313

フランス語テキスト解析処理プログラム
の製作

平成29年10月16日

平成29年10月16日

平成29年10月16日

平成30年3月16日

ニューコン（株）
東京都荒川区東日暮里5-41-12

5011501008212

8,596,800 円

※

※

総合評価

314

スペイン語テキスト解析処理プログラム
の製作

平成29年10月16日

平成29年10月16日

平成29年10月16日

平成30年3月16日

ニューコン（株）
東京都荒川区東日暮里5-41-12

5011501008212

8,596,800 円

※

※

総合評価

サイバーフィジカルシステムエミュレー
315 ション基盤におけるリアルタイムデータ
収集システムの開発

平成29年10月17日

平成29年10月17日

平成29年10月17日

平成30年2月28日

西日本電信電話（株）
石川県金沢市出羽町4-1

7120001077523

11,880,000 円

※

※

総合評価

316 ホログラム記録用高出力レーザー光源

平成29年10月17日

平成29年10月17日

平成29年10月17日

平成30年1月25日

サンインスツルメント（株）
東京都品川区西五反田2-26-9 五
輪プラザビル

2010701014642

2,142,720 円

※

※

最低価格

317 蛍光顕微鏡作製用精密光学部品の調達

平成29年10月17日

平成29年10月17日

平成29年10月17日

平成29年11月28日 東京都豊島区東池袋2-23-2 いち

6013301026211

4,309,092 円

※

※

最低価格

ソーラボジャパン（株）
ご池袋イーストビル2F

318 超純水製造システム

平成29年10月17日

平成29年10月17日

平成29年10月17日

平成30年1月15日

宮野医療器（株）
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8

2140001011212

2,937,600 円

※

※

最低価格

319 アナログ信号発生器

平成29年10月17日

平成29年10月17日

平成29年10月17日

平成30年3月26日

キーサイト･テクノロジー合同会
社
東京都八王子市高倉町9-1

3010403011350

15,984,000 円

※

※

最低価格

320 超低電力無線通信シリコン集積回路

平成29年10月17日

平成29年10月17日

平成29年10月17日

平成30年1月31日

（株）エイチ･エス･ディ
埼玉県鶴ヶ島市大字藤金835-15
コスモ若葉ナチュール405号

1030001070245

13,230,000 円

※

※

最低価格

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

321 H29 多言語辞書翻訳作業

平成29年9月20日

平成29年10月17日

平成29年10月18日

平成30年2月16日

ニューコン（株）
東京都荒川区東日暮里5-41-12

5011501008212

322 通信波長帯光ビーム波面制御システム

平成29年10月18日

平成29年10月18日

平成29年10月18日

平成30年2月28日

サンテック（株）
愛知県小牧市大字大草字年上坂
5823番地

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

27,829,440 円

※

※

総合評価

9180001075866

5,062,500 円

※

※

総合評価

323

スプリアス測定装置フロントエンド増幅
器

平成29年10月18日

平成29年10月18日

平成29年10月18日

平成30年1月16日

（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1-1-6

8010001051991

7,514,640 円

※

※

最低価格

324

H29 中国語音声書き起こしおよび英中韓
辞書作成にかかる業務委託

平成29年10月18日

平成29年10月18日

平成29年10月19日

平成30年2月28日

（株）インターグループ
大阪府大阪市北区豊崎3-20-1 イ
ンターグループビル

8120001060882

12,636,000 円

※

※

総合評価

325

nanotech2018への出展に関わる会場設営･
運営等の請負業務

平成29年10月18日

平成29年10月18日

平成29年10月19日

平成30年2月28日

（株）ヒップ
東京都渋谷区代々木2-26-5-608

7011001055661

3,081,240 円

※

※

最低価格

平成29年10月18日

平成29年10月18日

平成29年10月19日

平成30年2月28日

（株）カネコ･コーポレーション
東京都北区田端新町2-24-5

5011501003072

2,706,426 円

※

※

最低価格

（株）東京インスツルメンツ
