国立大学法人政策研究大学院大学契約事務取扱規程第８条の２に基づき、以下のとおり公表する。
No.

契約事項

契約担当者の氏名
及び部局の名称

契約年月日

1

LEADING Asia2017.04 第2回知識共創ワークショッ
プおよび第2回事例研究フォーラム航空券手配

中野 理美
大学運営局長

2017/4/10

株式会社旅工房
東京都豊島区東池袋3-1-1
ｻﾝｼｬｲﾝ60 46F

7,350,400円

変更契約
会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
平成29年4月17日
程第８条第１項第１号（カ）
7,064,440円

2

XML Raw Data購入

中野 理美
大学運営局長

2017/4/14

CLARIVATE ANALYTICS (US) LCC
1500 Spring Garden Street, Fourth Floor,
Philadelphia, PA 19130, U.S.A.

7,330,505円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
65,000USD
程第８条第１項第１号（カ）

3

Fukushima Daiichi Book原稿執筆業務

中野 理美
大学運営局長

2017/4/14

SPEECHWRITER INC.
千葉県夷隅郡御宿町高山田1128

3,240,000円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

4

タイ公共管理及びリーダーシップ開発研修プログラ
ム（PMLTP）の宿泊手配

中野 理美
大学運営局長

2017/5/8

住友不動産ヴィラフォンティーヌ株式会社
東京都新宿区西新宿8-15-1
住友不動産西新宿8丁目ﾋﾞﾙ 13F

5

税理士顧問契約の更新について

中野 理美
大学運営局長

2017/5/30

PwC税理士法人
東京都千代田区霞が関3-2-5

1,339,200円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

1,200,000円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

2,883,600円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（オ）

契約の相手方

契約金額

随意契約の根拠となる条文

1室1泊あたり14,000円 会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
1室1泊あたり7,000円 程第８条第１項第１号（カ）

6

アメリカ外交政策極秘文書シリーズWeb版
Digital National Security Archive

中野 理美
大学運営局長

2017/6/1

ProQuest Information and Learning Ltd.
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1
三菱重工横浜ビル
（日本総代理店）
株式会社紀伊國屋書店
東京都新宿区三丁目17番7号
代理人
株式会社紀伊國屋書店東京営業本部
東京都目黒区下目黒三丁目7番10号

7

地域包括ケアによる近隣地価等への効果に関する
データ収集・基本集計業務

中野 理美
大学運営局長

2017/6/7

株式会社社会空間研究所
東京都渋谷区上原三丁目1番16号

8

労働者派遣契約(国際渉外室担当業務）

中野 理美
大学運営局長

2017/6/16

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

9

e-learningのための教材作成業務

中野 理美
大学運営局長

2017/6/19

株式会社アドコンダクター
東京都国立市富士見台4-39-5-706

10

国際貿易ｾﾝﾀｰ(ITC)とのアジア太平洋諸国等の
EPAに関する調査研究協定

中野 理美
大学運営局長

2017/6/19

11

カリフォルニア大学サンディエゴ校エクステンション
国際プログラムにおける大学マネジメントセミナー
の提供について

中野 理美
大学運営局長

2017/6/21

12

第14期 監査報酬 第1回 （全2回）

田中 明彦
学長

2017/7/13

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/8/1

UNCTAD
PARLAYS DES NATIONS,
CH 1211 GENEVA 10-Switzerland

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/8/10

株式会社ターンストーンリサーチ
神奈川県鎌倉市西御門一丁目20番12号

3,961,440円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
企画競争
程第８条第１項第１号（オ）

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/8/10

株式会社リトラ
東京都大田区仲六郷3-21-2-703

5,200,000円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（オ）

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/8/23

丸善雄松堂株式会社
東京都港区海岸一丁目9番18号

1,816,396円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（オ）及び（カ）

13

14

15

16

国際連合貿易開発会議（UNCTAD)とのAPEC参加
経済のNTMデータ整備に関するサービスの調達契
約
エビデンスに基づく政策立案機能の方式検証シス
テムのプロトタイプ作成のためのデータ分析ツール
およびビジュアライゼーションツールのためのアル
ゴリズムの開発
エビデンスに基づく政策立案機能の方式検証シス
テムのプロトタイプ作成のためのデータベース計
画、アプリケーション・プログラミング・インターフェイ
ス構築
外国図書

