
落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

1
沖縄電磁波技術センター研究用広域イー
サーネットサービス

平成27年12月16日 平成27年12月16日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
沖縄通信ネットワーク（株）
沖縄県那覇市松山1-2-1 沖縄セ
ルラービル

10,108,800 円 ※ ※ 最低価格

2
H28-H30 脳情報通信融合研究センター定
期健康診断等の実施

平成27年12月22日 平成27年12月22日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
一般財団法人 近畿健康管理セン
ター
滋賀県大津市木下町10-10

4,424,171 円 ※ ※ 最低価格

3
沖縄電磁波技術センター昇降機設備保守
点検作業

平成27年12月22日 平成27年12月22日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
フジテック（株）
福岡県福岡市博多区綱場町4-1

1,784,592 円 ※ ※ 最低価格

4
沖縄電磁波技術センター無人観測施設警
備業務請負作業

平成27年12月22日 平成27年12月22日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
セコム琉球（株）
沖縄県那覇市久茂地1-7-1

3,541,968 円 ※ ※ 最低価格

5 大宜味大気･電波観測施設維持管理作業 平成27年12月22日 平成27年12月22日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
（株）ジャパン総合ビル管理
沖縄県那覇市港町2-7-6

4,406,400 円 ※ ※ 最低価格

6
平成28-平成30年度 鹿島宇宙技術セン
ター食堂運営業務

平成28年1月6日 平成28年1月6日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
（株）日京クリエイト
東京都品川区南大井6-16-19

7,231,680 円 ※ ※ 総合評価

7
H28 太陽風観測衛星データ受信アンテナ
システム年間保守作業

平成28年1月8日 平成28年1月8日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1-1-6

2,646,000 円 ※ ※ 最低価格

8
H28-H30 耐災害ICT研究センター建物設備
等の警備業務委託

平成28年1月8日 平成28年1月8日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
セコム（株）
東京都渋谷区神宮前1-5-1

4,976,640 円 ※ ※ 最低価格

9 H28 本部ネットワーク機器保守作業 平成28年1月13日 平成28年1月13日 平成28年4月1日 平成29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

11,005,200 円 ※ ※ 最低価格

10 H28 車両運転業務請負作業 平成28年1月13日 平成28年1月13日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
国内ロジスティクス（株）
大阪府守口市八雲東町2-82-22
大日駅前ビル3F

6,797,196 円 ※ ※ 最低価格
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11
H28 脳磁界計測装置用液体ヘリウム (吹
田MEG)

平成28年1月13日 平成28年1月13日 平成28年4月1日 平成29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

3,428,507 円 ※ ※ 最低価格

12
H28年度～H30年度 デジタル式マルチカ
ラーフローサイトメーター年間保守業務

平成28年1月13日 平成28年1月13日 平成28年4月1日 平成31年3月29日
（株）ショーエイ理化
兵庫県神戸市中央区港島南町5-
2-5

5,182,380 円 ※ ※ 最低価格

13
沖縄電磁波技術センター･無人観測施設自
家用電気工作物保安業務請負作業

平成28年1月13日 平成28年1月13日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
一般財団法人 沖縄電気保安協会
沖縄県那覇市西3-8-21

3,464,208 円 ※ ※ 最低価格

14
沖縄電磁波技術センター･無人観測施設非
常用発電機年間保守点検作業

平成28年1月13日 平成28年1月13日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
日本美装（株）
埼玉県さいたま市浦和区常盤9-
14-6

2,553,768 円 ※ ※ 最低価格

15 H28 Twitterデータ提供サービス 平成28年1月15日 平成28年1月15日 平成28年4月1日 平成29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

7,128,000 円 ※ ※ 最低価格

16 H28 本部Ｌ2コアスイッチ年間保守作業 平成28年1月15日 平成28年1月15日 平成28年4月1日 平成29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

1,782,000 円 ※ ※ 最低価格

17
H28年度 平磯太陽観測施設及び大洗テス
トフィールド管理業務請負作業

平成28年1月15日 平成28年1月15日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）アメニティ･ジャパン
茨城県水戸市元台町1527番地

1,717,200 円 ※ ※ 最低価格

18
平成28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

平成28年1月15日 平成28年1月15日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
神戸綜合速記（株）
兵庫県神戸市中央区北長狭通4-
3-8

1,468,800 円 ※ ※ 最低価格

19
情報通信研究機構本部 産業廃棄物処理作
業

平成28年1月19日 平成28年1月19日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
（株）イゾイ
東京都江戸川区東葛西1-16-3

2,886,840 円 ※ ※ 最低価格
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20
情報通信研究機構本部エレベーター設備
保守作業

平成28年1月19日 平成28年1月19日 平成28年4月1日 平成33年3月31日
（株）コムテック
東京都西東京市保谷町2-13-18

34,635,600 円 ※ ※ 最低価格

21 H28 MBE運転･保守･管理作業 平成28年1月21日 平成28年1月21日 平成28年4月1日 平成29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

14,364,000 円 ※ ※ 最低価格

22
H28-H29 ユニバーサルコミュニケーショ
ン研究所食堂運営作業

平成28年1月21日 平成28年1月21日 平成28年4月1日 平成30年3月31日
ナフス（株）
大阪府大阪市生野区巽南5-4-26

10,497,600 円 ※ ※ 総合評価

23
H28-H30 耐災害ICT研究センターネット
ワークスイッチ年間保守作業

平成28年1月21日 平成28年1月21日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
住友電設（株）
東京都港区三田3-12-15

3,369,600 円 ※ ※ 最低価格

24
H28-H30 耐災害ICT研究センターにおける
入退室管理システム保守点検作業

平成28年1月21日 平成28年1月21日 平成28年4月1日 平成31年3月31日

パナソニックESエンジニアリン
グ（株）
宮城県仙台市青葉区一番町4-1-
25

2,268,000 円 ※ ※ 最低価格

25
H28 情報通信ベンチャー支援センター運
営管理

平成28年1月22日 平成28年1月22日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
三菱UFJリサーチ&コンサルティ
ング（株）
東京都港区虎ノ門5-11-2

6,264,000 円 ※ ※ 総合評価

26
H28 ナノICT研究室 化学薬品等の供給
(単価契約)

平成28年1月22日 平成28年1月22日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
広瀬化学薬品（株）
兵庫県神戸市中央区港島中町2-
2-2

7,021,350 円 ※ ※ 最低価格

27
H28 バイオICT研究室 分子生物学実験用
資材の供給 (単価契約)

平成28年1月22日 平成28年1月22日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）ショーエイ理化
兵庫県神戸市中央区港島南町5-
2-5

9,434,167 円 ※ ※ 最低価格

28
H28 未来ICT研究所 ヘリウムガス等の供
給 (単価契約)

平成28年1月22日 平成28年1月22日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
山名總鉄酸素（株）
兵庫県明石市大観町13-10

7,408,983 円 ※ ※ 最低価格
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29 H28-H30 2号館冷温水発生機保守作業 平成28年1月22日 平成28年1月22日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
テクノ矢崎（株）
東京都八王子市千人町4-11-10

2,754,000 円 ※ ※ 最低価格

30
H28年度 音声サーバ･クライアントシステ
ムの保守、並びに運用･管理作業

平成28年1月22日 平成28年1月22日 平成28年4月1日 平成29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

11,988,000 円 ※ ※ 総合評価

31
平成28年度 情報通信研究機構本部植栽等
管理業務

平成28年1月22日 平成28年1月22日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）野崎造園
東京都東久留米市柳窪4-14-22

9,072,000 円 ※ ※ 最低価格

32
平成28年度 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28年1月22日 平成28年1月22日 平成28年4月1日 平成29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

4,838,400 円 ※ ※ 最低価格

33
平成28･29年度 未来ICT研究所食堂運営作
業

平成28年1月25日 平成28年1月25日 平成28年4月1日 平成30年3月31日
（株）ニッコクトラスト
東京都中央区日本橋堀留町2-4-3
堀留ビル

9,738,273 円 ※ ※ 総合評価

34 H28 PANDAデータ利用システム保守作業 平成28年1月26日 平成28年1月26日 平成28年4月1日 平成29年3月31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

8,208,000 円 ※ ※ 最低価格

35
H28 プレゼンテーション原稿作成支援作
業

平成28年1月26日 平成28年1月26日 平成28年4月1日 平成29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

1,137,240 円 ※ ※ 総合評価

36
H28およびH29 脳活動データ解析用スト
レージシステム全ノードの保守作業

平成28年1月26日 平成28年1月26日 平成28年4月1日 平成30年3月31日
丸紅情報システムズ（株）
東京都渋谷区渋谷3-12-18

11,070,000 円 ※ ※ 総合評価

37
平成28年度 リアドア冷却式ラック群保守
作業

平成28年1月26日 平成28年1月26日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
東亜電気工業（株）
東京都千代田区外神田5-1-4

2,721,600 円 ※ ※ 最低価格
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38 H28 展示室運営請負作業 平成28年1月27日 平成28年1月27日 平成28年4月1日 平成29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

8,748,000 円 ※ ※ 最低価格

39 H28-H30 麹町会議室運営請負 平成28年1月27日 平成28年1月27日 平成28年4月1日 平成31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

17,787,600 円 ※ ※ 最低価格

40 平成28年度 仮眠室等維持管理作業 平成28年1月27日 平成28年1月27日 平成28年4月1日 平成29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

1,730,052 円 ※ ※ 最低価格

41
H28 バイオICT研究室 細胞生物学実験用
資材の供給 (単価契約)

平成28年1月28日 平成28年1月28日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
宮野医療器（株）
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8

3,024,000 円 ※ ※ 最低価格

42
H28 バイオICT研究室 生化学実験用資材
の供給 (単価契約)

平成28年1月28日 平成28年1月28日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
広瀬化学薬品（株）
兵庫県神戸市中央区港島中町2-
2-2

11,085,660 円 ※ ※ 最低価格

43
H28 バイオICT研究室 マイクロアレイ実
験用資材の供給 (単価契約)

平成28年1月28日 平成28年1月28日 平成28年4月1日 平成29年3月31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

9,431,769 円 ※ ※ 最低価格

44 3号館吸収式冷温水機保守作業 平成28年1月29日 平成28年1月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
エヌケイ産業（株）
千葉県千葉市花見川区千種町
351-23

2,387,880 円 ※ ※ 最低価格

45 3号館空調用自動制御装置保守点検作業 平成28年1月29日 平成28年1月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
日本電技（株）
東京都墨田区両国2-10-14

9,266,400 円 ※ ※ 最低価格

46 H28-H29 NICTニュースの作成請負作業 平成28年1月29日 平成28年1月29日 平成28年4月1日 平成29年6月30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

7,273,476 円 ※ ※ 総合評価
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47
H28-H29 耐災害ICT研究センター建物設備
総合維持管理業務

平成28年1月29日 平成28年1月29日 平成28年4月1日 平成30年3月31日
太平ビルサービス（株）
宮城県仙台市青葉区花京院1-1-
20

38,880,000 円 ※ ※ 総合評価

48
H28-H29 耐災害ICT研究センターの清掃等
業務委託

平成28年1月29日 平成28年1月29日 平成28年4月1日 平成30年3月30日
太平ビルサービス（株）
宮城県仙台市青葉区花京院1-1-
20

10,368,000 円 ※ ※ 総合評価

49
情報通信研究機構本部地球温暖化対策等
に係る技術管理等業務

平成28年1月29日 平成28年1月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
日本ファシリティ･ソリューショ
ン（株）
東京都品川区大崎1-6-4

5,508,000 円 ※ ※ 最低価格

50
複合イベントデータ収集シミュレーショ
ンソフトウェアの開発

平成28年1月29日 平成28年1月29日 平成28年4月1日 平成28年8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

3,996,000 円 ※ ※ 総合評価

51
平成28-29年度 大規模スマートICTサービ
ス基盤テストベッド用インターネット回
線

平成28年1月29日 平成28年1月29日 平成28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

5,442,552 円 ※ ※ 最低価格

52

平成28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28年1月29日 平成28年1月29日 平成28年4月1日 平成29年2月28日
（株）ヒップ
東京都渋谷区代々木2-26-5-608

4,179,600 円 ※ ※ 総合評価

53 「平成28年度」 SINET移行ユーザー回線 平成28年2月1日 平成28年2月1日 平成28年4月1日 平成29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

10,530,000 円 ※ ※ 最低価格

54
H28 イベントデータウェアハウスとIoTシ
ステムの統合作業

平成28年2月1日 平成28年2月1日 平成28年4月1日 平成28年10月31日
（株）ピコラボ
東京都港区赤坂4-1-30

4,276,800 円 ※ ※ 総合評価

55
H28 イベントデータウェアハウスの事例
推定応用向け性能チューニング支援作業

平成28年2月1日 平成28年2月1日 平成28年4月1日 平成28年9月30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

5,983,200 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

56

H28年度 高機能ブロードバンドネット
ワークシステム用及び大規模エミュレー
ション基盤用ホームページの運用及びコ
ンテンツ作成作業

平成28年2月2日 平成28年2月2日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）シグマコミュニケーショ
ンズ
東京都品川区西五反田7-19-1

6,957,360 円 ※ ※ 総合評価

57
平成28年度 セキュリティ基盤検証用AP高
度通信設備(100Gモジュール)年間保守業
務

平成28年2月2日 平成28年2月2日 平成28年4月1日 平成29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

9,007,200 円 ※ ※ 最低価格

58
平成28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28年2月2日 平成28年2月2日 平成28年4月1日 平成29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

5,896,800 円 ※ ※ 最低価格

59
平成28年度 北陸StarBED技術センター建
物総合管理業務

平成28年2月2日 平成28年2月2日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）ビー･エム北陸
石川県金沢市横川6-70

2,894,400 円 ※ ※ 最低価格

60
H28-H32 特許年金支払期限管理及び代行
業務

平成28年2月3日 平成28年2月3日 平成28年4月1日 平成33年3月31日
（株）デンネマイヤー
東京都港区芝3-43-16 DNI三田ビ
ルディング7F

4,665,600 円 ※ ※ 最低価格

61 H28 先端ICTデバイスラボ用液化窒素 平成28年2月5日 平成28年2月5日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）三栄商会
東京都小平市喜平町1-6-37

12,020,400 円 ※ ※ 最低価格

62
先端ICTデバイスラボ H28年度 ISO14001
維持運用支援作業

平成28年2月5日 平成28年2月5日 平成28年4月1日 平成29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

5,875,200 円 ※ ※ 最低価格

63
H28-H29 未来ICT研究所定期健康診断等の
実施作業

平成28年2月8日 平成28年2月8日 平成28年4月1日 平成30年3月31日
一般財団法人 近畿健康管理セン
ター
滋賀県大津市木下町10-10

4,051,425 円 ※ ※ 最低価格

64
H28 情報通信研究機構出版物の梱包･発送
作業

平成28年2月9日 平成28年2月9日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
日本通運（株）
東京都立川市富士見町1-34-15

2,592,000 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

65 H28 情報通信研究機構業務用回線運用 平成28年2月10日 平成28年2月10日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
KDDI（株）
東京都新宿区西新宿2-3-2

20,131,200 円 ※ ※ 最低価格

66
H28年度 JGN-X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28年2月10日 平成28年2月10日 平成28年4月1日 平成29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

2,566,080 円 ※ ※ 最低価格

67
H28 脳磁波測定装置用液体ヘリウム補給
充填作業および保守作業 (神戸MEG)

平成28年2月12日 平成28年2月12日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
近畿エア･ウォーター（株）
兵庫県加古川市尾上町池田1908-
4

14,566,187 円 ※ ※ 最低価格

68
沖縄電磁波技術センター建物等維持管理
及び機械警備業務請負作業

平成28年2月12日 平成28年2月12日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
日本美装（株）
埼玉県さいたま市浦和区常盤9-
14-6

33,489,936 円 ※ ※ 最低価格

69 情報通信研究機構本部建物等清掃作業 平成28年2月12日 平成28年2月12日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
（株）サービスエース
東京都多摩市愛宕4-19-5 SAセン
タービル2F