東京都江戸川区西葛西6-18-14

7011701005288

3,542,400 円

※

※

最低価格

7010001015964

3,877,200 円

※

※

最低価格

326 H29 工作設備定期点検整備作業

327

日本標準時 搬入校正システム用ユニバー
サルカウンタ

平成29年10月19日

平成29年10月19日

平成29年10月19日

平成30年1月17日

328

デモルーム用およびオペレーション用映
像表示システム更改のための機材調達

平成29年10月19日

平成29年10月19日

平成29年10月19日

平成29年12月18日 東京都千代田区神田錦町1-1

329 衛星搭載用物理乱数生成装置の製造

平成29年10月19日

平成29年10月19日

平成29年10月19日

平成30年2月28日

（有）オービタルエンジニアリン
グ
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川
1-18-19

8020002056353

3,779,136 円

※

※

総合評価

330 真空装置用排気システムポンプ保守

平成29年10月19日

平成29年10月19日

平成29年10月20日

平成30年2月28日

アルバックテクノ（株）
神奈川県茅ヶ崎市萩園2609-5

5021001006558

7,992,000 円

※

※

最低価格

国際産業技術（株）

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

（株）千代田組

331

コンテナ型データセンター非常用発電設
備1年点検

平成29年10月19日

平成29年10月19日

平成29年10月19日

平成29年12月15日 石川県金沢市上堤町1-12

332

H29 大規模脳機能計測実験のためのデー
タ解析業務の派遣

平成29年10月19日

平成29年10月19日

平成29年11月1日

平成30年3月31日

333

H29 大規模脳機能計測実験のための実験
補助業務の派遣

平成29年10月19日

平成29年10月19日

平成29年11月1日

334

汎用サイバーセキュリティデータ知能解
析フレームワークの高度化開発

平成29年10月20日

平成29年10月20日

335

GTEXデータ処理のマルチGNSS化のための
ソフトウェア制作

平成29年10月20日

336

H29-11 日本語言語･画像データベース構
築に関連する業務の派遣①

337

H29 ミリ波帯ばく露評価用アンテナの試
作

338 IRレーザーシステム

339

情報通信研究機構契約担当

H29 端末局用ハードウェアプラット
フォーム

340 仮名化リスク評価ツール作成

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

4010401098546

2,592,000 円

※

※

最低価格

（株）メディアックス
奈良県大和郡山市九条町429-6

5150001006209

10,690,164 円

※

※

総合評価

平成30年3月31日

（株）メディアックス
奈良県大和郡山市九条町429-6

5150001006209

3,017,385 円

※

※

総合評価

平成29年10月20日

平成30年2月28日

（株）クルウィット
東京都品川区北品川1-9-7 トップ
ルーム品川1015

3012401014616

9,990,000 円

※

※

総合評価

平成29年10月20日

平成29年10月20日

平成30年2月28日

三菱スペース･ソフトウェア
（株）
東京都港区浜松町2-4-1

9010401028746

7,992,000 円

※

※

総合評価

平成29年10月23日

平成29年10月23日

平成29年11月1日

平成30年3月31日

（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

2010001012743

1,614,708 円

※

※

総合評価

平成29年10月24日

平成29年10月24日

平成29年10月24日

平成30年2月21日

キーコム（株）
東京都豊島区南大塚3-40-2

7013301019486

5,184,000 円

※

※

総合評価

平成29年10月24日

平成29年10月24日

平成29年10月24日

平成30年2月21日

（株）ティー･イー･エム
東京都千代田区神田紺屋町17番地

6010001070564

3,996,000 円

※

※

最低価格

平成29年10月24日

平成29年10月24日

平成29年10月24日

平成30年1月15日

太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6

6010801006420

5,616,000 円

※

※

最低価格

平成29年10月24日

平成29年10月24日

平成29年10月24日