INTERNATIONAL TRADE CENTER,
PARLAYS DES NATIONS,
CH 1211 GENEVA 10-Switzerland
9500 Gilman Drive, Mail Code 0176D
La Jolla, CA 92093-0176
University of California, San Diego,
Extension International Programs
有限責任監査法人トーマツ
東京都港区港南二丁目15番3号
品川インターシティ

備考

2,215円/時間

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規 企画競争による時間単価契
程第８条第１項第１号（オ）
約

1,350,000円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

9,838,816円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
108,875USD
程第８条第１項第１号（カ）

7,732,184円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
67,660USD
程第８条第１項第１号（カ）

1,850,000円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
企画競争
程第８条第１項第１号（オ）

14,012,900円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
125,000USD
程第８条第１項第１号（カ）

No.

契約事項

契約担当者の氏名
及び部局の名称

契約年月日

17

Public Finance Program 奨学生の宿泊施設の使用

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/8/30

一般財団法人アジア会館
東京都港区赤坂8丁目10番32号

18

労働者派遣契約(補助金担当業務）

中野 理美
大学運営局長

2017/8/30

株式会社キャリアパワー
東京都千代田区大手町1-7-2
東京サンケイビル15階

19

学生用クライアントＰＣセットアップ業務 一式

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/9/13

東日本電信電話株式会社
東京都港区港南1-9-1

20

定期健康診断業務

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/9/26

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセン
ター 附属健康増進センター 東京支部
東京都千代田区神田須田町1-10

21

オンラインビデオ面接システムの使用権許諾

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/10/19

Kira Talent Inc.
10 Dundas St. E Suite 600 Toronto,
ON M5B 2B3

22

ラオス党幹部向け研修プログラムの宿泊手配につ
いて

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/11/10

株式会社阪急阪神ホテルズ
大阪府大阪市北区芝田1丁目16番35号

23

シンガポール国立大学における日本の大学向け短
期インターシップ研修提供に関する契約

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/11/14

#03-07, 21 Lower Kent Ridge road,
Singapore 119077
National University of Singapore

24

勤怠管理システム更新業務 一式

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/11/14

東日本電信電話株式会社
東京都港区港南1-9-1

3,499,200円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第２号（イ）

25

開学20周年記念式典・祝賀会同時通訳等 一式

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/11/20

株式会社サイマル・インターナショナル
東京都中央区築地1-12-6
築地えとﾋﾞﾙ5階

1,421,388円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

26

ラオス党幹部向け研修プログラムの航空券手配

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/11/21

名鉄観光サービス株式会社
東京都中央区銀座7-8-2
銀座御幸ﾋﾞﾙ7階

27

開学20周年記念式典祝賀会ケータリング業務等
一式

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/11/24

株式会社Beyond Japan
神奈川県横浜市都筑区東山田4-39-1

2,339,442円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

28

災害対応マニュアル策定支援業務

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/11/28

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
東京都港区虎ノ門5-11-2

4,182,948円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

29

The Global Trade Analysis Consortium
（GTAP：世界貿易コンソーシアム）の年会費支払い
について

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/12/7

403 West State Street
West Lafayette, IN 47907-2056
United States

2,317,329円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
20,435USD
程第８条第１項第１号（カ）

30

2018年 Springer Link 電子ジャーナル購読サービ
ス

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/12/11

Springer Customer Service Center GmbH
Haberstrasse 7, 69126 Heidelberg, Germany

3,257,795円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

31

教育ソフトウェアMATLABの包括ライセンス（TAH）
契約

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/12/12

マスワークス合同会社
東京都港区赤坂4-15-1
赤坂ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ 7階