105,624,000 円 ※ ※ 総合評価

70
情報通信研究機構本部 一般廃棄物運搬･
処理作業

平成28年2月16日 平成28年2月16日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
（株）田邉商店
東京都立川市一番町5-5-1

3,647,268 円 ※ ※ 最低価格

71 平成28年度 日本語研修 平成28年2月17日 平成28年2月17日 平成28年4月1日 平成29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

1,130,976 円 ※ ※ 総合評価

72 H28 研究図書管理業務請負 平成28年2月18日 平成28年2月18日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
ナカバヤシ（株）
東京都板橋区東坂下2-5-1

9,612,000 円 ※ ※ 最低価格

73 H28 納品倉庫配送作業及び付帯作業 平成28年2月19日 平成28年2月19日 平成28年4月1日 平成29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

9,013,518 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

74 H28 本部 コピー用紙購入 (単価契約) 平成28年2月19日 平成28年2月19日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
富士ゼロックス（株）
東京都港区六本木3-1-1

1,979,600 円 ※ ※ 最低価格

75 平成28年度 海外旅行保険 平成28年2月19日 平成28年2月19日 平成28年5月1日 平成29年4月30日
損害保険ジャパン日本興亜
（株）
東京都新宿区西新宿1-26-1

1,651,520 円 ※ ※ 最低価格

76
H28年度 電網検証環境構成機器年間保守
業務

平成28年2月24日 平成28年2月24日 平成28年4月1日 平成29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

6,037,200 円 ※ ※ 最低価格

77 CRYPTRECシンポジウム2016開催運営作業 平成28年2月26日 平成28年2月26日 平成28年4月1日 平成28年8月31日
（株）ディーワークス
東京都台東区柳橋1-5-8 DKK柳橋
ビル3F

2,127,600 円 ※ ※ 総合評価

78 H28 小型衛星光学観測支援作業 平成28年2月26日 平成28年2月26日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）シーケル
茨城県水戸市千波町733-1

3,054,240 円 ※ ※ 最低価格

79
H28 情報システム運用のための総合サー
ビス業務

平成28年2月17日 平成28年2月29日 平成28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

399,600,000 円 ※ ※ 総合評価

80
情報通信研究機構本部 産業廃棄物収集運
搬作業

平成28年3月1日 平成28年3月1日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
（株）イゾイ
東京都江戸川区東葛西1-16-3

4,374,000 円 ※ ※ 最低価格

81 H28 StarBED運用監視業務 平成28年3月2日 平成28年3月2日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
NTTビジネスソリューションズ
（株）
石川県金沢市増泉1-43-1

22,140,000 円 ※ ※ 総合評価

82
H28 情報通信研究機構けいはんな事業所
建物等総合維持管理業務請負

平成28年3月2日 平成28年3月2日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
タクミサービス
京都府京都市左京区下鴨宮崎町
1-26

44,118,000 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

83
平成28年度 情報通信研究機構車両に係る
自動車保険

平成28年3月8日 平成28年3月8日 平成28年4月1日 平成29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

1,592,900 円 ※ ※ 最低価格

84 H28 オープンラボ等実験用回線運用作業 平成28年3月10日 平成28年3月10日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）KCN京都
京都府相楽郡精華町光台7-11

1,476,144 円 ※ ※ 最低価格

85
H28 NICTサイエンスクラウドネットワー
ク運用作業

平成28年3月11日 平成28年3月11日 平成28年4月1日 平成29年3月31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

6,512,400 円 ※ ※ 総合評価

86 H28 セキュリティ管理運用業務 平成28年3月11日 平成28年3月11日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）ラック
東京都千代田区平河町2-16-1

49,210,200 円 ※ ※ 総合評価

87
H28 多言語音声処理研究開発用計算機シ
ステム及びネットワークの運用・管理作
業

平成28年3月11日 平成28年3月11日 平成28年4月1日 平成29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

20,520,000 円 ※ ※ 総合評価

88
H28-H29 未来ICT研究所産業廃棄物処分作
業

平成28年3月11日 平成28年3月11日 平成28年4月1日 平成30年3月31日
アサヒプリテック（株）
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21
番地

4,605,876 円 ※ ※ 最低価格

89
H28 CPCI付 Web of Science 文献引用検
索

平成28年3月15日 平成28年3月15日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
ユサコ（株）
東京都港区東麻布2-17-12

15,000,000 円 ※ ※ 最低価格

90
H28 先端ICTデバイスラボ施設の運営管理
支援作業

平成28年3月15日 平成28年3月15日 平成28年4月1日 平成29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

47,304,000 円 ※ ※ 最低価格

91
H28 光･電子デバイスプロセス装置管理運
用作業の業務委託

平成28年3月15日 平成28年3月15日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
アルバックテクノ（株）
神奈川県茅ヶ崎市萩園2609-5

41,446,080 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

92
H28、H29 NICT未来ICT研究所設備管理業
務

平成28年3月15日 平成28年3月15日 平成28年4月1日 平成30年3月31日
タクミサービス
京都府京都市左京区下鴨宮崎町
1-26

154,224,000 円 ※ ※ 総合評価

93
H28-H30 鹿島宇宙技術センター建物等総
合維持管理委託業務

平成28年3月16日 平成28年3月16日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
東京互光（株）
東京都中央区京橋2-7-14 ビュ
レックス京橋3F

97,200,000 円 ※ ※ 最低価格

94
H28 脳ビッグデータの作成･解析環境の構
築およびデータ収集作業

平成28年3月18日 平成28年3月18日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
SCSK（株）
東京都江東区豊洲3-2-20

25,920,000 円 ※ ※ 総合評価

95 H28 本部 事務用消耗品購入 (単価契約) 平成28年3月18日 平成28年3月18日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）竹宝商会
東京都新宿区高田馬場1-26-12

2,698,066 円 ※ ※ 最低価格

96
H28 宇宙天気ニーズ調査、ハザードマッ
プ作成および附帯作業

平成28年3月18日 平成28年3月18日 平成28年4月1日 平成28年8月31日
宇宙技術開発（株）
東京都中野区中野5-62-1

6,588,000 円 ※ ※ 総合評価

97 平成28年度 契約室･経理室支援業務 平成28年3月18日 平成28年3月18日 平成28年5月2日 平成29年4月28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

10,663,002 円 ※ ※ 最低価格

98
情報通信研究機構本部建物設備維持管理
等請負作業

平成28年3月18日 平成28年3月18日 平成28年4月1日 平成33年3月31日

日東カストディアル･サービス
（株）
東京都立川市曙町2-31-15 日住
金立川ビル4F

654,912,000 円 ※ ※ 総合評価

99 H28 宇宙天気予報に関する業務委託 平成28年3月22日 平成28年3月22日 平成28年4月1日 平成29年3月31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

26,460,000 円 ※ ※ 最低価格

100
平成28年度 セキュリティ基盤検証用AP高
度通信設備(北陸)年間保守業務

平成28年3月22日 平成28年3月22日 平成28年4月1日 平成29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

13,824,000 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

101
「平成28年度」 RISEの設定･管理運用作
業

平成28年3月23日 平成28年3月23日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

43,027,200 円 ※ ※ 総合評価

102
H28 けいはんな実験ネットワーク等運用
管理保守およびユーザサポート業務

平成28年3月23日 平成28年3月23日 平成28年4月1日 平成29年3月31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

43,200,000 円 ※ ※ 総合評価

103
H28およびH29 脳情報通信研究のための脳
計測装置運用支援作業 (一部単価契約)

平成28年3月23日 平成28年3月23日 平成28年4月1日 平成30年3月31日
（株）ATR-Promotions
京都府相楽郡精華町光台2-2-2

167,961,600 円 ※ ※ 総合評価

104
「平成28年度」 高機能ブロードバンド
ネットワークテストベッド回線 （日米回
線）

平成28年3月24日 平成28年3月24日 平成28年6月1日 平成29年3月31日
KDDI（株）
東京都新宿区西新宿2-3-2

39,960,000 円 ※ ※ 総合評価

105
「平成28年度」 高機能ブロードバンド
ネットワークテストベッド回線 （香港-
シンガポール-タイ回線）

平成28年3月24日 平成28年3月24日 平成28年6月1日 平成29年3月31日
KDDI（株）
東京都新宿区西新宿2-3-2

99,920,520 円 ※ ※ 総合評価

106
「平成28年度-平成29年度」 高機能ブ
ロードバンドネットワークテストベッド
回線 （コア区間）

平成28年3月24日 平成28年3月24日 平成28年6月1日 平成30年3月31日

アルテリア･ネットワークス
（株）
東京都港区芝浦4-2-8 住友不動
産三田ツインビル東館

384,912,000 円 ※ ※ 総合評価

107
「平成28年度-平成29年度」 高機能ブ
ロードバンドネットワークテストベッド
回線 （光テストベッド回線）

平成28年3月24日 平成28年3月24日 平成28年6月1日 平成30年3月31日
（株）TOKAIコミュニケーション
ズ
東京都港区海岸1-9-1

128,707,920 円 ※ ※ 総合評価

108 H28年度 JGN-X海外設置機器保守作業 平成28年3月25日 平成28年3月25日 平成28年4月1日 平成29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

69,012,000 円 ※ ※ 最低価格

109 H28年度 JGN-X基幹ルータ等機器保守作業 平成28年3月25日 平成28年3月25日 平成28年4月1日 平成29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

43,026,120 円 ※ ※ 最低価格
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契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平
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110 H28年度 JGN-X機器保守作業 平成28年3月25日 平成28年3月25日 平成28年4月1日 平成29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

46,926,000 円 ※ ※ 最低価格

111 H28年度 JGN-Xストレージ等機器保守作業 平成28年3月25日 平成28年3月25日 平成28年4月1日 平成29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

84,618,000 円 ※ ※ 最低価格

112 H28年度 JGN-X接続拠点等機器保守作業 平成28年3月25日 平成28年3月25日 平成28年4月1日 平成29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

54,000,000 円 ※ ※ 最低価格

113
H28年度 JGN-Xネットワーク仮想化機器保
守作業

平成28年3月25日 平成28年3月25日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

24,883,200 円 ※ ※ 最低価格

114
情報通信研究機構年報(平成27年度)の作
成請負作業

平成28年3月25日 平成28年3月25日 平成28年4月1日 平成28年10月14日
（株）アドマス
東京都港区南青山6-12-3 南青山
ユニハイツ302

1,836,000 円 ※ ※ 最低価格

115
「平成28-29年度」 高機能ブロードバン
ドネットワークテストベッド回線 （NICT
西日本回線）

平成28年3月28日 平成28年3月28日 平成28年7月1日 平成30年3月31日

アルテリア･ネットワークス
（株）
東京都港区芝浦4-2-8 住友不動
産三田ツインビル東館

58,741,200 円 ※ ※ 総合評価

116
「平成28-29年度」 高機能ブロードバン
ドネットワークテストベッド回線 （NICT
東日本回線）

平成28年3月28日 平成28年3月28日 平成28年7月1日 平成30年3月31日

アルテリア･ネットワークス
（株）
東京都港区芝浦4-2-8 住友不動
産三田ツインビル東館

51,483,600 円 ※ ※ 総合評価

117
H28年度 StarBED年間保守業務 (運用設
備)

平成28年3月28日 平成28年3月28日 平成28年4月1日 平成29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

17,809,200 円 ※ ※ 最低価格

118
H28年度 StarBED年間保守業務 (グループ
I-M)

平成28年3月28日 平成28年3月28日 平成28年4月1日 平成29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

29,689,200 円 ※ ※ 最低価格
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119
H28年度 StarBED年間保守業務 (グループ
N)

平成28年3月28日 平成28年3月28日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
ネットワンシステムズ（株）
東京都千代田区丸の内2-7-2 JP
タワー

25,920,000 円 ※ ※ 最低価格

120
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28年2月24日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
WDBエウレカ（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2

6,930,360 円 ※ ※ 総合評価

121
H28 イベント情報統合分析システムの運
用管理及び開発支援作業の派遣

平成28年2月24日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

12,970,692 円 ※ ※ 総合評価

122
H28 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28年2月29日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

15,080,774 円 ※ ※ 総合評価

123
H28 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28年2月17日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

1,147,089 円 ※ ※ 総合評価

124
H28 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28年2月17日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
WDB（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2

3,073,593 円 ※ ※ 総合評価

125
H28 先進的翻訳技術研究室研究支援業務
の派遣 (1)

平成28年2月15日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

2,847,312 円 ※ ※ 総合評価

126
H28 先進的翻訳技術研究室研究支援業務
の派遣 (2)

平成28年2月15日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

2,052,864 円 ※ ※ 総合評価

127
H28 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28年3月3日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

12,496,680 円 ※ ※ 総合評価
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128
H28 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28年2月15日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

3,479,760 円 ※ ※ 総合評価

129
H28 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28年2月19日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

3,711,420 円 ※ ※ 総合評価

130
H28 日英中自動翻訳に関する翻訳業務の
派遣

平成28年2月15日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）KOSMO
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-
2-3 EDGE心斎橋ビル6F

5,291,568 円 ※ ※ 総合評価

131
H28 ブレインマシンインタフェースシス
テム開発研究に関する業務の派遣

平成28年2月17日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
WDB（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2

4,773,168 円 ※ ※ 総合評価

132
H28 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28年2月29日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

14,601,254 円 ※ ※ 総合評価

133
H28 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28年2月23日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

3,595,752 円 ※ ※ 総合評価

134
H28 音声認識研究開発プログラミング作
業者の派遣

平成28年2月16日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

12,006,144 円 ※ ※ 総合評価

135 H28 研究資料作成等支援業務の派遣 2 平成28年2月23日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

4,029,069 円 ※ ※ 総合評価

136
H28 多言語音声認識モデルの開発作業者
の派遣

平成28年2月16日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

24,012,288 円 ※ ※ 総合評価
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137
H28 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28年2月19日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）ベストシステムズ
茨城県つくば市二の宮1-2-2

10,160,640 円 ※ ※ 総合評価

138
H28～H30 未来ICT研究所会計業務等の
チーム派遣

平成28年2月24日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
WDB（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2

35,516,880 円 ※ ※ 総合評価

139 H28～H30 役員等秘書業務の派遣 1 平成28年2月19日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

11,992,536 円 ※ ※ 総合評価

140 H28～H30 役員等秘書業務の派遣 2 平成28年2月19日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

11,992,536 円 ※ ※ 総合評価

141
H28-29 研究室Web企画･製作･管理業務お
よび支援業務の派遣

平成28年2月19日 平成28年3月29日 平成28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

8,718,710 円 ※ ※ 総合評価

142 H28-29 研究室の研究支援業務の派遣 平成28年2月19日 平成28年3月29日 平成28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

7,547,385 円 ※ ※ 総合評価

143
H28-29 大規模スマートICTサービス基盤
テストベッドの運用に関する派遣

平成28年2月29日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成30年3月31日
アンドール（株）
東京都中央区日本橋本町4-8-14

16,148,160 円 ※ ※ 総合評価

144
H28-H30 沖縄センター広報活動及び展示
室の維持管理に関わる派遣

平成28年2月15日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

9,082,368 円 ※ ※ 総合評価

145
H28-H30 沖縄電磁波技術センターリモー
トセンシング技術開発に関するデータ
ベース構築等技術支援業務の派遣

平成28年2月15日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

8,514,720 円 ※ ※ 総合評価
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146
H28-H30 研究開発支援業務(海外折衝業
務)のための派遣

平成28年3月2日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

11,220,768 円 ※ ※ 総合評価

147
H28-H30 生体EMCに関する研究支援業務の
派遣 (1)

平成28年2月17日 平成28年3月29日 平成28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

9,622,800 円 ※ ※ 総合評価

148
H28-H30 生体EMCに関する研究支援業務の
派遣 (2)

平成28年2月17日 平成28年3月29日 平成28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

8,969,616 円 ※ ※ 総合評価

149
H28-H30 センシングシステム技術研究開
発に関わる研究支援等業務の派遣

平成28年2月19日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

16,831,152 円 ※ ※ 総合評価

150
H28-H30 未来ICT研究所企画室の研究支援
業務の派遣

平成28年2月24日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
戦力エージェント（株）
東京都新宿区新宿1-4-11 御苑一
丁目ビル