平成30年2月21日

NECプラットフォームズ（株）
神奈川県川崎市中原区下沼部1753

9020001066798

6,806,484 円

※

※

総合評価

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

平成29年10月24日

平成29年10月24日

平成29年10月25日

平成30年3月30日

三菱スペース･ソフトウエア
（株）
東京都港区浜松町2-4-1

9010401028746

342 低遅延転送の一次試作装置の製造

平成29年10月25日

平成29年10月25日

平成29年10月25日

平成30年2月21日

日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

343 高速スイッチング制御システム一次試作

平成29年10月25日

平成29年10月25日

平成29年10月25日

平成30年2月21日

341

情報通信研究機構契約担当

契約件名

H29 電離圏観測データベースの保守運用
作業

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

2,484,000 円

※

※

総合評価

7010401022916

14,040,000 円

※

※

最低価格

日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

12,420,000 円

※

※

最低価格

344

H29 タイ語･インドネシア語独話音声収
集･書き起こしにかかる業務委託

平成29年10月25日

平成29年10月25日

平成29年10月26日

平成30年2月28日

ニューコン（株）
東京都荒川区東日暮里5-41-12

5011501008212

38,966,400 円

※

※

総合評価

345

H29 スペイン語･フランス語独話音声収
集･書き起こしにかかる業務委託

平成29年10月25日

平成29年10月25日

平成29年10月26日

平成30年2月28日

ニューコン（株）
東京都荒川区東日暮里5-41-12

5011501008212

38,750,400 円

※

※

総合評価

346

H29 韓国語ユーザ発話入力を志向した独
話音声収集･書き起こし作業

平成29年10月25日

平成29年10月25日

平成29年10月26日

平成30年2月28日

ニューコン（株）
東京都荒川区東日暮里5-41-12

5011501008212

21,924,000 円

※

※

総合評価

347

第19回コヒーレントレーザレーダ会議作
業支援

平成29年10月25日

平成29年10月25日

平成29年10月26日

平成30年9月30日

（株）JTB東北
宮城県仙台市青葉区一番町3-7-23

3370001005314

1,462,740 円

※

※

最低価格

348 Android APKの動的解析環境の構築

平成29年10月26日

平成29年10月26日

平成29年10月26日

平成30年2月28日

（株）セキュアブレイン
東京都千代田区紀尾井町3-12 紀
尾井町ビル7F

3010001090029

7,998,480 円

※

※

総合評価

349 基地局信号処理用FPGAボード

平成29年10月26日

平成29年10月26日

平成29年10月26日

平成29年12月22日 東京都港区芝5-33-7

1010401065722

9,539,650 円

※

※

最低価格

350 順序保障機能の一次試作(FPGA)ボード

平成29年10月26日

平成29年10月26日

平成29年10月26日

平成30年2月21日

7010401022916

13,932,000 円

※

※

最低価格

（株）イー･アイ･ソル

日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約件名

平成29年10月26日

平成29年10月26日

平成29年10月26日

平成30年2月21日

日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

みんなの自動翻訳を活用した日英ポスト
エディット作業

平成29年10月26日

平成29年10月26日

平成29年10月27日

平成30年1月31日

（株）サン･フレア
東京都新宿区四谷4-7 新宿ヒロセ
ビル

353 模擬医療データ用秘密分散ソフトウェア

平成29年10月27日

平成29年10月27日

平成29年10月27日

平成30年2月28日

安全なデータ通信システム概念設計とそ
354 の実証試験の検討と検証、およびそのコ
ンサルティング

平成29年10月27日

平成29年10月27日

平成29年10月27日

351 高速･高信頼GW一次試作

352

情報通信研究機構契約担当

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

13,597,200 円