1,263,600円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

32

学際的・分野融合的な教育研究活動に関する意識
調査データ収集・基本集計業務

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/12/18

株式会社マーケティング総合研究所
埼玉県さいたま市見沼区春岡2丁目14番18

2,899,908円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（オ）

33

外国図書

佐藤 弘毅
大学運営局長

2017/12/25

丸善雄松堂株式会社
東京都港区海岸一丁目9番18号

1,607,411円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（オ）及び（カ）

34

平成29年度JLC大学院学位プログラムに必要とな
る経費の取扱いに関する契約について

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/1/23

独立行政法人国際交流基金日本語国際セン
ター
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-36

1,999,440円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

35

教育ソフトウェアSTATAの包括ライセンス（サイトラ
イセンス）契約

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/1/25

株式会社ライトストーン
東京都千代田区東神田2-5-12
龍角散ﾋﾞﾙ7F

1,890,000円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

契約の相手方

契約金額
1室1泊あたり9,500円

2,376円/時間

随意契約の根拠となる条文
会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規 企画競争による時間単価契
程第８条第１項第１号（オ）
約

1,190,700円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

単価契約

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

1,429,875円

備考

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
12,500USD
程第８条第１項第１号（カ）

1室1泊あたり11,800円 会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
1室1泊あたり12,800円 程第８条第１項第１号（カ）
USD17,500 会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
（約2,001,825円） 程第８条第１項第１号（カ）

ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗｽ（一人あたり）
286,260円 会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ（一人あたり） 程第８条第１項第１号（カ）
105,260円

No.

契約事項

契約担当者の氏名
及び部局の名称

契約年月日

契約の相手方

36

JIMS2018における宿泊手配

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/1/30

株式会社阪急阪神ホテルズ
大阪府大阪市北区芝田1丁目16番35号

37

定期建物賃貸借契約

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/2/2

Oakwood Japan Godo Kaisha
Executive Member Oakwood Holdings Co.,Ltd

38

政策研究大学院大学教育支援情報サービスシス
テム共通仮想化基盤への移行業務

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/2/7

39

外国雑誌

佐藤 弘毅
大学運営局長

40

外国雑誌

41

契約金額

随意契約の根拠となる条文

備考

1室1泊あたり13,800円 会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
1室1泊あたり15,800円 程第８条第１項第１号（カ）
913,001円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

株式会社プランナーズランド
愛知県名古屋市中区栄5丁目25番6号

2,700,000円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第２号（イ）

2018/2/8

株式会社紀伊國屋書店
東京都新宿区三丁目17番7号
代理人
株式会社紀伊國屋書店東京営業本部
東京都目黒区下目黒三丁目7番10号

15,192,249円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（オ）及び（カ）

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/2/8

丸善雄松堂株式会社
東京都港区海岸一丁目9番18号

5,401,695円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（オ）及び（カ）

教育支援情報サービスシステム 一式

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/2/8

株式会社プランナーズランド
愛知県名古屋市中央区栄五丁目25番6号
株式会社JECC
東京都千代田区丸の内三丁目4番1号

42

SciREXコアコンテンツのウェブ化

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/2/9

クリエーションライン株式会社
東京都千代田区神田佐久間町3-6

5,184,000円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

43

GISTウェブサイト及びSciREX事業ポータルサイト
の改修及びディレクション業務

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/2/19

株式会社Active node
東京都千代田区神田司町2丁目13

1,921,320円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
企画競争
程第８条第１項第１号（オ）

44

教育支援情報サービスシステム保守契約の更新
について

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/2/19

株式会社プランナーズランド
愛知県名古屋市中央区栄五丁目25番6号

9,619,560円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項１号（カ）

45

労働者派遣契約(経理担当業務）

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/2/20

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

46

ScienceDirectの利用

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/2/21

ｴﾙｾﾞﾋﾞｱ･ﾋﾞｰ･ﾌﾞｲ
ｵﾗﾝﾀﾞ王国ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ市ﾗｰﾀﾞｰｳﾞｪﾋ29