5,951,750 円 ※ ※ 総合評価

151 H28-H30 未来ICT研究所受付業務等の派遣 平成28年2月24日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
WDB（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2

24,848,208 円 ※ ※ 総合評価

152
H28年度 衛星プロジェクト推進に関する
管理支援業務の派遣

平成28年2月23日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）パソナ
茨城県鹿嶋市鉢形台2-1-3

3,053,635 円 ※ ※ 総合評価

153
NICT Webページ運営業務及び情報機器操
作作業等の派遣

平成28年3月7日 平成28年3月29日 平成28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

13,623,552 円 ※ ※ 総合評価

154
WDSおよび統合ビッグデータ研究センター
の支援業務の派遣

平成28年3月9日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

27,410,400 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示
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155
暗号技術に関する研究に係る支援業務の
派遣

平成28年2月25日 平成28年3月29日 平成28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

14,955,969 円 ※ ※ 総合評価

156
委託研究経理検査等に関する支援業務の
派遣 (No.1)

平成28年3月2日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

4,147,200 円 ※ ※ 総合評価

157
委託研究経理検査等に関する支援業務の
派遣 (No.2)

平成28年3月2日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

4,665,600 円 ※ ※ 総合評価

158
委託研究推進のための支援業務の派遣
(No.1)

平成28年3月2日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

3,811,276 円 ※ ※ 総合評価

159
委託研究推進のための支援業務の派遣
(No.2)

平成28年3月2日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

3,898,368 円 ※ ※ 総合評価

160
委託研究推進のための支援業務の派遣
(No.3)

平成28年3月2日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

3,707,596 円 ※ ※ 総合評価

161
衛星通信に関する資料作成等支援業務の
派遣

平成28年2月23日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

14,992,128 円 ※ ※ 総合評価

162
音声合成システム開発に関する業務の派
遣

平成28年3月1日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

9,735,940 円 ※ ※ 総合評価

163
音声コミュニケーションサーバ開発に関
する業務の派遣

平成28年3月1日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

13,860,720 円 ※ ※ 総合評価
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164
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28年3月1日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

13,413,600 円 ※ ※ 総合評価

165
音声認識システム開発に関する業務の派
遣

平成28年3月1日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

16,744,579 円 ※ ※ 総合評価

166 音声翻訳サーバ開発に関する業務の派遣 平成28年3月1日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

16,711,012 円 ※ ※ 総合評価

167
音声翻訳システム開発に関する業務の派
遣

平成28年3月1日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

9,735,940 円 ※ ※ 総合評価

168
外部資金研究開発および実験設備管理に
関連する支援業務の派遣

平成28年3月2日 平成28年3月29日 平成28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

9,075,602 円 ※ ※ 総合評価

169
革新的ネットワーク分野の研究運営等支
援のための派遣

平成28年3月8日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

12,064,464 円 ※ ※ 総合評価

170
グローバル推進部門の部門長秘書業務及
び国際研究推進業務の派遣

平成28年3月3日 平成28年3月29日 平成28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

11,920,219 円 ※ ※ 総合評価

171
経営企画部評価室における評価の実施に
関する業務の派遣

平成28年2月15日 平成28年3月29日 平成28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

11,135,232 円 ※ ※ 総合評価

172
研究開発および関連業務の技術的支援業
務の派遣

平成28年3月8日 平成28年3月29日 平成28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

12,458,085 円 ※ ※ 総合評価
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173 研究開発業務支援の派遣 平成28年3月9日 平成28年3月29日 平成28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

9,953,280 円 ※ ※ 総合評価

174
研究開発支援業務(海外折衝業務)のため
の派遣

平成28年3月8日 平成28年3月29日 平成28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

11,842,225 円 ※ ※ 総合評価

175
研究開発支援業務(技術的業務)のための
派遣

平成28年3月8日 平成28年3月29日 平成28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

11,669,598 円 ※ ※ 総合評価

176
研究開発成果展開業務に係る支援業務の
派遣

平成28年3月28日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

12,655,440 円 ※ ※ 総合評価

177
研究開発テストベッドネットワークの支
援業務(資産管理)の派遣

平成28年3月22日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成30年3月31日
テンブロス（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿
マインズタワー7F

10,865,664 円 ※ ※ 総合評価

178
研究開発テストベッドネットワークの支
援業務(資産管理及び本部庶務業務)の派
遣

平成28年3月22日 平成28年3月29日 平成28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

7,633,440 円 ※ ※ 総合評価

179
研究開発テストベッドネットワークの支
援業務(事務局運営･企画業務)の派遣

平成28年3月22日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成30年3月31日
テンブロス（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿
マインズタワー7F

10,160,640 円 ※ ※ 総合評価

180
研究開発テストベッドネットワークの支
援業務(資料作成及び翻訳)の派遣

平成28年3月22日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成30年3月31日
テンブロス（株）
東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿
マインズタワー7F

9,538,560 円 ※ ※ 総合評価

181
研究開発テストベッドネットワークの支
援業務(推進センター長支援業務)の派遣

平成28年3月22日 平成28年3月29日 平成28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

10,401,177 円 ※ ※ 総合評価
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182
研究開発テストベッドネットワークの支
援業務(調達管理支援･予算管理支援)の派
遣

平成28年3月22日 平成28年3月29日 平成28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

7,127,222 円 ※ ※ 総合評価

183
研究開発用サーバー等の維持管理に関す
る派遣

平成28年3月22日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成30年3月31日
（株）ベストシステムズ
茨城県つくば市二の宮1-2-2

21,546,000 円 ※ ※ 総合評価

184 研究所庶務支援の派遣 平成28年3月3日 平成28年3月29日 平成28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

8,678,016 円 ※ ※ 総合評価

185 研究所長秘書業務等の派遣 平成28年3月3日 平成28年3月29日 平成28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

10,305,144 円 ※ ※ 総合評価

186 広報資料作成業務の派遣 平成28年3月23日 平成28年3月29日 平成28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

7,838,208 円 ※ ※ 総合評価

187 国際標準化推進に係る支援業務の派遣 平成28年3月3日 平成28年3月29日 平成28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

11,754,396 円 ※ ※ 総合評価

188
コミュニケーションアプリ開発に関する
業務の派遣

平成28年3月1日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

16,073,899 円 ※ ※ 総合評価

189
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

平成28年2月29日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

4,062,960 円 ※ ※ 総合評価

190 サイバー攻撃対策に係る管理業務の派遣 平成28年3月8日 平成28年3月29日 平成28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

9,086,256 円 ※ ※ 総合評価
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191
サイバーセキュリティ技術に関する研究
開発のためのソフトウエア開発及び技術
支援の派遣

平成28年2月25日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
（株）インテリジェンス
東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿
三井ビルディング51F

31,415,040 円 ※ ※ 総合評価

192
サイバーセキュリティ研究運営支援、機
構内連携業務の派遣

平成28年2月25日 平成28年3月29日 平成28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

10,691,377 円 ※ ※ 総合評価

193
サイバーセキュリティ研究室運営支援業
務の派遣

平成28年2月25日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

9,527,544 円 ※ ※ 総合評価

194
サイバーセキュリティ研究所企画室研究
支援業務の派遣

平成28年2月25日 平成28年3月29日 平成28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

10,719,216 円 ※ ※ 総合評価

195
サイバーセキュリティ研究のための支援
業務の派遣

平成28年3月28日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
（株）パソナ
東京都千代田区丸の内1-5-1

11,870,841 円 ※ ※ 総合評価

196
サイバーセキュリティ研究所長秘書及び
企画室研究支援業務の派遣

平成28年2月25日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

11,881,728 円 ※ ※ 総合評価

197
時空計測技術の研究開発における支援業
務の派遣

平成28年2月26日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
（株）リンクトゥモロー
東京都千代田区神田須田町2-19-
6 D2ビル4F

7,922,577 円 ※ ※ 総合評価

198 時空標準研究室運営支援業務の派遣 平成28年2月26日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

9,286,254 円 ※ ※ 総合評価

199
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28年3月1日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

6,455,168 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

200
次世代音声翻訳アプリ開発に関する業務
の派遣

平成28年3月1日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

15,202,080 円 ※ ※ 総合評価

201
次世代時空計測技術研究開発の鹿嶋にお
ける支援業務の派遣

平成28年2月26日 平成28年3月29日 平成28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

9,109,584 円 ※ ※ 総合評価

202
次世代時空計測技術研究の鹿嶋における
観測システムの開発･保守及び観測補助作
業の派遣

平成28年2月26日 平成28年3月29日 平成28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

13,356,057 円 ※ ※ 総合評価

203
次世代時空計測技術研究のための計算機
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28年2月26日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

4,353,523 円 ※ ※ 総合評価

204
社会知解析システムのインターネット公
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28年2月22日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

14,385,600 円 ※ ※ 総合評価

205
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28年2月26日 平成28年3月29日 平成28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

5,390,945 円 ※ ※ 総合評価

206
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28年3月7日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

7,260,062 円 ※ ※ 総合評価

207
受託研究等の推進に関する支援業務の派
遣

平成28年3月7日 平成28年3月29日 平成28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

7,177,248 円 ※ ※ 総合評価

208
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28年3月7日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

1,918,382 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

209
神経信号デコーディングのためのプログ
ラミング、データ解析及び実験業務の派
遣

平成28年2月17日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
WDB（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2

5,930,496 円 ※ ※ 総合評価

210
生体試料を用いた生体物性計測の研究開
発業務の派遣

平成28年2月24日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
WDB（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2

14,989,406 円 ※ ※ 総合評価

211
生体物性計測における培養、試料作成、
活性測定などの研究開発業務の派遣

平成28年2月24日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
戦力エージェント（株）
東京都新宿区新宿1-4-11 御苑一
丁目ビル

10,876,680 円 ※ ※ 総合評価

212 先進的音声技術研究室業務の派遣 平成28年2月16日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

4,113,504 円 ※ ※ 総合評価

213
先進的音声翻訳研究開発推進センター企
画室業務の派遣

平成28年2月17日 平成28年3月29日 平成28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

10,544,256 円 ※ ※ 総合評価

214
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28年2月22日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

16,279,574 円 ※ ※ 総合評価

215 多言語音声コーパス整備支援業務の派遣 平成28年2月16日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

7,530,278 円 ※ ※ 総合評価

216 建物等図面CAD業務の派遣 平成28年2月15日 平成28年3月29日 平成28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

11,010,816 円 ※ ※ 総合評価

217
多言語音声処理研究開発における研究支
援業務の派遣

平成28年2月16日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

9,458,661 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

218
超高周波光源技術等の研究開発のための
支援業務の派遣

平成28年2月17日 平成28年3月29日 平成28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

13,625,690 円 ※ ※ 総合評価

219
超高周波無線通信基盤技術の研究開発の
ための支援業務の派遣

平成28年2月19日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
（株）パソナ
東京都千代田区丸の内1-5-1

13,703,256 円 ※ ※ 総合評価

220
超高速光波デバイス研究開発および実験
設備管理と連携研究業務支援の派遣

平成28年3月2日 平成28年3月29日 平成28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

9,075,602 円 ※ ※ 総合評価

221
超高速光波デバイス研究･技術移転業務支
援の派遣

平成28年3月2日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
（株）コスモス
東京都千代田区西神田1-4-5 東
光電気工事ビル2F

13,716,864 円 ※ ※ 総合評価

222 長波局運用に関わる支援業務の派遣 平成28年2月26日 平成28年3月29日 平成28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

7,020,172 円 ※ ※ 総合評価

223
データ駆動知能システム研究センターア
シスタントの派遣

平成28年2月22日 平成28年3月29日 平成28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

12,742,920 円 ※ ※ 総合評価

224
デプロイメント推進部門業務に係る支援
業務の派遣

平成28年2月23日 平成28年3月29日 平成28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

6,065,280 円 ※ ※ 総合評価

225
電磁波センシング基盤技術に係る研究開
発支援業務の派遣

平成28年2月29日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

13,740,192 円 ※ ※ 総合評価

226
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28年2月22日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

12,830,400 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示
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227
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28年2月22日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

28,440,720 円 ※ ※ 総合評価

228
日本標準時定常業務に関する技術支援の
派遣

平成28年2月26日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

11,483,596 円 ※ ※ 総合評価

229
日本標準時の維持運用における支援業務
の派遣

平成28年2月26日 平成28年3月29日 平成28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

7,968,844 円 ※ ※ 総合評価

230
光衛星通信研究資料作成等支援業務のた
めの派遣

平成28年2月23日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
アデコ（株）
東京都港区南青山1-15-9 第45興
和ビル

13,056,876 円 ※ ※ 総合評価

231
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28年3月23日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

2,315,174 円 ※ ※ 総合評価

232
ビッグデータ利活用研究室アシスタント
業務の派遣

平成28年2月22日 平成28年3月29日 平成28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

12,947,040 円 ※ ※ 総合評価

233
ビッグデータ分析オブジェクトSaPOを用
いた社会知解析システムの開発業務の派
遣

平成28年2月22日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

24,767,078 円 ※ ※ 総合評価

234
標準時公表業務等における支援業務の派
遣

平成28年2月26日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

7,171,960 円 ※ ※ 総合評価

235
深紫外光ICTデバイス研究支援業務等の派
遣

平成28年2月24日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
WDB（株）
東京都千代田区丸の内2-3-2

3,991,680 円 ※ ※ 総合評価
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236
部門長秘書及び連携研究の推進に係る支
援業務の派遣

平成28年2月19日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

3,815,424 円 ※ ※ 総合評価

237
プライバシー保護技術に関する研究に係
る支援業務の派遣

平成28年2月25日 平成28年3月29日 平成28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

12,608,784 円 ※ ※ 総合評価

238
マルウェア高度検知技術の研究開発環境
及び情報システム構築支援の派遣

平成28年2月25日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31年3月31日
（株）インテリジェンス
東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿
三井ビルディング51F

25,820,985 円 ※ ※ 総合評価

239 無線測定器較正に係る業務の派遣 平成28年2月17日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

2,180,649 円 ※ ※ 総合評価

240
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28年2月22日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

3,402,000 円 ※ ※ 総合評価

241
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28年2月22日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）伸榮
大阪府大阪市北区東天満2-10-14

4,399,272 円 ※ ※ 総合評価

242
量子ICT先端開発センター研究開発技術支
援の派遣

平成28年3月9日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

4,080,844 円 ※ ※ 総合評価

243 量子ICT先端開発センター支援業務の派遣 平成28年3月9日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

3,375,820 円 ※ ※ 総合評価

244 連携研究の推進に係る支援業務の派遣 平成28年2月19日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

3,645,388 円 ※ ※ 総合評価
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245
海洋ブロードバンド衛星通信システムの
研究開発に関する支援業務の派遣

平成28年2月23日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成31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

12,927,600 円 ※ ※ 総合評価

246 研究資料作成等支援業務の派遣 平成28年2月23日 平成28年3月29日 平成28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

12,720,758 円 ※ ※ 総合評価

247 国際研究推進業務の派遣 平成28年3月3日 平成28年3月29日 平成28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

26,604,806 円 ※ ※ 総合評価

248
次期衛星通信システムの研究開発に関す
る支援業務の派遣

平成28年2月23日 平成28年3月29日 平成28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

13,056,876 円 ※ ※ 総合評価

249 出版業務支援作業の派遣 平成28年3月7日 平成28年3月29日 平成28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

13,436,928 円 ※ ※ 総合評価

250
新たな識別子に基づく情報流通基盤技術
の研究開発支援業務のための派遣

平成28年2月29日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）パソナ
東京都千代田区丸の内1-5-1

3,344,976 円 ※ ※ 総合評価

251
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28年2月16日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）伸榮
大阪府大阪市北区東天満2-10-14

7,282,548 円 ※ ※ 総合評価

252
多言語音声システムおよびユーザーイン
ターフェース開発作業の派遣

平成28年2月16日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

13,436,280 円 ※ ※ 総合評価

253
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28年2月16日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