※

※

最低価格

7011101024574

8,013,600 円

※

※

総合評価

NECプラットフォームズ（株）
神奈川県川崎市中原区下沼部1753

9020001066798

12,968,143 円

※

※

総合評価

平成30年2月28日

パナソニック（株）
大阪府門真市大字門真1006番地

5120001158218

11,880,000 円

※

※

総合評価

355

Webメールシステムソフトウェアライセン
ス

平成29年10月27日

平成29年10月27日

平成29年10月27日

平成30年1月25日

（株）大塚商会
東京都千代田区飯田橋2-18-4

1010001012983

2,862,000 円

※

※

最低価格

356

H29 多言語音声処理研究開発計算機用機
器の調達

平成29年10月30日

平成29年10月30日

平成29年10月30日

平成30年1月29日

デジタルテクノロジー（株）
東京都荒川区東日暮里5-7-18

5011501015290

2,106,000 円

※

※

最低価格

357

低遅延転送ドライバーの一次試作装置の
製造

平成29年10月30日

平成29年10月30日

平成29年10月30日

平成30年2月21日

日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

14,472,000 円

※

※

最低価格

平成29年10月30日

平成29年10月30日

平成29年10月30日

平成30年2月21日

富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シ
ティセンター

1020001071491

12,960,000 円

※

※

最低価格

358 通信制御模擬実験装置

359

データフロー制御機能評価プログラム一
次試作

平成29年10月30日

平成29年10月30日

平成29年10月30日

平成30年2月21日

日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

5,400,000 円

※

※

最低価格

360

H29下期 未来ICT研究所神戸地区施設のク
リーンルーム関連運用支援作業

平成29年10月30日

平成29年10月30日

平成29年10月31日

平成30年3月31日

エヌ･ティ･ティ･アドバンステク
ノロジ（株）
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
地

9011101028202

23,760,000 円

※

※

最低価格

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成30年2月28日

日本エヌ･ユー･エス（株）
東京都新宿区西新宿7-5-25

8011101057185

362 4K反射型位相SLMキット

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成30年1月29日

光貿易（株）
東京都文京区湯島3-13-8 湯島不
二ビル301

H29 セキュリティソフトウェア検査用
363 10Gbpsアプリケーショントラフィック
ジェネレータライセンス更新について

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成30年1月31日

361

情報通信研究機構契約担当

契約件名

日本標準時 時刻認証用データの取得･公
表システム

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

12,960,000 円

※

※

総合評価

5010001013680

3,888,000 円

※

※

最低価格

日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

7,020,000 円

※

※

最低価格

364

高速切り替えスイッチ専用ドライバー一
次試作

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成30年2月21日

日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

11,556,000 円

※

※

最低価格

365

H29 QoS割り付けアルゴリズム数値解析ソ
フトウェア

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成30年2月21日

富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シ
ティセンター

1020001071491

12,798,000 円

※

※

最低価格

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成29年11月30日 東京都港区麻布十番1-5-18 カー