47

労働者派遣契約(教員秘書業務等A）

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/2/22

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートGINZA8ビル

2,624.4円 会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規 企画競争による時間単価契
1人1時間当たり 程第８条第１項第１号（オ）
約

48

労働者派遣契約(教員秘書業務等B）

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/2/22

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートGINZA8ビル

2,624.4円 会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規 企画競争による時間単価契
1人1時間当たり 程第８条第１項第２号（イ）
約

49

労働者派遣契約(教員秘書業務等C）

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/2/22

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートGINZA8ビル

2,376円 会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規 企画競争による時間単価契
1人1時間当たり 程第８条第１項第１号（オ）
約

50

Springer eBookの購入

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/2/28

Tiergartenstrasse 15-17, 69121 Heidelberg,
Germany
Springer Customer Service Center GmbH

2,125,435円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

51

日経テレコン２１

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/3/2

日経メディアマーケティング株式会社
東京都千代田区大手町1-3-7

1,005,696円

会計規則第３０条第1項第４号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第２号（エ）

52

EBSCO Academic Search Premier年間利用料

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/3/6

EBSCO Information Service Japan株式会社
東京都中野区中央二丁目19番2号
中野第1OSﾋﾞﾙ3階

3,263,004円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

53

CPCパソコン購入

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/3/8

幸和商事株式会社
東京都文京区本郷5丁目1番13号

1,108,080円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第３号（イ）

2,581,236円 会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
(月額 215,103円) 程第８条第１項第１号（カ）

2,392.2円 会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規 企画競争による時間単価契
1人1時間当たり 程第８条第１項第3号（カ）
約
9,455,265円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

No.

契約事項

契約担当者の氏名
及び部局の名称

契約年月日

契約の相手方

契約金額

随意契約の根拠となる条文

54

教育研究推進システム設定作業一式

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/3/12

東日本電信電話株式会社
東京都港区港南1-9-1

7,678,800円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

55

振舞探知型ソフトウェア（PaloAlto WildFire）ライセ
ンス更新

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/3/13

東日本電信電話株式会社
東京都港区港南1-9-1

2,376,000円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

56

ステーツマン・プロジェクトに係るインド出張手配業
務

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/3/23

株式会社霞が関トラベル
東京都千代田区霞が関3-3-1

9,100,100円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第1号(カ）

57

オンライン情報サービス LexisNexis Academic
データベース利用料

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/3/26

レクシスネクシス・ジャパン株式会社
東京都港区東麻布1-9-15
東麻布1丁目ヒ゛ル 6階

58

勤怠管理ソフトウェア・ICカードリーダー・仮想基盤
システム保守

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/3/26

東日本電信電話株式会社
東京都港区港南1-9-1

1,564,920円

会計規則第３０条第1項第４号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

59

ＣＮＮ等衛星放送受信サービス

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/3/27

株式会社日本ケーブルテレビジョン
東京都港区六本木1-1-1

1,023,840円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）
会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第２号（エ）