10,552,032 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

254
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28年2月16日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

7,757,467 円 ※ ※ 総合評価

255
多言語音声対話システムの改修･開発作業
の派遣

平成28年2月16日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

13,812,120 円 ※ ※ 総合評価

256
大規模スマートICTサービス基盤テスト
ベッド運用支援業務のための派遣

平成28年2月29日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

4,230,079 円 ※ ※ 総合評価

257
北陸StarBED技術センター運営支援業務の
派遣

平成28年3月22日 平成28年3月29日 平成28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

7,464,960 円 ※ ※ 総合評価

258
未来ICT研究所企画室研究等支援業務の派
遣

平成28年3月7日 平成28年3月29日 平成28年4月1日 平成29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

4,520,448 円 ※ ※ 総合評価

259 H28～H32 火災保険契約 平成28年3月30日 平成28年3月30日 平成28年4月1日 平成33年3月31日
損害保険ジャパン日本興亜
（株）
東京都新宿区西新宿1-26-1

94,978,000 円 ※ ※ 最低価格

260 H28年度 JGN-X海外網運用監視作業 平成28年3月30日 平成28年3月30日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
KDDI（株）
東京都新宿区西新宿2-3-2

174,960,000 円 ※ ※ 総合評価

261 H28年度 JGN-X国内網運用監視作業 平成28年3月30日 平成28年3月30日 平成28年4月1日 平成29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

349,920,000 円 ※ ※ 総合評価

262 国際会議 (WPMC2016) 開催支援作業 平成28年3月31日 平成28年3月31日 平成28年4月1日 平成29年2月28日

（株）インターナショナルラン
ゲージアンドカルチャーセン
ター
東京都新宿区左門町13-5 左門町
パクスビル2F

4,166,994 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平
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№ 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

263
国立研究開発法人情報通信研究機構北陸
StarBED技術センターで使用する電力需給
契約

平成28年2月5日 平成28年3月31日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
北陸電力（株）
石川県小松市栄町25-1

90,375,590 円 ※ ※ 最低価格

264
H28 NICTサイエンスクラウドマッシュ
アップシステムの機能追加および実験

平成28年4月1日 平成28年4月1日 平成28年4月1日 平成28年12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

7,128,000 円 ※ ※ 総合評価

265
国立研究開発法人情報通信研究機構ユニ
バーサルコミュニケーション研究所で使
用する電力需給契約

平成28年2月4日 平成28年4月1日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
（株）F-Power
東京都港区六本木1-8-7

174,441,659 円 ※ ※ 最低価格

266
国立研究開発法人情報通信研究機構本部
で使用する電力需給契約

平成28年2月4日 平成28年4月1日 平成28年4月1日 平成29年3月31日
東京電力エナジーパートナー
（株）
東京都新宿区新宿5-4-9

261,388,883 円 ※ ※ 最低価格

267
H28 多言語翻訳研究開発用クラスタシス
テムの維持装置

平成28年4月12日 平成28年4月12日 平成28年4月12日 平成28年6月21日
SCSK（株）
大阪府豊中市新千里西町1-2-2

5,506,920 円 ※ ※ 最低価格

268 報道資料作成･管理業務の派遣 平成28年4月15日 平成28年4月15日 平成28年4月22日 平成31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

10,621,530 円 ※ ※ 総合評価

269
平成28年度-平成30年度 EMCに関する研究
の支援業務の派遣

平成28年4月18日 平成28年4月18日 平成28年4月22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

9,639,324 円 ※ ※ 総合評価

270 H28 衛星双方向比較測定用周波数変換器 平成28年4月22日 平成28年4月22日 平成28年4月22日 平成29年2月28日
（株）エー･ティー･アイ
東京都三鷹市新川4-8-12

6,804,000 円 ※ ※ 最低価格

271 総合パンフレット製作作業 平成28年4月26日 平成28年4月26日 平成28年4月27日 平成28年7月15日
（株）アドマス
東京都港区南青山6-12-3 南青山
ユニハイツ302

1,706,400 円 ※ ※ 総合評価
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272
H28 自動音声翻訳技術の高度化のための
音声･翻訳コーパスの構築にかかる業務委
託

平成28年4月22日
～

平成28年4月26日
平成28年4月27日 平成28年4月28日 平成29年2月28日

（株）メディア総合研究所
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-4 SK
ビル千駄ヶ谷4F

7,970,400 円 ※ ※ 総合評価

273
H28 自動音声翻訳技術の高度化のための
音声･翻訳コーパスの構築にかかる業務委
託

平成28年4月22日
～

平成28年4月26日
平成28年4月27日 平成28年4月28日 平成29年2月28日

（株）フュートレック
大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1

7,746,624 円 ※ ※ 総合評価

274
H28 自動音声翻訳技術の高度化のための
音声･翻訳コーパスの構築にかかる業務委
託

平成28年4月22日
～

平成28年4月26日
平成28年4月27日 平成28年4月28日 平成29年2月28日

凸版印刷（株）
東京都文京区水道1-3-3

6,408,720 円 ※ ※ 総合評価

275
H28 自動音声翻訳技術の高度化のための
音声･翻訳コーパスの構築にかかる業務委
託

平成28年4月22日
～

平成28年4月26日
平成28年4月27日 平成28年4月28日 平成29年2月28日

ニューコン（株）
東京都荒川区東日暮里5-41-12

5,877,360 円 ※ ※ 総合評価

276
H28 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28年4月28日 平成28年4月28日 平成28年4月28日 平成29年3月24日
（株）総北海
北海道旭川市工業団地2条1-1-23

5,477,760 円 ※ ※ 最低価格

277 H28 赴任に伴う運送作業の実施 平成28年5月19日 平成28年5月19日 平成28年6月1日 平成29年5月31日
アートコーポレーション（株）
大阪府大東市泉町2-14-11

3,388,500 円 ※ ※ 最低価格

278
情報通信研究機構機関誌 「ネットワーク
セキュリティ特集(仮題)」 の翻訳作業

平成28年5月20日 平成28年5月20日 平成28年5月20日 平成28年9月16日
（株）エァクレーレン
東京都港区赤坂3-4-4-6F

3,923,640 円 ※ ※ 総合評価

279
セキュリティ人材育成研究のための支援
業務の派遣

平成28年5月24日 平成28年5月24日 平成28年6月6日 平成29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

3,179,055 円 ※ ※ 総合評価
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280
組織再編に伴う事務機器及び研究用機器
等の移転作業

平成28年5月25日 平成28年5月25日 平成28年5月26日 平成28年6月30日
東芝ロジスティクス（株）
神奈川県川崎市川崎区日進町1-
14

1,263,600 円 ※ ※ 最低価格

281
テラヘルツ送受信機冷却用液化窒素、液
化ヘリウム

平成28年5月27日 平成28年5月27日 平成28年5月28日 平成29年3月31日
（株）三栄商会
東京都小平市喜平町1-6-37

2,214,000 円 ※ ※ 最低価格

282
H28･H29年度 脳情報通信融合研究セン
ター清掃業務委託

平成28年5月31日 平成28年5月31日 平成28年7月1日 平成30年3月31日
昭和メンテナンス（株）
大阪府茨木市島1-21-17

12,808,800 円 ※ ※ 総合評価

283
平成28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28年6月3日 平成28年6月3日 平成28年7月1日 平成29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

32,832,000 円 ※ ※ 総合評価

284 アンテナパターン評価装置 平成28年6月8日 平成28年6月8日 平成28年6月8日 平成29年1月13日
（株）東京インスツルメンツ
東京都江戸川区西葛西6-18-14

5,907,330 円 ※ ※ 最低価格

285 計測システム (DMTDシステム) 平成28年6月17日 平成28年6月17日 平成28年6月17日 平成29年2月28日
日本通信機（株）
神奈川県大和市深見西7-4-12

82,620,000 円 ※ ※ 最低価格

286
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28年6月21日 平成28年6月21日 平成28年7月1日 平成29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

26,622,846 円 ※ ※ 総合評価

287
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28年6月21日 平成28年6月21日 平成28年7月1日 平成29年3月31日
（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

3,047,220 円 ※ ※ 総合評価
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288
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28年6月21日 平成28年6月21日 平成28年7月1日 平成29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

57,439,912 円 ※ ※ 総合評価

289
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28年6月21日 平成28年6月21日 平成28年7月1日 平成29年3月31日
（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

8,564,292 円 ※ ※ 総合評価

290 H28 JOSEテストベッド運用支援作業 平成28年6月23日 平成28年6月23日 平成28年6月24日 平成29年3月31日
（株）ビービーアール
京都府京都市下京区善長寺町
139-105

3,996,000 円 ※ ※ 最低価格

291
H28 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28年6月23日 平成28年6月23日 平成28年6月24日 平成29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

7,614,000 円 ※ ※ 総合評価

292 2THz帯発振器 平成28年6月24日 平成28年6月24日 平成28年6月24日 平成29年2月28日
（株）アムテックス
東京都世田谷区経堂5-20-16

14,779,800 円 ※ ※ 最低価格

293
平成28年度 CRYPTREC暗号技術評価委員会
関連の事務局運営業務

平成28年6月28日 平成28年6月28日 平成28年7月1日 平成29年3月17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

3,888,000 円 ※ ※ 総合評価

294 WR-5.1及びWR-6.5逓倍器 平成28年6月30日 平成28年6月30日 平成28年6月30日 平成29年2月25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

7,735,284 円 ※ ※ 最低価格

295
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28年6月30日 平成28年6月30日 平成28年7月11日 平成29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

2,656,719 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

296 量子カスケードレーザー 平成28年7月6日 平成28年7月6日 平成28年7月6日 平成28年12月28日
ベガテクノロジー（株）
東京都調布市布田4-8-3

6,566,400 円 ※ ※ 最低価格

297
H28 NICTサイエンスクラウド運用支援作
業

平成28年7月7日 平成28年7月7日 平成28年7月8日 平成29年3月31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

12,636,000 円 ※ ※ 総合評価

298 広帯域分光計 平成28年7月12日 平成28年7月12日 平成28年7月12日 平成29年2月28日
綜合電子（株）
東京都多摩市永山6-22-7

2,668,680 円 ※ ※ 最低価格

299
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28年7月12日 平成28年7月12日 平成28年8月1日 平成29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

2,267,568 円 ※ ※ 総合評価

300 卓上半導体ウエハー精密研磨システム 平成28年7月12日 平成28年7月12日 平成28年7月12日 平成28年9月12日
ムサシノ電子（株）
東京都武蔵野市御殿山1-6-1

3,343,680 円 ※ ※ 最低価格

301 デッカ橋詳細調査作業 平成28年7月12日 平成28年7月12日 平成28年7月13日 平成28年10月11日
大和コンサル（株）
福岡県久留米市城南町23-3

2,052,000 円 ※ ※ 最低価格

302
CPE識別子辞書と、その自動生成ツールの
構築

平成28年7月20日 平成28年7月20日 平成28年7月20日 平成28年10月19日
（株）レピダム
東京都渋谷区笹塚1-30-3 ビラー
ジュ笹塚Ⅲ 602

3,952,800 円 ※ ※ 総合評価

303
H28 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

平成28年7月20日 平成28年7月20日 平成28年8月1日 平成29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

6,700,320 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

304
平成28年度 制度調査及び額の確定調査等
支援作業

平成28年7月20日 平成28年7月20日 平成28年7月21日 平成29年5月26日
岩谷誠治公認会計士事務所
東京都港区北青山2-11-10 青山
野末ビル2F

3,175,200 円 ※ ※ 総合評価

305 1552nm超狭線幅レーザ 平成28年7月25日 平成28年7月25日 平成28年7月25日 平成28年11月30日
セブンシックス（株）
東京都港区麻布十番1-5-18 カー
トブラン麻布十番7F

2,444,040 円 ※ ※ 最低価格

306
H28 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28年7月25日 平成28年7月25日 平成28年7月25日 平成28年10月3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

2,775,000 円 ※ ※ 最低価格

307 ホログラム記録用パルスレーザー 平成28年7月26日 平成28年7月26日 平成28年7月26日 平成28年12月26日
レイチャーシステムズ（株）
東京都新宿区舟町7番地 ロクサ
ンビル7F

14,904,000 円 ※ ※ 最低価格

308
ユニバーサルコミュニケーション研究所
健康診断の実施作業

平成28年7月26日 平成28年7月26日 平成28年7月27日 平成31年3月31日
一般財団法人 近畿健康管理セン
ター
滋賀県大津市木下町10-10

5,241,024 円 ※ ※ 最低価格

309
IoTテストベッド環境を構築するための
APIライブラリの開発

平成28年7月28日 平成28年7月28日 平成28年7月28日 平成29年2月28日
（株）オービス
岡山県岡山市北区大内田675番地
テレポート岡山ビル3F

9,720,000 円 ※ ※ 総合評価

310
IoTテストベッドのための大規模ネット
ワーク構築ソフトウェア

平成28年7月28日 平成28年7月28日 平成28年7月28日 平成28年12月28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

9,720,000 円 ※ ※ 総合評価

311
H28 先端ICTデバイスラボガス検知器点検
作業

平成28年7月29日 平成28年7月29日 平成28年7月30日 平成29年2月28日
（株）巴商会
東京都調布市下石原1-14-3

2,300,400 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

312
H28 フォトニックデバイスラボガス検知
器点検作業

平成28年7月29日 平成28年7月29日 平成28年7月30日 平成29年2月28日
（株）鈴木商館
神奈川県相模原市中央区上溝
326-3

1,566,000 円 ※ ※ 最低価格

313
H28･H29年度 脳情報通信融合研究セン
ター建物等設備維持管理業務

平成28年7月29日 平成28年7月29日 平成28年9月1日 平成30年3月31日
（株）大阪ガスファシリティー
ズ
大阪府大阪市東成区中道1-4-2

11,593,800 円 ※ ※ 最低価格

314
情報通信研究機構機関誌 「無線機器試験
技術及び較正技術特集(仮題)」 の和文英
訳作業

平成28年7月29日 平成28年7月29日 平成28年7月29日 平成28年12月16日
（株）エァクレーレン
東京都港区赤坂3-4-4-6F

2,143,260 円 ※ ※ 総合評価

315 H28 大規模データ処理環境構築支援作業 平成28年8月1日 平成28年8月1日 平成28年8月2日 平成29年3月24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

12,528,000 円 ※ ※ 総合評価

316
IoTテストベッド環境を構築するための統
合空間リアルタイムエミュレーション環
境の開発

平成28年8月1日 平成28年8月1日 平成28年8月1日 平成29年2月28日
（株）富士通北陸システムズ
石川県金沢市増泉3-4-30

9,899,280 円 ※ ※ 総合評価

317
NICTオープンハウス2016 in けいはんな
開催運営等請負作業

平成28年8月1日 平成28年8月1日 平成28年8月2日 平成28年12月9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

4,731,453 円 ※ ※ 総合評価

318 熱電対型電力計 (220～330GHz) 平成28年8月2日 平成28年8月2日 平成28年8月2日 平成28年10月12日
ベガテクノロジー（株）
東京都調布市布田4-8-3

2,462,400 円 ※ ※ 最低価格

319 標準時供給システム 平成28年8月2日 平成28年8月2日 平成28年8月2日 平成29年2月28日
ファラッド（株）
東京都新宿区箪笥町34番地 日交
ビル10F

46,299,708 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

320
衛星双方向地球局のための屋外機器安定
化設備製作

平成28年8月3日 平成28年8月3日 平成28年8月3日 平成29年1月31日
（株）赤阪鐵工所
東京都千代田区有楽町1-7-1

12,960,000 円 ※ ※ 最低価格

321
有機化合物 (1) および有機化合物 (2)
の合成

平成28年8月4日 平成28年8月4日 平成28年8月4日 平成28年10月3日
神戸天然物化学（株）
兵庫県神戸市西区高塚台3-2-34

3,238,920 円 ※ ※ 最低価格

322 H28 超高周波帯電力測定器 平成28年8月5日 平成28年8月5日 平成28年8月5日 平成28年10月31日
（株）アムテックス
東京都世田谷区経堂5-20-16

2,948,400 円 ※ ※ 最低価格

323 導波路型二倍波発生モジュール 平成28年8月5日 平成28年8月5日 平成28年8月5日 平成29年1月6日
NTTエレクトロニクス（株）
神奈川県横浜市神奈川区新浦島
町1-1-32 ニューステージ横浜