9010401068800

1,993,572 円

※

※

最低価格

セブンシックス（株）
366 高周波アダプタ

トブラン麻布十番7F

367 H29 情報通信インフラ機器

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成30年2月28日

デジタルテクノロジー（株）
東京都荒川区東日暮里5-7-18 コ
スモパークビル

5011501015290

6,264,000 円

※

※

最低価格

神戸電機工業（株）
兵庫県神戸市中央区相生町5-1610

8140001012056

3,553,200 円

※

※

最低価格

1010001088074

7,084,349 円

※

※

総合評価

9040001027170

1,990,440 円

※

※

最低価格

368

未来ICT研究所第一研究棟直流電源装置蓄
電池等更新作業

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成29年11月1日

平成30年2月28日

369

概念構造解析のための日英機械翻訳の評
価作業

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成29年11月1日

平成29年12月30日 東京都千代田区神田神保町3-7-1

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成29年10月31日

平成30年1月31日

370 高精度眼球運動計測システム

（株）ロゼッタ

ナモト貿易（株）
千葉県市川市南大野1-44-14

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

理事

黒瀬

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

371 Z軸ピエゾステージ

平成29年11月1日

平成29年11月1日

平成29年11月1日

平成30年2月28日

（株）オプトサイエンス
東京都新宿区内藤町1番地 内藤町
ビルディング

9011101004178

372 音声技術開発用ファイルサーバ

平成29年11月1日

平成29年11月1日

平成29年11月1日

平成30年1月15日

デジタルテクノロジー（株）
東京都荒川区東日暮里5-7-18

373 高速切り替えスイッチ装置の一次試作

平成29年11月1日

平成29年11月1日

平成29年11月1日

平成30年2月21日

374 H29 環境測定装置試作

平成29年11月1日

平成29年11月1日

平成29年11月1日

375 ミリ波信号評価装置

平成29年11月1日

平成29年11月1日

平成29年11月1日

376

情報通信研究機構契約担当

契約件名

回線品質に応じた伝送速度可変変復調装
置の試作

377 防災用備蓄品の購入

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

2,445,120 円

※

※

最低価格

5011501015290

12,957,840 円

※

※

最低価格

日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

13,500,000 円

※

※

最低価格

平成30年2月21日

富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シ
ティセンター

1020001071491

13,359,600 円

※

※

最低価格

平成29年11月1日

平成30年1月26日

（株）メビウス
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27

3020001037904

3,213,000 円

※

※

最低価格

平成29年11月1日

平成29年11月1日

平成30年2月28日

（株）モバイルテクノ
神奈川県横浜市西区みなとみらい
4-4-5

9020001070313

12,960,000 円

※

※

最低価格

平成29年11月2日

平成29年11月2日

平成29年11月2日

平成30年1月31日

トータルセキュリティSP（株）
静岡県静岡市清水区楠新田64番地

1080001000684

3,115,227 円

※

※

最低価格

378

適応的通信制御プロトコルスタック一次
試作

平成29年11月2日

平成29年11月2日

平成29年11月2日

平成30年2月21日

日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

12,960,000 円

※

※

最低価格

379

アクティブセンシング数値解析ソフト
ウェア

平成29年11月2日

平成29年11月2日

平成29年11月2日

平成30年2月21日

富士通（株）
東京都港区東新橋1-5-2 汐留シ
ティセンター

1020001071491

13,284,000 円

※

※

最低価格

H29 次期技術試験衛星の通信ミッション
380 機器の設計段階における信頼性･品質保証
に係る支援業務

平成29年11月2日

平成29年11月2日

平成29年11月3日

平成30年3月23日

HIREC（株）
神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー
12F

1050001016956

8,996,400 円

※

※

最低価格

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

381

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

産業廃棄物解体運搬処理作業(磁気シール
ドルーム等)

平成29年11月2日

平成29年11月2日

平成29年11月2日

平成30年2月28日

平成29年11月2日

平成29年11月2日

平成30年1月1日

平成32年12月31日 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

382 H29-32 x86サーバ保守

契約相手

（有）藤田工業
宮城県仙台市泉区南光台7-8-7101

エヌ･ティ･ティ･アドバンステク
ノロジ（株）

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

2020002003344

3,773,520 円

※

※

最低価格

9011101028202

2,322,000 円

※

※

最低価格

地

383 H29 共通事務パソコン保守

平成29年11月2日

平成29年11月2日

平成30年2月9日

平成31年2月8日

エヌ･ティ･ティ･アドバンステク
ノロジ（株）
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
地

9011101028202

1,328,400 円

※

※

最低価格

384

狭空間無線周波数管理プログラム一次試
作

平成29年11月7日

平成29年11月7日

平成29年11月7日

平成30年2月21日

日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

7,560,000 円

※

※

最低価格

385

ネットワークトラフィック解析技術検証
用大容量NVMe SSDサーバ

平成29年11月7日

平成29年11月7日

平成29年11月7日

平成30年2月5日

ビジュアルテクノロジー（株）
東京都台東区柳橋2-1-10

7010501029126

15,899,000 円

※

※

最低価格

386 無線干渉実験補助作業 (H29年度)