60

政策研究大学院大学顧問弁護士委託契約

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/3/27

安西法律事務所
東京都中央区銀座3丁目4番1号

61

労働者派遣契約（図書館カウンター業務Ａ）

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/3/27

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

62

財務会計システム「見える会計Ver.4」ソフトウェア
保守業務

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/3/30

神田通信機株式会社
東京都千代田区神田富山町24

2,106,000円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

63

人事給与統合システム保守業務

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/3/30

株式会社サイエンティア
東京都品川区西五反田2-2-10

1,514,587円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

64

政策研究大学院大学エレベーター改修工事

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/4/27

東芝エレベーター株式会社
東京都品川区大井1-28-1

36,720,000円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第1項第1号(カ）

65

税理士顧問契約の更新について

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/5/30

PwC税理士法人
東京都千代田区霞が関3-2-5

1,339,200円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

66

東南アジア行政組織開発にかかる情報収集・確認
調査 外国人招聘業務

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/6/13

株式会社阪急阪神ビジネストラベル
大阪府大阪市梅田2丁目5番25号

67

2018アジア・ユーロ ポリシーフォーラム招聘者航
空券手配業務

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/6/13

阪神トラベル・インターナショナル株式会社
東京都中央区銀座1-13-1
ヒューリック銀座1丁目ビル

68

労働者派遣契約(国際渉外室担当業務）

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/6/21

株式会社アスク
東京都中央区銀座8-14-14

69

留学生向け研修教材のための翻訳業務委託

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/6/25

株式会社日本翻訳センター
東京都千代田区神田美土代町7

6,253,200円

会計規則第３０条第1項第１号及び契約事務取扱規
企画競争
程第８条第１項第１項第1号(オ）

70

カリフォルニア大学バークレー校における大学トッ
プマネジメント研修プログラムの提供に関する契約

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/6/26

The Regents of the University of California
2607 Hearst Avenue Berkeley,CA 94720-7320
USA

4,436,470円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
39,050USD
程第８条第１項第1号(カ）

71

労働者派遣契約(補助金担当業務）

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/6/26

72

カリフォルニア大学サンディエゴ校エクステンション
国際プログラムにおける大学マネジメントセミナー
の提供に関する契約

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/7/18

株式会社ハーフタイム
東京都新宿区四谷1-18-6
四谷プラザビル6階
Roxanne Nuhaily,Executive Director Extension
International Programs University of
California,San Diego Division of Extended
Studies and Public Programs

1,496,880円 会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
（月額 124,740円） 程第８条第１項第１号（カ）

1,296,000円 会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
（月額 108,000円） 程第８条第１項第１号（カ）
2,322円 会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
1人1時間当たり 程第８条第１項第３号（カ）

29,912,160円

1,170,260円

会計規則第３０条第1項第１号及び契約事務取扱規
企画競争
程第８条第１項第1号(オ）
会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号(カ)

2,354.4円 会計規則第３０条第1項第４号及び契約事務取扱規
1人1時間当たり 程第８条第１項第１号（オ）

2,214円 会計規則第３０条第1項第４号及び契約事務取扱規
1人1時間当たり 程第８条第１項第１号（オ）

7,238,414円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
64,525USD
程第８条第１項第1項第1号(カ）

備考

No.

契約事項

契約担当者の氏名
及び部局の名称

契約年月日

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/7/20

Springer Nature Singapore Pte Ltd.
152 Beach Road,#21-01/04 GateWay East
Singapore 189721,Singapore

2,521,176円

会計規則第３０条第1項第４号及び契約事務取扱規
26,075EUR
程第８条第１項第１号（カ）

田中 明彦
学長

2018/7/24

有限責任監査法人トーマツ
東京都港区港南二丁目15番3号
品川インターシティ

1,850,000円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
企画競争
程第８条第１項第１号（オ）

契約の相手方

契約金額

随意契約の根拠となる条文

73

Springer Natureとのオープンアクセス書籍出版契
約

74

第15期 監査報酬 第2回 （全2回）

75

労働者派遣契約(教育プログラム室担当業務）

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/7/30

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートGINZA8ビル

76

政策情報公開に関わるｼｽﾃﾑにおける情報要約機
能等の開発

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/8/6

株式会社ピコラボ
東京都港区赤坂4丁目1-30

4,607,280円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第1号(カ）

77

科学技術イノベーション政策の経済効果シュミレー
ターの作成システム開発と｢科学技術イノベーショ
ン政策｣に関する政策オプションの作成の実証実験

佐藤 弘毅
大学運営局長

2018/8/7

株式会社三菱総合研究所
東京都千代田区永田町2-10-3

6,467,040円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（オ）

78

Public Finance Program奨学生の宿泊施設の使用

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/9/3

一般財団法人アジア会館
東京都港区赤坂8丁目10番32号

79

フィリピン行政官幹部研修にかかる宿泊施設の利
用

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/9/3

株式会社阪急阪神ホテルズ
大阪府大阪市北区芝田1-16-1

80

エネルギーデーターバンクサービスの使用

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/9/13

一般財団法人日本エネルギー経済研究所
東京都中央区勝どき1-13-1
イヌイビル・カチドキ10階

81

定期健康診断業務

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/9/18

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセン
ター 附属健康増進センター 東京支部
東京都千代田区神田須田町1-10