4,696,920 円 ※ ※ 最低価格

324
平成28年度 事業化促進のための検討会運
営業務 (民間基盤技術研究促進制度)

平成28年8月8日 平成28年8月8日 平成28年8月9日 平成29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

2,592,000 円 ※ ※ 総合評価

325
平成28年度 事業化促進のためのフォロー
アップ業務 (民間基盤技術研究促進制度)

平成28年8月8日 平成28年8月8日 平成28年8月9日 平成29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

5,292,000 円 ※ ※ 総合評価

326 多感覚･評価研究の為の実験被験者の提供 平成28年8月9日 平成28年8月9日 平成28年8月9日 平成29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

3,261,600 円 ※ ※ 最低価格

327 H28 気象情報収集システム保守点検作業 平成28年8月10日 平成28年8月10日 平成28年8月10日 平成28年12月16日
明星電気（株）
群馬県伊勢崎市長沼町2223番地

2,646,000 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

328
広帯域光信号受信システム及び高速デー
タロガーシステム製造

平成28年8月10日 平成28年8月10日 平成28年8月10日 平成29年2月28日
日本電気通信システム（株）
東京都港区三田1-4-28 三田国際
ビル

11,664,000 円 ※ ※ 総合評価

329
テラヘルツ量子カスケードレーザーチッ
プ

平成28年8月10日 平成28年8月10日 平成28年8月11日 平成28年12月8日
（有）サンプラス
東京都荒川区西日暮里5-26-7 ク
レセントビル5F

7,333,200 円 ※ ※ 最低価格

330
脳情報通信融合研究センター施設保全業
務の派遣

平成28年8月10日 平成28年8月10日 平成28年8月24日 平成29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

3,346,745 円 ※ ※ 総合評価

331 パーソナルコンピュータの賃貸借 平成28年8月10日 平成28年8月10日 平成28年10月1日 平成32年9月30日
リコーリース（株）
東京都江東区東雲1-7-12

6,630,336 円 ※ ※ 最低価格

332
偏波保存及び特殊ファイバ対応光ファイ
バ融着器

平成28年8月10日 平成28年8月10日 平成28年8月10日 平成28年10月11日
セブンシックス（株）
東京都港区麻布十番1-5-18 カー
トブラン麻布十番7F

4,996,620 円 ※ ※ 最低価格

333
H28 革新的ネットワーク研究環境管理作
業

平成28年8月12日 平成28年8月12日 平成28年8月13日 平成29年3月31日
KDDI（株）
東京都新宿区西新宿2-3-2

5,518,800 円 ※ ※ 総合評価

334 マイクロ波イメージング装置リース 平成28年7月27日 平成28年8月12日 平成28年9月1日 平成31年3月31日
JA三井リース（株）
東京都中央区銀座8-13-1

10,339,272 円 ※ ※ 最低価格

335 メッシュ型IoT無線ルーター 平成28年8月17日 平成28年8月17日 平成28年8月17日 平成29年2月28日
（株）アイ･エス･ビー
東京都品川区大崎5-1-11

15,876,000 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

336
H28 共通鍵暗号の安全性調査に関する作
業請負

平成28年8月18日 平成28年8月18日 平成28年8月18日 平成29年2月28日
（株）クリプト
東京都国分寺市南町3-3-16-101

5,238,000 円 ※ ※ 総合評価

337
H28 プライバシー検討WG関連の事務局運
営業務及びデータ収集の作業請負

平成28年8月18日 平成28年8月18日 平成28年8月19日 平成29年2月28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

4,860,000 円 ※ ※ 総合評価

338
IoTテストベッド環境を構築するための
IoTデバイスエミュレーション環境の開発

平成28年8月18日 平成28年8月18日 平成28年8月18日 平成29年2月28日
SMK（株）
東京都品川区戸越6-5-5

9,990,000 円 ※ ※ 総合評価

339 広帯域ロックインアンプ 平成28年8月18日 平成28年8月18日 平成28年8月19日 平成28年10月18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

2,160,000 円 ※ ※ 最低価格

340 冗長化ネットワークスイッチ 平成28年8月18日 平成28年8月18日 平成28年8月18日 平成28年10月21日
（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

1,998,000 円 ※ ※ 最低価格

341 マイクロ波信号発生器 平成28年8月18日 平成28年8月18日 平成28年8月18日 平成28年12月28日
荒木電機工業（株）
東京都渋谷区恵比寿2-11-6

2,700,000 円 ※ ※ 最低価格

342
H28 スペイン語音声コーパスの構築にか
かる業務委託

平成28年8月19日 平成28年8月19日 平成28年8月22日 平成29年2月28日
（株）ATR-Trek
大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1

85,104,000 円 ※ ※ 総合評価

343
H28 生活会話多言語対訳コーパスの構築
作業

平成28年8月19日 平成28年8月19日 平成28年8月22日 平成29年2月28日
凸版印刷（株）
東京都文京区水道1-3-3

307,815,292 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

344
H28 フランス語音声コーパスの構築にか
かる業務委託

平成28年8月19日 平成28年8月19日 平成28年8月22日 平成29年2月28日
ニューコン（株）
東京都荒川区東日暮里5-41-12

64,152,000 円 ※ ※ 総合評価

345 周波数安定度測定器 平成28年8月19日 平成28年8月19日 平成28年8月22日 平成29年1月19日
アンリツ（株）
神奈川県厚木市田村町8-5

2,970,000 円 ※ ※ 最低価格

346
パーソナルコンピューター･モニター及び
周辺機器

平成28年8月22日 平成28年8月22日 平成28年8月23日 平成28年9月20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

2,835,000 円 ※ ※ 最低価格

347 社会知解析技術のためのGPGPUサーバ設備 平成28年8月23日 平成28年8月23日 平成28年8月23日 平成28年11月22日
日本コムシス（株）
東京都品川区東五反田2-17-1

74,412,000 円 ※ ※ 最低価格

348
脳機能計測環境の維持管理および整備作
業

平成28年8月23日 平成28年8月23日 平成28年9月1日 平成29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

3,888,000 円 ※ ※ 総合評価

349 H28 SSL-VPN装置保守作業 平成28年8月24日 平成28年8月24日 平成28年9月8日 平成30年3月31日
（株）ソフトクリエイト
東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷ク
ロスタワー

3,229,200 円 ※ ※ 最低価格

350 W帯無線フロントエンド 平成28年8月25日 平成28年8月25日 平成28年8月25日 平成29年1月27日
綜合電子（株）
東京都多摩市永山6-22-7

3,888,000 円 ※ ※ 最低価格

351 3K冷凍機システム製造 平成28年8月26日 平成28年8月26日 平成28年8月26日 平成29年2月28日
（株）鈴木商館
神奈川県相模原市中央区上溝
326-3

6,231,600 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

352 THz波用ハーモニックミキサー 平成28年8月26日 平成28年8月26日 平成28年8月26日 平成28年11月24日
（株）東京インスツルメンツ
東京都江戸川区西葛西6-18-14

1,640,520 円 ※ ※ 最低価格

353
アダプティブクラッタ抑圧装置用受信機
及びアンテナ

平成28年8月26日 平成28年8月26日 平成28年8月26日 平成28年12月26日
（株）多摩川電子
神奈川県綾瀬市上土棚中3-11-23

4,212,000 円 ※ ※ 総合評価

354 高速波長可変光源 平成28年8月26日 平成28年8月26日 平成28年8月26日 平成29年1月27日
（株）オプトクエスト
埼玉県上尾市原市1335番地

10,530,000 円 ※ ※ 最低価格

355
平成28年度軽量暗号の実装及びその性能
測定

平成28年8月26日 平成28年8月26日 平成28年8月26日 平成29年2月15日
三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内2-7-3

7,268,400 円 ※ ※ 総合評価

356 信号レベル調整装置 平成28年8月29日 平成28年8月29日 平成28年8月29日 平成29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

8,996,400 円 ※ ※ 最低価格

357 電動式帯域可変光フィルター 平成28年8月29日 平成28年8月29日 平成28年8月29日 平成28年12月27日
（株）アルネアラボラトリ
東京都品川区西五反田6-2-7 ウ
エストサイド五反田ビル2F

2,562,840 円 ※ ※ 最低価格

358
H28-H29 脳情報通信融合研究センター空
気調和設備、監視制御設備保守点検業務

平成28年8月30日 平成28年8月30日 平成28年8月31日 平成30年3月31日
（株）大阪ガスファシリティー
ズ
大阪府大阪市東成区中道1-4-2

15,184,800 円 ※ ※ 最低価格

359 RISEサーバ更新のための調達 平成28年8月30日 平成28年8月30日 平成28年8月30日 平成28年10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

18,684,000 円 ※ ※ 最低価格
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360
太陽風観測衛星データ受信システムの温
度モニタの修理及びパラボラアンテナ部
の高圧洗浄

平成28年8月30日 平成28年8月30日 平成28年8月30日 平成29年2月27日
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1-1-6

1,230,120 円 ※ ※ 最低価格

361 中間周波数帯増幅器及び結合器 平成28年8月30日 平成28年8月30日 平成28年8月30日 平成28年11月28日
（株）アールアンドケー
静岡県富士市前田721-1

2,286,900 円 ※ ※ 最低価格

362
「情報バリアフリー助成事業成果発表会
(平成27年度助成事業)」に係る請負作業

平成28年8月31日 平成28年8月31日 平成28年9月1日 平成28年11月15日
（株）ヒップ
東京都渋谷区代々木2-26-5-608

3,996,000 円 ※ ※ 総合評価

363 300GHz増幅器 平成28年8月31日 平成28年8月31日 平成28年8月31日 平成28年12月27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

3,348,000 円 ※ ※ 最低価格

364
H28-H29 多言語音声翻訳システムのため
のサーバサービスの借入

平成28年8月31日 平成28年8月31日 平成28年10月1日 平成29年9月30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

26,892,000 円 ※ ※ 総合評価

365
衛星観測と政策の相関研究に係るビッグ
データ解析補助作業

平成28年8月31日 平成28年8月31日 平成28年8月31日 平成28年9月30日
有人宇宙システム（株）
東京都千代田区大手町1-6-1 大
手町ビル

2,052,000 円 ※ ※ 総合評価

366
日本標準時システム用高精度時刻比較用
GNSS受信装置

平成28年8月31日 平成28年8月31日 平成28年8月31日 平成29年1月4日
（株）アムテックス
東京都世田谷区経堂5-20-16

5,826,600 円 ※ ※ 最低価格

367 日本標準時システム用無停電電源装置 平成28年8月31日 平成28年8月31日 平成28年8月31日 平成29年1月4日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6

2,106,000 円 ※ ※ 最低価格
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368 光IQ変調器 平成28年8月31日 平成28年8月31日 平成28年8月31日 平成28年12月27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

2,365,200 円 ※ ※ 最低価格

369 冷媒維持システム用ガス精製装置 平成28年8月31日 平成28年8月31日 平成28年8月31日 平成28年11月29日
仁木工芸（株）
大阪府高石市羽衣5-16-8

3,240,000 円 ※ ※ 最低価格

370 H28 ウィルス対策ソフトライセンス更新 平成28年9月1日 平成28年9月1日 平成28年9月1日 平成28年11月30日

KCCSモバイルエンジニアリング
（株）
東京都港区三田3-13-16 三田
43MTビル

2,103,395 円 ※ ※ 最低価格

371 アラン分散測定装置 平成28年9月1日 平成28年9月1日 平成28年9月1日 平成29年2月28日
丸文（株）
東京都中央区日本橋大伝馬町8-1

7,992,000 円 ※ ※ 最低価格

372 多感覚認知実験の支援業務の派遣 平成28年9月1日 平成28年9月1日 平成28年9月15日 平成29年3月31日
（株）パソナ
東京都千代田区丸の内1-5-1

2,134,080 円 ※ ※ 総合評価

373 IoTデバイス統合管理プラットフォーム 平成28年9月2日 平成28年9月2日 平成28年9月2日 平成29年2月28日
（株）アイ･エス･ビー
東京都品川区大崎5-1-11

64,962,000 円 ※ ※ 総合評価

374 Ka帯周波数変換装置製造 平成28年9月2日 平成28年9月2日 平成28年9月2日 平成29年1月31日
マイクロウェーブファクトリー
（株）
東京都町田市原町田3-11-9

3,461,346 円 ※ ※ 最低価格

375
音声合成用韓国語発音辞書･コーパスの構
築作業

平成28年9月2日 平成28年9月2日 平成28年9月2日 平成28年12月22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

8,197,200 円 ※ ※ 総合評価
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376 化合物半導体基板 平成28年9月2日 平成28年9月2日 平成28年9月2日 平成28年11月21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

4,847,796 円 ※ ※ 最低価格

377
スマートユーティリティネットワーク対
応IoT無線ルーター

平成28年9月2日 平成28年9月2日 平成28年9月2日 平成29年2月28日
（株）日新システムズ
京都府京都市下京区堀川通綾小
路下る綾堀川町293-1

32,999,999 円 ※ ※ 総合評価

378
パーソナリティ･SNSビッグデータの構築
及びデータ収集作業

平成28年9月2日 平成28年9月2日 平成28年9月2日 平成29年1月31日

NTTコムオンライン･マーケティ
ング･ソリューション（株）
東京都品川区大崎1-5-1 大崎セ
ンタービル4F

8,586,000 円 ※ ※ 総合評価

379
H28 衛星通信の標準化動向調査および活
動支援

平成28年9月5日 平成28年9月5日 平成28年9月6日 平成28年12月27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

1,825,200 円 ※ ※ 総合評価

380
H28 ミャンマー語会話音声コーパスの構
築作業

平成28年9月6日 平成28年9月6日 平成28年9月7日 平成29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

6,264,000 円 ※ ※ 総合評価

381 Ka帯増幅器 平成28年9月6日 平成28年9月6日 平成28年9月6日 平成29年1月31日
ベガテクノロジー（株）
東京都調布市布田4-8-3

2,991,600 円 ※ ※ 最低価格

382 クライオポンプ交換作業 平成28年9月6日 平成28年9月6日 平成28年9月6日 平成28年11月7日
（株）鈴木商館
東京都板橋区舟渡1-12-11

1,458,000 円 ※ ※ 最低価格

383 走査型THzファブリペロー型干渉計 平成28年9月6日 平成28年9月6日 平成28年9月6日 平成29年2月28日
（株）インデコ
東京都文京区春日1-11-14 S・I
ビル

3,186,000 円 ※ ※ 最低価格
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384
複数衛星観測データの同時解析手法の開
発補助作業

平成28年9月7日 平成28年9月7日 平成28年9月7日 平成29年2月28日
有人宇宙システム（株）
東京都千代田区大手町1-6-1 大
手町ビル

2,754,000 円 ※ ※ 総合評価

385
マルチエージェントシミュレータと
StarBEDエミュレーション環境の連携基盤
開発

平成28年9月7日 平成28年9月7日 平成28年9月7日 平成29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

18,900,000 円 ※ ※ 総合評価

386 5-303室居室整備 平成28年9月8日 平成28年9月8日 平成28年9月9日 平成28年10月31日
（株）コイヌマ
東京都立川市高松町1-17-26

1,674,000 円 ※ ※ 最低価格

387 けいはんな基幹系サーバの更改 平成28年9月8日 平成28年9月8日 平成28年9月8日 平成28年11月9日

ティーモステクノロジック
（株）
東京都千代田区岩本町3-11-6
PMO秋葉原8F

7,938,000 円 ※ ※ 最低価格

388
実験室インフラ基盤整備、大規模展示会
出展用機材の調達

平成28年9月8日 平成28年9月8日 平成28年9月8日 平成28年11月7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