平成29年11月7日

平成29年11月7日

平成29年11月8日

平成30年2月21日

日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

5,076,000 円

※

※

最低価格

387 金属ケース

平成29年11月8日

平成29年11月8日

平成29年11月8日

平成30年1月22日

（株）フジ電科
神奈川県川崎市幸区小向西町4-20

3020001071449

2,768,040 円

※

※

最低価格

388 高速VCSEL･PDペア

平成29年11月8日

平成29年11月8日

平成29年11月8日

平成30年1月26日

アイウェーヴ（株）
東京都中央区京橋1-11-8 西銀MID
ビル4F

5010001115205

3,132,000 円

※

※

最低価格

389 可搬型通信品質評価装置

平成29年11月8日

平成29年11月8日

平成29年11月8日

平成29年12月18日 東京都渋谷区恵比寿2-11-6

3011001001660

2,597,400 円

※

※

最低価格

平成29年11月8日

平成29年11月8日

平成29年11月9日

平成30年3月20日

8021001004377

3,888,000 円

※

※

最低価格

390

泰平

超小型衛星搭載用テラヘルツミッション
部の概念検討作業

荒木電機工業（株）

（株）テクノソルバ
神奈川県藤沢市湘南台2-7-9

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

391 多感覚認知実験の環境構築業務の派遣

平成29年11月8日

平成29年11月8日

平成29年11月15日

平成30年3月31日

（株）エイジェック
大阪府大阪市北区大深町3-1 グラ
ンフロント大阪タワーB14F

3011101036128

392 化合物半導体基板

平成29年11月9日

平成29年11月9日

平成29年11月9日

平成30年2月7日

（株）エムオー産業
兵庫県芦屋市業平町6-16 芦屋
ファルファーラ201号

契約件名

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

3,538,080 円

※

※

総合評価

2140001028578

4,779,000 円

※

※

最低価格

393

H29 画像解析研究開発基盤ソフトウェア
製作

平成29年11月9日

平成29年11月9日

平成29年11月9日

平成30年2月28日

日本アルゴリズム（株）
東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャ
ロットタワー24F

5010901008937

5,346,000 円

※

※

最低価格

394

2018年 JGN回線を活用した超広帯域映像
伝送実験に関する支援業務

平成29年11月9日

平成29年11月9日

平成29年11月9日

平成30年3月23日

エヌ･ティ･ティ･コミュニケー
ションズ（株）
東京都千代田区内幸町1-1-6 日比
谷ビル

7010001064648

11,448,000 円

※

※

最低価格

395

高精度アライメント光実装モジュールの
製造

平成29年11月10日

平成29年11月10日

平成29年11月10日

平成30年2月28日

（株）オプトクエスト
埼玉県上尾市原市1335番地

6030001042561

4,212,000 円

※

※

最低価格

396

シリコン集積回路物理検証ソフトウエア
オプションのライセンス･サポート更新

平成29年11月10日

平成29年11月10日

平成29年11月10日

平成29年12月15日 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金835-15

1030001070245

9,720,000 円

※

※

最低価格

397

平成29年度 「情報バリアフリーのための
情報提供サイト」 更新ファイルの作成等

平成29年11月10日

平成29年11月10日

平成29年11月11日

平成30年2月28日

（株）綜合キャリアオプション
東京都港区浜松町2-4-1

3011001037077

1,503,900 円

※

※

総合評価

398

H29 生活支援ロボット音声対話システム
の開発

平成29年11月14日

平成29年11月14日

平成29年11月14日

平成30年3月30日

（株）セック
東京都世田谷区用賀4-10-1 世田
谷ビジネススクエア

1010901026918

5,778,000 円

※

※

総合評価

平成29年11月14日

平成29年11月14日

平成29年11月14日

平成30年2月28日

NECプラットフォームズ（株）
神奈川県川崎市中原区下沼部1753

9020001066798

2,973,358 円

※

※

総合評価

平成29年11月14日

平成29年11月14日

平成29年11月14日

平成30年2月28日

（株）ROCKETWORKS
東京都港区白金台3-18-1-3F

1010401088888

4,490,640 円

※

※

総合評価

399 小型PC向け鍵蒸留ソフトウェアの製造