82

政策研究大学院大学照明器具設備改修工事

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/9/26

株式会社城南サービス
東京都大田区東矢口1-12-22

83

外国図書

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/9/27

84

オンラインビデオ面接システムの使用権許諾

渡邉 倫子
大学運営局長

85

郵便物の集荷・発送代行 業務委託契約

86

備考

2392.2円 会計規則第３０条第1項第４号及び契約事務取扱規
2019/3/4契約期間変更契約
1人1時間当たり 程第８条第１項第1号（オ）

1室1泊あたり 会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
9,500円 程第８条第１項第１号（カ）
1室1泊あたり 11,800円 会計規則第３０条第1項第１号及び契約事務取扱規
1室1泊あたり 12,800円 程第２７条第１項第４号

月額 13,500円

会計規則第30条第1項第4号及び契約事務取扱規
定第8条第1項第3号（カ）

単価契約

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

64,721,808円

会計規則第３０条第1項第３号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第2号(ア）

丸善雄松堂株式会社
東京都港区海岸一丁目9番18号

1,518,091円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（オ）及び（カ）

2018/10/26

Kira Talent Inc.
10 Dundas St. E Suite 600 Toronto,
ON M5B 2B3

1,350,000円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
12,500USD
程第８条第１項第１号（カ）

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/10/31

株式会社FMサポート21
東京都港区新橋1-18-16

図書館所蔵「矢部貞治関係文書」電子版使用許可
契約

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/11/19

丸善雄松堂株式会社
東京都港区海岸1丁目9-18

87

労働者派遣契約(教育プログラム運営補助業務A）

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/11/22

株式会社アスク
東京都中央区銀座8-14-14

2,440.8円 会計規則第３０条第1項第４号及び契約事務取扱規
1人1時間当たり 程第８条第１項第１号（オ）

88

労働者派遣契約(研究費管理・執行補助業務）

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/11/22

株式会社リクルートスタッフィング
東京都中央区銀座8-4-17
リクルートＧＩＮＺＡ８ビル

2,392.2円 会計規則第３０条第1項第４号及び契約事務取扱規
1人1時間当たり 程第８条第１項第１号（オ）

89

国会事故調フォローアップ及び高年齢化社会・グ
ローバルヘルス等に関する法律調査・コンサルティ
ング委託業務

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/11/27

松澤香法律事務所
東京都千代田区平河町1-6-15

2,592,000円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第1号(カ）

90

｢エチオピア生産性調査レポート｣の作成業務委託

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/11/30

Federal Democratic Republic of Ethiopia Policy
Study and Research enter Director General
Ahmed Abtew

2,025,900円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
88,385USD
程第８条第１項第１号（カ）

91

XML RawData 購入

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/11/30

クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社
東京都赤坂5丁目2番20号
赤坂パークビル19階

3,240,000円

会計規則第３０条第1項第４号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

バイク便往復定期金額
月額 108,000円 会計規則第30条第1項及び契約事務取扱規定第8
軽自動車往復スポット金額 条第1項第1号（カ）
1回 9,720円

売上1セットあたり 会計規則第35条第1項及び契約事務取扱規定第8
86,400円 条第1項第1号（カ）

No.