13,996,800 円 ※ ※ 最低価格

389 電子ビーム蒸着装置排気システム保守 平成28年9月8日 平成28年9月8日 平成28年9月8日 平成28年11月7日
アルバックテクノ（株）
神奈川県茅ヶ崎市萩園2609-5

2,203,092 円 ※ ※ 最低価格

390 日本標準時 系選択･監視システム 平成28年9月8日 平成28年9月8日 平成28年9月8日 平成29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

8,316,000 円 ※ ※ 最低価格

391 H28 環境リスク事例データ整備作業 平成28年9月9日 平成28年9月9日 平成28年9月10日 平成29年2月28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

6,804,000 円 ※ ※ 総合評価

392 成膜装置用真空ロータリーポンプ 平成28年9月9日 平成28年9月9日 平成28年9月9日 平成28年11月8日
（株）大熊
岡山県岡山市南区大福378-1

2,354,400 円 ※ ※ 最低価格
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393
セキュリティアラートデータベースサー
バーの調達

平成28年9月9日 平成28年9月9日 平成28年9月9日 平成28年11月18日
HPCシステムズ（株）
東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X
8F

2,937,600 円 ※ ※ 最低価格

394 ミリ波発生用増幅器-逓倍器チェーン装置 平成28年9月9日 平成28年9月9日 平成28年9月9日 平成29年1月10日
キーコム（株）
東京都豊島区南大塚3-40-2

5,184,000 円 ※ ※ 最低価格

395
音声技術開発用GPGPU計算機およびファイ
ルサーバ

平成28年9月12日 平成28年9月12日 平成28年9月12日 平成28年12月12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

25,380,000 円 ※ ※ 最低価格

396 簡易型GNSS時刻同期システム 平成28年9月13日 平成28年9月13日 平成28年9月13日 平成29年2月28日
（株）アムテックス
東京都世田谷区経堂5-20-16

1,915,920 円 ※ ※ 最低価格

397
研究用ストレージサーバー、高密度サー
バー及びハードディスクの調達

平成28年9月13日 平成28年9月13日 平成28年9月13日 平成28年11月14日
HPCシステムズ（株）
東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X
8F

9,277,200 円 ※ ※ 最低価格

398
テラヘルツ集積回路検証解析ソフトウエ
アのライセンス更新

平成28年9月13日 平成28年9月13日 平成28年9月13日 平成28年10月14日
（株）エイチ･エス･ディ
埼玉県鶴ヶ島市藤金835-15 コス
モ若葉ナチュール405号

15,854,400 円 ※ ※ 最低価格

399
ネットワークトラフィック解析基盤実験
用Power8サーバ群

平成28年9月13日 平成28年9月13日 平成28年9月13日 平成28年12月13日
ビジュアルテクノロジー（株）
東京都台東区柳橋2-1-10

11,977,200 円 ※ ※ 最低価格

400
評価情報･修正訳付き日中･日韓対訳デー
タベースの構築

平成28年9月13日 平成28年9月13日 平成28年9月13日 平成28年11月30日
（株）高電社
大阪府大阪市阿倍野区昭和町3-
7-1

2,651,940 円 ※ ※ 総合評価

401
H27年度分ソーシャルメディアデータセッ
ト

平成28年9月14日 平成28年9月14日 平成28年9月14日 平成28年10月14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

10,798,920 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

402 H28-H29 未来ICT研究所作業環境測定作業 平成28年9月14日 平成28年9月14日 平成28年9月15日 平成30年2月28日
（株）日本保健衛生協会
大阪府吹田市寿町2-17-2

12,441,600 円 ※ ※ 最低価格

403
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28年9月14日 平成28年9月14日 平成28年9月14日 平成29年3月22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

11,448,000 円 ※ ※ 最低価格

404 端末間分散同期検証評価システム 平成28年9月14日 平成28年9月14日 平成28年9月14日 平成29年2月28日
（株）日本ジー･アイ･ティー
滋賀県栗東市小柿6-9-2 滋賀ビ
ジネスセンター3F

8,198,000 円 ※ ※ 最低価格

405 標準電波送信所計測制御システム機器 平成28年9月14日 平成28年9月14日 平成28年9月14日 平成29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

7,992,000 円 ※ ※ 最低価格

406
Agent-less端末に対して脆弱性を検出す
るモジュールの構築

平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成29年2月28日
（株）創夢
東京都渋谷区幡ケ谷1-34-14 宝
ビル9F

6,966,000 円 ※ ※ 総合評価

407
Androidアプリの脅威及び脆弱性評価アル
ゴリズムと、リスク要因特定技術の実装

平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成29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

8,640,000 円 ※ ※ 総合評価

408 H28 実験環境整備に関する支援作業 平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成28年9月16日 平成29年2月28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

3,888,000 円 ※ ※ 総合評価

409
H28 日本語･韓国語会話音声コーパスの構
築作業

平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成28年9月16日 平成29年2月28日
（株）ATR-Trek
大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1

28,080,000 円 ※ ※ 総合評価

410
JOSEテストベッドネットワークの事務支
援の派遣

平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成28年10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

5,511,142 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

411
エッジコンピューティング資源管理機能
の開発

平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成29年2月28日
（株）NEC情報システムズ
神奈川県川崎市中原区下沼部
1753

13,500,000 円 ※ ※ 総合評価

412
負荷低減SDN テストベッドコントローラ
のプロトタイプ開発

平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成29年2月28日
（株）NEC情報システムズ
神奈川県川崎市中原区下沼部
1753

11,880,000 円 ※ ※ 総合評価

413 分散フロー処理システム 平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成29年2月28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

13,500,000 円 ※ ※ 総合評価

414 国際会議 FSE2017の 開催に係る作業請負 平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成28年9月15日 平成29年3月27日

（株）プライムインターナショ
ナル
東京都渋谷区恵比寿1-13-10 恵
比寿壱番館601

1,378,080 円 ※ ※ 総合評価

415
H28 NICTサイエンスクラウドWebアプリ
ケーション調査･検診作業

平成28年9月16日 平成28年9月16日 平成28年9月16日 平成29年2月28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

1,296,000 円 ※ ※ 総合評価

416
H28 社会知解析システムの開発に関する
業務の派遣

平成28年9月16日 平成28年9月16日 平成28年10月1日 平成29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

6,032,880 円 ※ ※ 総合評価

417 H28-30 更改用バックアップサーバ保守 平成28年9月16日 平成28年9月16日 平成28年9月16日 平成31年3月31日
（株）SRA
東京都豊島区南池袋2-32-8

2,921,907 円 ※ ※ 最低価格

418 IoT技術検証基盤のユーザ環境の整備 平成28年9月16日 平成28年9月16日 平成28年9月16日 平成33年3月31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

98,333,420 円 ※ ※ 総合評価

419
IoTサービスエクスチェンジ基盤用データ
交換システム開発

平成28年9月16日 平成28年9月16日 平成28年9月16日 平成29年1月31日
（株）日立製作所
東京都品川区南大井町6-23-1

15,120,000 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

420 研究グループ移転作業 平成28年9月16日 平成28年9月16日 平成28年9月20日 平成28年10月14日
（株）文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

3,888,000 円 ※ ※ 最低価格

421
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28年9月16日 平成28年9月16日 平成28年10月1日 平成29年3月31日
（株）伸榮
大阪府大阪市北区東天満2-10-14

2,245,320 円 ※ ※ 総合評価

422
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28年9月16日 平成28年9月16日 平成28年10月1日 平成29年3月31日
（株）エル･コーエイ
東京都千代田区麹町2-5-8

5,901,984 円 ※ ※ 総合評価

423
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28年9月16日 平成28年9月16日 平成28年10月1日 平成29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

4,020,192 円 ※ ※ 総合評価

424 H28 アンケート調査実施作業 平成28年9月20日 平成28年9月20日 平成28年9月21日 平成29年2月28日
（株）クロス･マーケティング
東京都新宿区西新宿3-20-2 東京
オペラシティタワー24F

4,212,000 円 ※ ※ 総合評価

425
H28 通信プロトコルの遠隔制御･遠隔デー
タ伝送性能評価作業

平成28年9月20日 平成28年9月20日 平成28年9月21日 平成29年1月31日
（株）いのうえコンピュータ
サービス
愛知県一宮市森本1-9-15

4,536,000 円 ※ ※ 総合評価

426 温度計測機器リース (H28-33) 平成28年9月20日 平成28年9月20日 平成28年11月1日 平成33年2月26日
オリックス・レンテック（株）
東京都品川区北品川5-5-15 大崎
ブライトコア

2,628,288 円 ※ ※ 最低価格

427
準ミリ波･ミリ波帯電界プローブのリース
(H28-H32)

平成28年9月21日 平成28年9月21日 平成29年1月4日 平成33年2月26日
横河レンタ･リース（株）
東京都武蔵野市中町1-19-18 武
蔵野センタービル3F

5,783,400 円 ※ ※ 最低価格

428
次期技術試験衛星の国際周波数調整用資
料の作成に関する支援作業

平成28年9月23日 平成28年9月23日 平成28年9月24日 平成29年3月15日
宇宙技術開発（株）
東京都中野区中野5-62-1

3,974,400 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

429
ネットワーク高信頼化技術のための基本
機能シミュレーションシステム製作と通
信性能評価

平成28年9月20日 平成28年9月26日 平成28年9月27日 平成29年1月24日
（株）テレコグニックス
京都府京都市左京区吉田下大路
町58-13

3,402,000 円 ※ ※ 最低価格

430
H28 ソーシャルビッグデータ用連携シス
テム構築支援作業

平成28年9月27日 平成28年9月27日 平成28年9月28日 平成29年3月24日
SCSK（株）
東京都江東区豊洲3-2-20

11,966,400 円 ※ ※ 総合評価

431 韓国語テキスト正規化処理の開発作業 平成28年9月27日 平成28年9月27日 平成28年9月27日 平成29年2月20日
ニューコン（株）
東京都荒川区東日暮里5-41-12

6,445,440 円 ※ ※ 総合評価

432
日欧国際シンポジウムにおける同時通訳
作業

平成28年9月27日 平成28年9月27日 平成28年9月28日 平成28年10月14日
（株）ピーシーオーワークス
東京都千代田区神田司町2-4-2

1,760,400 円 ※ ※ 最低価格

433 並列パケット解析システムソフトウェア 平成28年9月27日 平成28年9月27日 平成28年9月27日 平成29年2月28日
エヌ･ティ･ティ アイティ（株）
神奈川県横浜市中区不老町2-9-1

12,906,000 円 ※ ※ 総合評価

434
統合サイバーフィジカルシステムエミュ
レーション環境プラットフォームの開発

平成28年9月28日 平成28年9月28日 平成28年9月28日 平成29年2月28日
国立大学法人 北陸先端科学技術
大学院大学
石川県能美市旭台1-1

18,774,568 円 ※ ※ 総合評価

435 IoT技術の検証基盤の整備 平成28年9月29日 平成28年9月29日 平成28年9月29日 平成33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

352,090,800 円 ※ ※ 総合評価

436 IoTデータ利活用基盤テストベッド設備 平成28年9月29日 平成28年9月29日 平成28年9月29日 平成33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

280,800,000 円 ※ ※ 総合評価

437
OpenFlowで制御可能なIoTテストベッド環
境構築のための調達

平成28年9月29日 平成28年9月29日 平成28年9月29日 平成28年11月30日
日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

14,334,732 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

438 計測システム (1pps計測システム) 平成28年9月29日 平成28年9月29日 平成28年9月29日 平成29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

7,777,080 円 ※ ※ 最低価格

439 顕微ラマン分光システム 平成28年9月29日 平成28年9月29日 平成28年9月29日 平成29年1月27日
（株）島津製作所
兵庫県神戸市中央区江戸町93

12,582,000 円 ※ ※ 最低価格

440 極低温用低雑音マイクロ波増幅器 平成28年9月29日 平成28年9月29日 平成28年9月29日 平成28年12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

2,008,800 円 ※ ※ 最低価格

441
低温用マイクロ波サーキュレータ, アイ
ソレータ

平成28年9月29日 平成28年9月29日 平成28年9月29日 平成28年12月1日
綜合電子（株）
東京都多摩市永山6-22-7

1,761,696 円 ※ ※ 最低価格

442 SC16研究展示における機器の輸出入作業 平成28年9月30日 平成28年9月30日 平成28年10月1日 平成28年12月22日
（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

1,782,000 円 ※ ※ 最低価格

443 ASV用高速衛星通信装置向け実験用モデム 平成28年10月3日 平成28年10月3日 平成28年10月3日 平成29年1月31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

5,400,000 円 ※ ※ 最低価格

444 平成28年度 実験用計算機 平成28年10月3日 平成28年10月3日 平成28年10月3日 平成28年12月2日
SCSK（株）
東京都江東区豊洲3-2-20

2,877,742 円 ※ ※ 最低価格

445 ECRエッチング装置メンテナンス作業 平成28年10月4日 平成28年10月4日 平成28年10月5日 平成29年1月4日
（株）リョーサン
兵庫県神戸市中央区京町70 松岡
ビル4F

1,834,920 円 ※ ※ 最低価格

446 日本標準時システム用計算機 平成28年10月4日 平成28年10月4日 平成28年10月4日 平成29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

2,484,000 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

447 ホログラム記録用レーザー光源 平成28年10月4日 平成28年10月4日 平成28年10月4日 平成28年12月28日
（有）フラクタルレーザー
東京都小金井市貫井北町4-2-1

2,881,440 円 ※ ※ 最低価格

448
H28 実空間情報分析データ利活用評価実
験支援作業

平成28年10月5日 平成28年10月5日 平成28年10月6日 平成29年3月24日
（株）ピコラボ
東京都港区赤坂4-1-30

8,100,000 円 ※ ※ 総合評価

449 H28 工作設備点検整備作業 平成28年10月6日 平成28年10月6日 平成28年10月7日 平成29年2月24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

3,064,767 円 ※ ※ 最低価格

450
H28 工事完成図面に基づく施設管理CAD
データ修正作業

平成28年10月6日 平成28年10月6日 平成28年10月6日 平成29年2月28日
（株）ムラシマ事務所
石川県金沢市泉野出町2-7-13

3,240,000 円 ※ ※ 最低価格

451
太陽地球環境情報チャート等改修･移行作
業

平成28年10月6日 平成28年10月6日 平成28年10月6日 平成29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

3,456,000 円 ※ ※ 最低価格

452 電網通信記憶装置 平成28年10月6日 平成28年10月6日 平成28年10月6日 平成28年12月5日
西日本電信電話（株）
石川県金沢市出羽町4-1

5,994,000 円 ※ ※ 最低価格

453
NICTサイエンスクラウドストレージ
重点型システム計算機

平成28年10月7日 平成28年10月7日 平成28年10月7日 平成28年11月16日
システムワークス（株）
静岡県浜松市中区西浅田2-10-
22

3,134,052 円 ※ ※ 最低価格

454
音声合成用インドネシア語音声コーパス
収録作業

平成28年10月7日 平成28年10月7日 平成28年10月7日 平成29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

8,424,000 円 ※ ※ 総合評価

455 ソフトウェアレンジングシステム製造 平成28年10月7日 平成28年10月7日 平成28年10月7日 平成29年2月28日
（株）スペクトラ
群馬県前橋市広瀬町1-26-1

7,776,000 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

456 サブミリ波レーダ制御装置の製造 平成28年10月11日 平成28年10月11日 平成28年10月11日 平成29年2月8日
RFtestLab（有）
岩手県盛岡市みたけ4-2-2

3,456,000 円 ※ ※ 最低価格

457
セキュリティソフトウェア仮想アプライ
アンスの保守ライセンス

平成28年10月11日 平成28年10月11日 平成28年10月11日 平成28年12月12日
日商エレクトロニクス（株）
東京都千代田区二番町3-5

1,775,520 円 ※ ※ 最低価格

458 ホログラムプリンタ制御用パソコン 平成28年10月11日 平成28年10月11日 平成28年10月11日 平成28年12月12日
菱洋エレクトロ（株）
東京都中央区築地1-12-22