400

泰平

ユーザ認証、機器認証機能を備えるデー
タ管理ソフトウェアの調査設計、製作

（株）エイチ･エス･ディ
コスモ若葉ナチュール405号

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

予定価格

落札率

入札方式

401 大手町会議室用映像装置の購入

平成29年11月14日

平成29年11月14日

平成29年11月14日

平成29年12月8日

（株）文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

6010001055730

14,364,000 円

※

※

最低価格

402 未来ICT研究所紹介ビデオの制作

平成29年11月14日

平成29年11月14日

平成29年11月15日

平成30年1月31日

（株）毎日映画社
東京都千代田区神田駿河台2-5

9010001029962

2,764,800 円

※

※

総合評価

平成29年11月14日

平成29年11月14日

平成29年11月15日

平成30年2月21日

（株）トーキンEMCエンジニアリ
ング
神奈川県川崎市高津区子母口398
番地

6020001066751

2,894,400 円

※

※

最低価格

404 MAC無線モジュール一次試作

平成29年11月15日

平成29年11月15日

平成29年11月15日

平成30年2月21日

アクロスゲートグローバルソフト
ウェア（株）
東京都葛飾区亀有2-59-7

4011801016956

9,903,600 円

※

※

最低価格

405 時刻同期モジュール一次試作

平成29年11月15日

平成29年11月15日

平成29年11月15日

平成30年2月21日

サンリツオートメイシヨン（株）
東京都町田市南成瀬4-21-6

5012301007932

6,480,000 円

※

※

最低価格

406 ドライ真空ポンプ

平成29年11月15日

平成29年11月15日

平成29年11月15日

平成30年2月28日

（株）荏原フィールドテック
神奈川県藤沢市本藤沢4-2-1

2010801001755

2,484,000 円

※

※

最低価格

407 H29 データ処理作業

平成29年11月15日

平成29年11月15日

平成29年11月16日

平成30年2月21日

富士通関西中部ネットテック
（株）
大阪府大阪市中央区城見2-2-53
大阪東京海上日動ビルディング

8120001088651

2,700,000 円

※

※

最低価格

408 機械翻訳技術開発用ファイルサーバ

平成29年11月16日

平成29年11月16日

平成29年11月16日

平成33年1月30日

日本コムシス（株）
東京都品川区東五反田2-17-1

4010701022825

10,962,000 円

※

※

最低価格

409 広帯域信号処理プラットフォーム

平成29年11月16日

平成29年11月16日

平成29年11月16日

平成30年2月28日

キーサイト･テクノロジー合同会
社
東京都八王子市高倉町9-1

3010403011350

7,668,000 円

※

※

最低価格

410 H29-H30 CENTRA3開催支援作業

平成29年11月16日

平成29年11月16日

平成29年11月17日

平成30年5月31日

（株）スリースターズ
東京都品川区大崎2-9-1-2004

3010701034581

2,419,200 円

※

※

総合評価

403

泰平

契約件名

H29 テスト項目策定のための干渉電波調
査作業請負

契約相手

法人番号

契約金額

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

情報通信研究機構契約担当

理事

黒瀬

東京都小金井市貫井北町４－２－1
契約件名

開札日

契約年月日

開始年月日

納入期限

契約相手

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

411

97棟ハロゲン化物消火設備貯蔵容器取替
え修繕

平成29年11月16日

平成29年11月16日

平成29年11月17日

平成30年3月16日

高千穂産業（株）
東京都東大和市向原4-8-39

5012801004157

3,024,000 円

※

※

最低価格

412

H29 日本語特殊拍音声データベース整備
作業

平成29年11月16日

平成29年11月16日

平成29年11月17日

平成30年2月28日

（株）インターグループ
大阪府大阪市北区豊崎3-20-1 イ
ンターグループビル

8120001060882

2,559,600 円

※

※

総合評価

413

高速物理乱数源のための乱数生成回路の
製造

平成29年11月17日

平成29年11月17日

平成29年11月17日

平成30年2月28日

（株）ワイ･デー･ケー
東京都稲城市押立1705番地

3013401002164

9,653,040 円

※

※

総合評価

414 日本標準時 汎用分配増幅器

平成29年11月21日

平成29年11月21日

平成29年11月21日

平成30年2月28日

丸文（株）
東京都中央区日本橋大伝馬町8-1