2,841,480 円 ※ ※ 最低価格

459
H28 衛星搭載用可動ビーム系サブシステ
ムの概念設計作業

平成28年10月12日 平成28年10月12日 平成28年10月13日 平成29年3月15日
日本電気（株）
東京都港区芝4-14-1

9,936,000 円 ※ ※ 総合評価

460 H28 ソーシャルメディアデータ整備作業 平成28年10月12日 平成28年10月12日 平成28年10月13日 平成29年1月10日
（株）ホットリンク
東京都千代田区四番町6番

2,993,760 円 ※ ※ 総合評価

461
コンテナ型データセンター非常用発電設
備2年点検

平成28年10月12日 平成28年10月12日 平成28年10月12日 平成28年11月15日
（株）千代田組
石川県金沢市上堤町1-12

3,645,000 円 ※ ※ 最低価格

462
ディレクトリサービス基礎実験用設備一
式

平成28年10月12日 平成28年10月12日 平成28年10月12日 平成28年11月11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

2,192,400 円 ※ ※ 最低価格

463 電網通信設備監視表示機器 平成28年10月12日 平成28年10月12日 平成28年10月12日 平成29年1月10日
（株）シミズシンテック
石川県金沢市玉川町5-36

3,186,000 円 ※ ※ 総合評価

464
日本語音声合成のための単語読み付与作
業

平成28年10月12日 平成28年10月12日 平成28年10月13日 平成29年1月31日
（株）アルカディア
大阪府箕面市箕面6-3-1

4,428,000 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

465
H28 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)

平成28年10月13日 平成28年10月13日 平成28年10月14日 平成29年3月31日
（株）三栄商会
東京都小平市喜平町1-6-37

5,553,900 円 ※ ※ 最低価格

466 H28 統合ファイルサーバ 平成28年10月13日 平成28年10月13日 平成28年10月13日 平成29年2月28日

伊藤忠テクノソリューションズ
（株）
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞
が関ビル

10,260,000 円 ※ ※ 最低価格

467 深紫外LED寿命測定装置 平成28年10月13日 平成28年10月13日 平成28年10月13日 平成29年1月11日
福興システム（株）
東京都千代田区神田司町2-21 福
興ビル

10,311,300 円 ※ ※ 最低価格

468 音声合成用韓国語音声コーパス収録作業 平成28年10月14日 平成28年10月14日 平成28年10月14日 平成29年2月24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

9,936,000 円 ※ ※ 総合評価

469
音声合成用ベトナム語音声コーパス収録
作業

平成28年10月14日 平成28年10月14日 平成28年10月14日 平成29年2月22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

5,832,000 円 ※ ※ 総合評価

470
電磁波応用技術の研究に係る補助員の派
遣

平成28年10月14日 平成28年10月14日 平成28年10月24日 平成29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

1,548,364 円 ※ ※ 総合評価

471 情報通信研究機構における税務事務委託 平成28年10月17日 平成28年10月17日 平成28年10月18日 平成31年9月30日
能登屋会計事務所
東京都港区北青山2-11-10 青山
野末ビル2F

9,266,400 円 ※ ※ 最低価格

472
北陸StarBED技術センター研究室用什器の
購入

平成28年10月17日 平成28年10月17日 平成28年10月17日 平成28年11月11日
（株）山岸製作所
石川県金沢市小金町3-31

4,190,400 円 ※ ※ 最低価格

473
H28 行動支援評価実験環境製作及び実験
支援作業

平成28年10月18日 平成28年10月18日 平成28年10月19日 平成29年2月28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

4,438,800 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

474 H28 データベースサーバ構築作業 平成28年10月18日 平成28年10月18日 平成28年10月18日 平成29年3月24日

東京エレクトロンデバイス
（株）
神奈川県横浜市神奈川区金港町
1-4 横浜イーストスクエア

14,029,200 円 ※ ※ 総合評価

475
QKDによるパスワード付き秘密分散プロト
コルソフトウェア改修

平成28年10月18日 平成28年10月18日 平成28年10月18日 平成29年2月28日
日本電気通信システム（株）
東京都港区三田1-4-28 三田国際
ビル

11,882,052 円 ※ ※ 総合評価

476 共通事務パソコン更新 平成28年10月18日 平成28年10月18日 平成28年10月18日 平成29年3月17日
日本コムシス（株）
東京都品川区東五反田2-17-1

54,151,200 円 ※ ※ 最低価格

477
次期技術試験衛星用移動体搭載モデム設
計作業

平成28年10月18日 平成28年10月18日 平成28年10月19日 平成29年2月28日
日本電気（株）
東京都港区芝4-14-1

3,132,000 円 ※ ※ 総合評価

478
マルチチャネルタイムインターバルアナ
ライザ

平成28年10月18日 平成28年10月18日 平成28年10月18日 平成29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

8,056,800 円 ※ ※ 総合評価

479
生体電磁環境研究ワークショップ会合に
係る事務の請負作業

平成28年10月19日 平成28年10月19日 平成28年10月19日 平成29年1月31日
（株）ステージ
東京都豊島区高松1-1-11

3,990,600 円 ※ ※ 最低価格

480
セキュリティ演習環境の隔離のための装
置群の整備

平成28年10月19日 平成28年10月19日 平成28年10月19日 平成29年2月28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

15,724,800 円 ※ ※ 最低価格

481 デジタルガルバノスキャナシステム 平成28年10月19日 平成28年10月19日 平成28年10月19日 平成29年1月17日
キヤノンマーケティングジャパ
ン（株）
東京都港区港南2-16-6

1,944,000 円 ※ ※ 最低価格

482 H28 工事完成図書等電子化作業 平成28年10月20日 平成28年10月20日 平成28年10月20日 平成29年2月28日
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

1,335,744 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

483
Linuxオペレーティングシステムライセン
ス

平成28年10月24日 平成28年10月24日 平成28年10月24日 平成28年11月24日

KCCSモバイルエンジニアリング
（株）
東京都港区三田3-13-16 三田
43MTビル

2,732,400 円 ※ ※ 最低価格

484 次期技術試験衛星中継器評価用モデム 平成28年10月24日 平成28年10月24日 平成28年10月24日 平成29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

5,400,000 円 ※ ※ 最低価格

485 中空同軸円筒型超高真空装置 平成28年10月24日 平成28年10月24日 平成28年10月24日 平成29年3月14日
PVR
群馬県前橋市若宮町4-26-2

5,076,000 円 ※ ※ 最低価格

486 超伝導トンネル接合評価装置 平成28年10月24日 平成28年10月24日 平成28年10月24日 平成29年1月20日
日本測器（株）
兵庫県神戸市中央区磯辺通3-1-
19

2,991,600 円 ※ ※ 最低価格

487
無人航空機システムを想定した2.4GHz帯
及び5.7GHz帯電波伝搬シミュレータ干渉
信号電力評価機能の追加

平成28年10月24日 平成28年10月24日 平成28年10月24日 平成29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

14,450,400 円 ※ ※ 最低価格

488
SC16研究展示における展示ブース設営作
業

平成28年10月25日 平成28年10月25日 平成28年10月26日 平成28年12月22日

サクラインターナショナル
（株）
大阪府大阪市中央区備後町1-7-3
ENDO堺筋ビル

3,888,000 円 ※ ※ 最低価格

489
高精細航空機搭載合成開口レーダシステ
ム

平成28年10月25日 平成28年10月25日 平成28年10月25日 平成31年3月25日
日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

449,280,000 円 ※ ※ 総合評価

490 GPS同期型小型ストレージ装置 平成28年10月26日 平成28年10月26日 平成28年10月26日 平成28年12月22日
（株）オーエー研究所
神奈川県鎌倉市台2-15-41

14,796,000 円 ※ ※ 最低価格

491
H28 セキュリティソフトウェア検査用
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28年10月26日 平成28年10月26日 平成28年10月26日 平成29年2月28日
日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7,020,000 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

492 JGN広域分散ネットワーク計測環境整備 平成28年10月26日 平成28年10月26日 平成28年10月26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

13,694,400 円 ※ ※ 最低価格

493 クロック同期装置 平成28年10月26日 平成28年10月26日 平成28年10月26日 平成29年2月28日
エヌ･ティ･ティ アイティ（株）
神奈川県横浜市中区不老町2-9-1

3,385,800 円 ※ ※ 最低価格

494 行動統計データセット 平成28年10月26日 平成28年10月26日 平成28年10月26日 平成28年12月26日
（株）ゼンリンデータコム
東京都港区港南2-15-3 品川イン
ターシティC棟6F

12,852,000 円 ※ ※ 最低価格

495
局所的大気汚染予報システムのための
データ収集と解析補助作業

平成28年10月31日 平成28年10月31日 平成28年11月1日 平成29年2月28日
有人宇宙システム（株）
東京都千代田区大手町1-6-1 大
手町ビル

6,372,000 円 ※ ※ 最低価格

496
高周波電力計および高周波方向性結合器
一式

平成28年10月31日 平成28年10月31日 平成28年10月31日 平成29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

4,518,720 円 ※ ※ 最低価格

497 単語登録ツールの多言語化に向けた改修 平成28年10月12日 平成28年10月31日 平成28年11月1日 平成29年2月28日
SCSK（株）
東京都江東区豊洲3-2-20

4,104,000 円 ※ ※ 総合評価

498
ワンタイムパッド暗号化画像伝送装置及
び可視光通信によるデータ送受信装置の
製造

平成28年10月31日 平成28年10月31日 平成28年10月31日 平成29年2月28日
（株）プロドローン
愛知県名古屋市中区新栄町2-4
坂種栄ビル16F

6,318,000 円 ※ ※ 総合評価

499
磁気共鳴画像装置によって収集された大
規模脳構造データの解析支援作業

平成28年11月1日 平成28年11月1日 平成28年11月2日 平成29年3月10日
（株）ATR-Promotions
京都府相楽郡精華町光台2-2-2

4,202,280 円 ※ ※ 総合評価

500 物理乱数高精度化ソフトウェア 平成28年11月1日 平成28年11月1日 平成28年11月1日 平成29年2月28日
日本電気通信システム（株）
東京都港区三田1-4-28 三田国際
ビル

4,077,864 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

501
平成28年度 サロベツ電波観測施設管理道
路除雪作業

平成28年11月1日 平成28年11月1日 平成28年11月2日 平成29年3月31日
（株）佐々木組
北海道天塩郡豊富町東三条7

1,188,000 円 ※ ※ 最低価格

502 H28 情報通信インフラ機器 平成28年11月2日 平成28年11月2日 平成28年11月2日 平成29年1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

12,837,960 円 ※ ※ 最低価格

503
H28 クラウドロボティクス基盤の運用お
よび評価実験作業

平成28年11月7日 平成28年11月7日 平成28年11月8日 平成29年3月31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

5,076,000 円 ※ ※ 総合評価

504
タイ語･ミャンマー語･スペイン語発音辞
書の作成作業

平成28年11月7日 平成28年11月7日 平成28年11月8日 平成29年2月28日
（株）アドバンスト･メディア
東京都豊島区東池袋3-1-4 サン
シャインシティ文化会館6F

10,561,752 円 ※ ※ 総合評価

505
電磁界解析プリポスト処理計算機リース
(H28-32)

平成28年11月7日 平成28年11月7日 平成28年12月1日 平成33年3月29日
オリックス・レンテック（株）
東京都品川区北品川5-5-15 大崎
ブライトコア

2,775,492 円 ※ ※ 最低価格

506
電磁波源モデル計算システムリース
(H28-30)

平成28年11月7日 平成28年11月7日 平成28年12月1日 平成33年3月29日
オリックス・レンテック（株）
東京都品川区北品川5-5-15 大崎
ブライトコア

6,531,732 円 ※ ※ 最低価格

507 GPUコンピューティング用サーバーリース 平成28年11月8日 平成28年11月8日 平成28年12月1日 平成33年3月29日
オリックス・レンテック（株）
東京都品川区北品川5-5-15 大崎
ブライトコア

32,809,536 円 ※ ※ 最低価格

508 H28年度 RISE4.0用機器の保守作業 平成28年11月8日 平成28年11月8日 平成28年12月1日 平成29年3月31日
日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

1,424,368 円 ※ ※ 最低価格

509
研究開発用ネットワークエミュレーショ
ン設備(グループN)の無停電電源装置の交
換用バッテリ

平成28年11月11日 平成28年11月11日 平成28年11月11日 平成29年2月28日
ネットワンシステムズ（株）
東京都千代田区丸の内2-7-2 JP
タワー

6,361,200 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平

（物品、役務） 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

510 可変形鏡システム 平成28年11月14日 平成28年11月14日 平成28年11月14日 平成29年4月13日
ソーラボジャパン（株）
東京都豊島区東池袋2-23-2 東池
袋Qビル2F

3,888,000 円 ※ ※ 最低価格

511 高速高精度オシロスコープ 平成28年11月14日 平成28年11月14日 平成28年11月14日 平成29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

5,994,000 円 ※ ※ 最低価格

512
H28 業務サーバ用ソフトウエアライセン
ス

平成28年11月15日 平成28年11月15日 平成28年11月15日 平成29年2月13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

2,487,240 円 ※ ※ 最低価格

513 テレワーク端末 平成28年11月15日 平成28年11月15日 平成28年11月15日 平成29年1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

3,812,400 円 ※ ※ 最低価格

514
nanotech2017への出展に関わる会場設営･
運営等の請負業務

平成28年11月17日 平成28年11月17日 平成28年11月18日 平成29年2月28日
（株）ヒップ
東京都渋谷区代々木2-26-5-608

2,631,960 円 ※ ※ 最低価格

515 W帯信号出力系 平成28年11月17日 平成28年11月17日 平成28年11月17日 平成29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

8,521,200 円 ※ ※ 最低価格

516 高周波電力増幅器 平成28年11月17日 平成28年11月17日 平成28年11月17日 平成28年12月22日
（株）アールアンドケー
静岡県富士市前田721-1

3,456,000 円 ※ ※ 最低価格

517
2017年 外国雑誌電子ジャーナル Aグルー
プ(AAAS他) 購読契約

平成28年11月18日 平成28年11月18日 平成29年1月1日 平成29年12月31日
丸善雄松堂（株）
東京都立川市高松町3-1-5

7,183,385 円 ※ ※ 最低価格

518
2017年 外国雑誌電子ジャーナル Bグルー
プ(Springer他) 購読契約

平成28年11月18日 平成28年11月18日 平成29年1月1日 平成29年12月31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

9,208,271 円 ※ ※ 最低価格



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平
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№ 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

519
2017年 外国雑誌電子ジャーナル Cグルー
プ(ACS他) 購読契約

平成28年11月18日 平成28年11月18日 平成29年1月1日 平成29年12月31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

5,804,509 円 ※ ※ 最低価格

520
2017年 電子ブック (Lecture Notes in
Computer Science : Springer) 購読契約

平成28年11月18日 平成28年11月18日 平成29年1月1日 平成29年12月31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

8,313,926 円 ※ ※ 最低価格

521
H28 無人航空機システムの運航基礎情報
の調査

平成28年11月18日 平成28年11月18日 平成28年11月18日 平成29年2月1日

（株）日立アドバンストシステ
ムズ
神奈川県横浜市戸塚区吉田町292
番地

2,160,000 円 ※ ※ 総合評価

522 同報通信向け鍵蒸留ソフトウェアの製造 平成28年11月18日 平成28年11月18日 平成28年11月18日 平成29年2月28日
日本電気通信システム（株）
東京都港区三田1-4-28 三田国際
ビル

11,811,744 円 ※ ※ 総合評価

523 波長可変レーザー光源 平成28年11月18日 平成28年11月18日 平成28年11月18日 平成29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

3,278,880 円 ※ ※ 最低価格

524
平成28年度 高度通信･放送研究開発委託
研究に係る経理検査業務

平成28年11月18日 平成28年11月18日 平成28年11月21日 平成29年7月31日
フェリーチェコンサルティング
（株）
東京都千代田区神田神保町2-8

18,998,223 円 ※ ※ 総合評価

525 ホーチミン市フィールド実験補助業務 平成28年11月21日 平成28年11月21日 平成28年12月1日 平成29年2月27日
Variable Energy
千葉県印西市滝野1-15-11

1,995,840 円 ※ ※ 最低価格

526
H28 ミリ波帯ばく露評価用アンテナの試
作

平成28年11月22日 平成28年11月22日 平成28年11月22日 平成29年2月28日
マイクロウェーブファクトリー
（株）
東京都町田市原町田3-11-9

3,223,800 円 ※ ※ 総合評価

527
H28 ユーザ行動意図に基づくプロアク
ティブ音声対話システム開発支援作業の
派遣

平成28年11月22日 平成28年11月22日 平成28年12月1日 平成29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

4,169,880 円 ※ ※ 総合評価



落札者公示

契約担当の氏名及び所在地　：　 情報通信研究機構契約担当　理事　黒瀬　泰平
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№ 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 契約金額 予定価格 落札率 入札方式 その他

528 空調設備用フィルタ 平成28年11月22日 平成28年11月22日 平成28年11月22日 平成29年1月31日
新日本美風（株）
大阪府大阪市港区市岡元町3-3-
16

2,211,840 円 ※ ※ 最低価格

529
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

平成28年11月22日 平成28年11月22日 平成28年12月1日 平成29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

2,154,600 円 ※ ※ 総合評価

530 自律分散型負荷分散実験システム 平成28年11月22日 平成28年11月22日 平成28年11月22日 平成29年2月28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

4,968,000 円 ※ ※ 総合評価

531 ミリ波伝搬測定支援作業 平成28年11月24日 平成28年11月24日 平成28年11月25日 平成29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

6,588,000 円 ※ ※ 総合評価

532 冷却高速遠心機 平成28年11月24日 平成28年11月24日 平成28年11月24日 平成29年2月28日
宮野医療器（株）
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8

2,052,000 円 ※ ※ 最低価格

533
H28 機械翻訳の高度化のためのGPGPU計算
システム

平成28年11月25日 平成28年11月25日 平成28年11月25日 平成29年2月23日
トーワ電機（株）
宮城県仙台市青葉区国分町3-4-
33

10,681,200 円 ※ ※ 最低価格

534 演習シナリオ自動作成ツールの開発 平成28年11月25日 平成28年11月25日 平成28年11月25日 平成29年3月17日
（株）ディアイティ
東京都江東区東陽3-23-21 プレ
ミア東陽町ビル

9,016,920 円 ※ ※ 総合評価

535 多言語音声コーパス整備支援業務の派遣 平成28年11月25日 平成28年11月25日 平成28年12月2日 平成29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

3,041,936 円 ※ ※ 総合評価

536
H28 高性能航空機搭載SARデータ保存用ス
トレージサーバ･拡張ストレージ

平成28年11月28日 平成28年11月28日 平成28年11月28日 平成29年2月24日
コアマイクロシステムズ（株）
東京都板橋区中丸町11-2 ワコー
レ要町ビル9F

3,963,600 円 ※ ※ 最低価格
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537
平成28年度移動通信用鉄塔保守点検等作
業

平成28年11月28日 平成28年11月28日 平成28年11月28日 平成29年2月28日
電気興業（株）
東京都千代田区丸の内3-3-1

1,047,600 円 ※ ※ 最低価格

538
サイバー攻撃に対する高度演習基盤環境
の構築

平成28年11月29日 平成28年11月29日 平成28年11月29日 平成33年3月31日
日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

1,233,360,000 円 ※ ※ 総合評価

539 委託研究から派生する価値に関する調査 平成28年11月30日 平成28年11月30日 平成28年12月1日 平成29年1月31日
（株）サイバー創研
東京都品川区西五反田2-8-1

2,678,400 円 ※ ※ 総合評価

540
委託研究の効果の把握及び検証の手法に
ついての調査

平成28年11月30日 平成28年11月30日 平成28年12月1日 平成29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

5,356,800 円 ※ ※ 総合評価

541
ネットワーク管理自動化システム構築作
業

平成28年11月30日 平成28年11月30日 平成28年12月1日 平成29年3月17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

4,968,000 円 ※ ※ 総合評価

542
2017年 外国雑誌電子ジャーナル(NPG他)
購読契約

平成28年12月1日 平成28年12月1日 平成29年1月1日 平成29年12月31日
丸善雄松堂（株）
東京都立川市高松町3-1-5

19,070,506 円 ※ ※ 最低価格

543
H28 中波放送電磁界ばく露データ取得作
業

平成28年12月5日 平成28年12月5日 平成28年12月5日 平成29年2月28日
一般財団法人 電波技術協会
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-
2-3 農住ビルアーシス901

2,962,440 円 ※ ※ 総合評価

544 赤外光ビームプロファイラ 平成28年12月6日 平成28年12月6日 平成28年12月6日 平成29年2月6日

（株）光響
京都府京都市下京区烏丸通四条
下る水銀屋町637番地 第5長谷ビ
ル2F

2,104,920 円 ※ ※ 最低価格

545 有機化合物(3)の合成 平成28年12月6日 平成28年12月6日 平成28年12月6日 平成29年2月20日
神戸天然物化学（株）
兵庫県神戸市西区高塚台3-2-34

4,114,800 円 ※ ※ 最低価格
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546 実験装置等移設作業 平成28年12月7日 平成28年12月7日 平成28年12月8日 平成29年2月6日
大阪小簱（株）
大阪府門真市松生町6-9

1,120,446 円 ※ ※ 最低価格

547 国際研究連携展開業務の派遣 平成28年12月8日 平成28年12月8日 平成28年12月15日 平成29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

1,189,637 円 ※ ※ 総合評価

548
セキュリティオペレーション用映像表示
システムの移設作業

平成28年12月8日 平成28年12月8日 平成28年12月9日 平成29年2月6日
シャープビジネスソリューショ
ン（株）
千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

3,650,400 円 ※ ※ 総合評価

549 画像処理ワークステーション 平成28年12月13日 平成28年12月13日 平成28年12月13日 平成29年1月27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

15,768,000 円 ※ ※ 最低価格

550 高周波信号発生器等計測器一式 平成28年12月15日 平成28年12月15日 平成28年12月15日 平成29年2月13日
日本電計（株）
東京都台東区上野5-14-12

2,507,293 円 ※ ※ 最低価格

551 増設用TV会議端末 平成28年12月15日 平成28年12月15日 平成28年12月15日 平成29年2月17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

2,870,640 円 ※ ※ 最低価格

552 マイクロ波発生装置 平成28年12月15日 平成28年12月15日 平成28年12月15日 平成29年3月15日
日本測器（株）
兵庫県神戸市中央区磯辺通3-1-
19

4,995,000 円 ※ ※ 最低価格

553 レイトレースシミュレータの調達 平成28年12月15日 平成28年12月15日 平成28年12月15日 平成29年1月31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

5,076,000 円 ※ ※ 最低価格

554 スチームコンベクションオーブン 平成28年12月19日 平成28年12月19日 平成28年12月19日 平成29年2月28日
（株）千秀グローバル
東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿
パークタワー21F

1,663,200 円 ※ ※ 最低価格
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555
H28 大気汚染リスクマイニングのデータ
ベース構築補助作業

平成28年12月20日 平成28年12月20日 平成28年12月20日 平成29年2月28日

メディカル･データ･ビジョン
（株）
東京都千代田区神田美土代町7番
地 住友不動産神田ビル10F

3,780,000 円 ※ ※ 最低価格

556
「H28総務省 ･ NICT Entrepreneurs'
Challenge 2Days」イベント運営作業

平成28年12月22日 平成28年12月22日 平成28年12月23日 平成29年3月29日
（株）ヒップ
東京都渋谷区代々木2-26-5-608

4,006,800 円 ※ ※ 総合評価

557 逐次型干渉除去･抑圧処理プログラム 平成28年12月26日 平成28年12月26日 平成28年12月26日 平成29年2月28日
コスモリサーチ（株）
埼玉県さいたま市北区宮原町3-
148-5

5,832,000 円 ※ ※ 総合評価

558 伝送方式評価用プログラム 平成28年12月26日 平成28年12月26日 平成28年12月26日 平成29年2月28日
（株）オーエー研究所
神奈川県鎌倉市台2-15-41

14,968,800 円 ※ ※ 総合評価

559
マルチユーザ検出型干渉除去･抑圧処理プ
ログラム

平成28年12月26日 平成28年12月26日 平成28年12月26日 平成29年2月28日
（株）シグリード
神奈川県横浜市都筑区中川中央
1-38-10

15,120,000 円 ※ ※ 総合評価

560
H28 中間周波数帯利用機器近傍電磁界分
布及びSARデータ取得作業

平成28年12月27日 平成28年12月27日 平成28年12月28日 平成29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

4,195,000 円 ※ ※ 最低価格

561
平成28年度 ソーシャルビッグデータ解析
性能試験用小規模サーバ装置群

平成28年12月27日 平成28年12月27日 平成28年12月27日 平成32年5月16日
住友電設（株）
東京都港区三田3-12-15

15,638,400 円 ※ ※ 最低価格

562 信号発生器 平成29年1月6日 平成29年1月6日 平成29年1月6日 平成29年3月7日
荒木電機工業（株）
東京都渋谷区恵比寿2-11-6

7,199,280 円 ※ ※ 最低価格

563 カウフマン型イオンガン 平成29年1月11日 平成29年1月11日 平成29年1月11日 平成29年2月27日
アールエムテック（株）
東京都中央区日本橋浜町2-30-1

4,181,760 円 ※ ※ 最低価格
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564 端末局用ハードウェアプラットフォーム 平成29年1月11日 平成29年1月11日 平成29年1月11日 平成29年2月10日
太陽計測（株）
東京都大田区山王1-2-6

11,448,000 円 ※ ※ 最低価格

565 非接触型視線計測システム 平成29年1月11日 平成29年1月11日 平成29年1月11日 平成29年2月28日
（株）ナックイメージテクノロ
ジー
東京都港区北青山2-11-3

2,999,160 円 ※ ※ 最低価格

566
1.5μm帯高輝度パルスファイバーレー
ザー

平成29年1月13日 平成29年1月13日 平成29年1月13日 平成29年3月31日
東北電子産業（株）
宮城県仙台市太白区向山2-14-1

3,585,600 円 ※ ※ 最低価格

567
1.5μm帯連続波波長可変半導体レーザー
システム

平成29年1月13日 平成29年1月13日 平成29年1月13日 平成29年3月31日
（株）日本レーザー
東京都新宿区西早稲田2-14-1

5,825,304 円 ※ ※ 最低価格

568
NICTサイバーセキュリティシンポジウム
開催運営作業

平成29年1月20日 平成29年1月20日 平成29年1月21日 平成29年3月24日
（株）ディーワークス
東京都台東区柳橋1-5-8 DKK柳橋
ビル3F

1,620,000 円 ※ ※ 総合評価

569
遠隔コミュニケーション実験用映像機材
2式

平成29年1月20日 平成29年1月20日 平成29年1月20日 平成29年2月28日
日豊（株）
大阪府大阪市北区本庄東3-10-27

3,107,160 円 ※ ※ 最低価格

570
調査船搭載用プロトタイプ衛星地球局通
信実験用モデム

平成29年1月20日 平成29年1月20日 平成29年1月20日 平成29年3月31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

5,605,200 円 ※ ※ 最低価格

571 演習自動運用システムの開発 平成29年1月27日 平成29年1月27日 平成29年1月27日 平成29年3月24日
（株）ディアイティ
東京都江東区東陽3-23-21 プレ
ミア東陽町ビル

14,580,000 円 ※ ※ 総合評価

572
研究用光脳機能イメージング装置レンタ
ル

平成29年1月27日 平成29年1月27日 平成29年3月14日 平成29年3月28日
大研科学産業（株）
兵庫県加東市上滝野668番地

1,674,000 円 ※ ※ 総合評価
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573
タイ･インドネシアにおける赤道電離圏観
測システムの雷害対策補強作業

平成29年1月30日 平成29年1月30日 平成29年1月30日 平成29年4月30日
音羽電機工業（株）
大阪府大阪市北区豊崎1-12-13-
401

6,854,544 円 ※ ※ 総合評価

574
次期技術試験衛星の通信ミッション機器
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1月31日 平成29年1月31日 平成29年2月1日 平成29年3月24日
HIREC（株）
茨城県つくば市東新井3-6

6,696,000 円 ※ ※ 最低価格

575
エレベーター用防災キャビネット及び防
災用品の購入

平成29年2月7日 平成29年2月7日 平成29年2月7日 平成29年3月9日
（株）文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

2,546,640 円 ※ ※ 最低価格

576 構内PHS端末 平成29年2月8日 平成29年2月8日 平成29年2月8日 平成29年3月29日
NECネッツエスアイ（株）
東京都文京区後楽2-6-1

6,704,640 円 ※ ※ 最低価格

577 多数デバイス接続電波伝搬環境模擬装置 平成29年2月14日 平成29年2月14日 平成29年2月14日 平成29年3月14日
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲1-1-6

28,696,680 円 ※ ※ 最低価格

578 実空間情報分析サーバ機器 平成29年2月14日 平成29年2月14日 平成29年2月14日 平成29年3月24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

2,862,000 円 ※ ※ 最低価格

579 ベクトル信号解析システム 平成29年2月21日 平成29年2月21日 平成29年2月21日 平成29年4月24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

7,999,560 円 ※ ※ 最低価格

580
H28 機械翻訳の高度化のためのGPGPU計算
システムの増強

平成29年2月22日 平成29年2月22日 平成29年2月22日 平成29年5月8日
（株）日立製作所
東京都品川区南大井町6-23-1

15,660,000 円 ※ ※ 最低価格

581 磁気式3次元位置計測システム 平成29年3月14日 平成29年3月14日 平成29年3月14日 平成29年4月13日
（株）スリーディー
神奈川県横浜市港北区新横浜2-
3-8

2,142,720 円 ※ ※ 最低価格
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582 MRI用生体反応(皮膚発汗)計測装置 平成29年3月22日 平成29年3月22日 平成29年3月22日 平成29年5月31日
（株）フィジオテック
東京都千代田区岩本町1-6-3

2,878,956 円 ※ ※ 最低価格

583 生体分子動態解析システム 平成29年3月24日 平成29年3月24日 平成29年3月24日 平成29年5月23日
宮野医療器（株）
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8

9,052,560 円 ※ ※ 最低価格

584 生物試料調整システム 平成29年3月24日 平成29年3月24日 平成29年3月24日 平成29年5月23日
宮野医療器（株）
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8

2,430,000 円 ※ ※ 最低価格

585 防塵装置 平成29年3月28日 平成29年3月28日 平成29年3月28日 平成29年5月29日
宮野医療器（株）
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8

3,283,200 円 ※ ※ 最低価格

586 日英機械翻訳の評価作業 平成29年3月17日 平成29年3月17日 平成29年3月18日 平成29年8月14日
（株）ロゼッタ
東京都千代田区神田神保町3-7-1

8,756,670 円 ※ ※ 総合評価

587 遠隔開発環境構築作業 平成29年3月27日 平成29年3月27日 平成29年3月28日 平成29年4月28日
ジャパンデータコム（株）
東京都港区赤坂2-23-1 アークヒ
ルズフロントタワーRoP1201

11,664,000 円 ※ ※ 総合評価

588
「第2回次世代の人工知能技術に関する合
同シンポジウム」開催運営の請負作業

平成29年3月23日 平成29年3月23日 平成29年3月24日 平成29年6月9日
（株）ディーワークス
東京都台東区柳橋1-5-8 DKK柳橋
ビル3F

1,404,000 円 ※ ※ 最低価格

589
フロン排出抑制に伴う空調機･冷凍機定期
点検作業

平成29年3月24日 平成29年3月24日 平成29年3月24日 平成29年3月31日
ダイキン工業（株）
東京都大田区大森西3-29-7

1,620,000 円 ※ ※ 最低価格

（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。