8010001057337

11,890,800 円

※

※

最低価格

415 H29 脳座標等データベース作成作業

平成29年11月21日

平成29年11月21日

平成29年11月22日

平成30年2月28日

（株）メディアックス
奈良県大和郡山市九条町429-6

5150001006209

5,508,000 円

※

※

最低価格

416

ミャンマー語単語分割テキストコーパス
作成作業

平成29年10月23日

平成29年11月21日

平成29年11月22日

平成30年2月28日

（株）インターグループ
大阪府大阪市北区豊崎3-20-1 イ
ンターグループビル

8120001060882

16,718,400 円

※

※

総合評価

417

H29 多言語(泰越尼西仏)音声書き起こし
作業

平成29年11月22日

平成29年11月22日

平成29年11月23日

平成30年2月28日

ニューコン（株）
東京都荒川区東日暮里5-41-12

5011501008212

10,994,400 円

※

※

総合評価

418

H29 生活会話タイ語等対訳コーパスの構
築作業

平成29年11月22日

平成29年11月24日

平成29年11月25日

平成30年2月28日

（株）サン･フレア
東京都新宿区四谷4-7 新宿ヒロセ
ビル

7011101024574

83,808,000 円

※

※

総合評価

平成29年11月24日

平成29年11月24日

平成29年11月25日

平成30年3月26日

（株）サン･フレア
東京都新宿区四谷4-7 新宿ヒロセ
ビル

7011101024574

25,245,000 円

※

※

総合評価

平成29年11月24日

平成29年11月24日

平成29年12月1日

平成30年3月31日

（株）神戸デジタル･ラボ
兵庫県神戸市中央区京町72番地
新クレセントビル

9140001002865

9,012,271 円

※

※

総合評価

419 有価証券報告書の頻出文の日英翻訳

420

泰平

H29 脳活動に基づく感性評価技術開発に
おける実装業務の派遣

その他

落札者公示

契約担当の氏名及び所在地

：

（物品、役務）
№

理事

黒瀬

契約年月日

開始年月日

納入期限

H29 テスト項目策定のための基礎調査作
業請負

平成29年11月27日

平成29年11月27日

平成29年11月28日

平成30年2月21日

富士通関西中部ネットテック
（株）
大阪府大阪市中央区城見2-2-53
大阪東京海上日動ビルディング

8120001088651

422 H29 接合部分設計のための調査作業請負

平成29年11月27日

平成29年11月27日

平成29年11月28日

平成30年2月21日

日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

423 3Dデータ及び衛星画像解析

平成29年11月28日

平成29年11月28日

平成29年11月28日

平成30年2月26日

日本スペースイメージング（株）
東京都中央区京橋2-2-1

契約件名

契約相手

（株）文祥堂

法人番号

契約金額

予定価格

落札率

入札方式

9,936,000 円

※

※

最低価格

7010401022916

11,907,000 円

※

※

最低価格

4010001033317

3,853,440 円

※

※

最低価格

6010001055730

14,688,000 円

※

※

最低価格

424

大手町会議室用音響及び演習支援装置の
購入

平成29年11月28日

平成29年11月28日

平成29年11月28日

平成29年12月28日 東京都中央区銀座3-4-12

425

直接検波方式ドップラー風ライダー用光
学部品

平成29年11月28日

平成29年11月28日

平成29年11月28日

平成30年3月16日

FITリーディンテックス（株）
東京都千代田区神田美倉町10番地

1010001038500

6,592,752 円

※

※

最低価格

426 数値計算およびストレージ用サーバ

平成29年11月30日

平成29年11月30日

平成29年11月30日

平成30年2月28日

（株）ファナティック
東京都千代田区五番町1-11 五番
町TMビル3F

4010001100018

13,755,960 円

※

※

最低価格

427 超高真空プロセス支援装置

平成29年11月30日

平成29年11月30日

平成29年11月30日

平成30年2月28日

PVR
群馬県前橋市若宮町4-26-2

-

2,484,000 円

※

※

最低価格

平成29年11月30日

平成29年11月30日

平成30年1月10日

平成31年12月28日 東京都品川区上大崎2-25-2 新目

4010701023352

7,399,695 円

※

※

総合評価

428

泰平

東京都小金井市貫井北町４－２－1
開札日

421

情報通信研究機構契約担当

受託研究等の経理及び各種事務に関する
支援業務の派遣

（株）シグマスタッフ

（注）予定価格及び落札率の欄の「※」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。

黒東急ビル6F

その他