契約事項

契約担当者の氏名
及び部局の名称

契約年月日

92

科学技術イノベーション波及効果シュミレーターの
プロトタイプ開発と技術調査

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/12/10

株式会社プラケーレ
東京都中央区東日本橋2丁目28-4号
日本橋CETビル2階

3,888,000円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
企画競争
程第８条第１項第１号（オ）

93

2019年 Springer Link 電子ジャーナル購読サービ
ス

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/12/21

Springer Customer Service Center GmbH
Haberstrasse 7, 69126 Heidelberg, Germany

3,384,849円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

94

教育ソフトウェアMATLABの包括ライセンス（TAH）
契約

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/12/21

マスワークス合同会社
東京都港区赤坂4-15-1
赤坂ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ 7階

1,389,960円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（カ）

95

郵便料金計器「ポスタリアフランコチップ社製
PostBase30」の賃貸借契約

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/12/26

東京センチュリー株式会社
東京都千代田区神田練塀町3番地

96

外国図書

渡邉 倫子
大学運営局長

2018/12/27

株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒3-7-10

1,178,464円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（オ）及び（カ）

97

人事給与統合システム環境適用作業

渡邉 倫子
大学運営局長

2019/1/11

株式会社日進サイエンティア
東京都品川区南大井6-26-2
大森ベルポートB館8階

4,530,600円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第1号(カ）

98

企業財務データバンク購入

渡邉 倫子
大学運営局長

2019/1/15

株式会社日本経済研究所
東京都千代田区大手町1丁目9番2号

1,836,000円

会計規則第３０条第1項第４号及び契約事務取扱規
物品供給
程第８条第１項第１号（カ）

99

科学技術政策研究プロジェクトに関するワーク
ショップ及びインタビューの実施業務

渡邉 倫子
大学運営局長

2019/1/16

特定非営利活動法人 STeLA Japan
東京都文京区本郷5-25-16-303

2,200,000円

会計規則第３５条第1項及び契約事務取扱規程第２
７条第１項第4号

100

政策情報公開に関わるｼｽﾃﾑにおけるメタデータ抽
出・検索機能の開発

渡邉 倫子
大学運営局長

2019/1/21

株式会社ピコラボ
東京都港区赤坂4丁目1-30

4,898,880円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第1号(カ）

101

シンガポール国立大学における日本の大学向け大
学リーダーシップ・プログラム研修の提供に関する
契約

渡邉 倫子
大学運営局長

2019/2/1

1,226,550円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
15,000SGD
程第８条第１項第1号(カ）

102

Orbis HDD法人情報と特許情報の国際間比較分析
用ﾃﾞｰﾀｰの購入

渡邉 倫子
大学運営局長

2019/2/4

2,160,000円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第1号(カ）

103

eduroam JP認証連帯IDサービス対応作業

渡邉 倫子
大学運営局長

2019/2/5

東日本電信電話株式会社
東京都港区港南1-9-1

2,138,400円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第1項第1号(カ）

104

SciREXコアコンテンツのウェブ修正

渡邉 倫子
大学運営局長

2019/2/5

クリエーションライン株式会社
東京都千代田区神田佐久間町3-6
M'S Work BlDG 2F

1,771,200円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第1号(カ）

105

The Global Trade Analysis Consortium(GTAP：世
界貿易コンソーシアム）の年会費支払について

渡邉 倫子
大学運営局長

2019/2/8

Purdue University Center for Global Trade
Analysis Distinguished Professor and Executve
Director Dr.Thomas Hertel

2,265,628円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
20,435USD
程第８条第１項第1号(カ）

106

JIMS2019における宿泊手配

渡邉 倫子
大学運営局長

2019/2/12

株式会社阪急阪神ホテルズ
大阪府大阪市北区芝田1-16-1

107

academist Journalインタビュー記事作成及び掲載

岩渕 信亨
財務マネジメント課長

2019/2/18

108

ベトナム国際水週間における水と災害専門家会合
の開催及び報告書作成業務

岩渕 信亨
財務マネジメント課長

2019/2/18

109

GISTウェブサイト及びSciREX事業ポータルサイト
の改良、新規機能開発、ディレクション業務

岩渕 信亨
財務マネジメント課長

2019/2/25

契約の相手方

Professor Wei kwok kee,Dean(NUS SCALE)
for and on behafe of National University of
Singapore, acting through its school of
Continuing and lifellong Education 21 Lower
Kent ridge Road Singapore 119077
ビューロー・ヴァン・ダイク エレクトロニック・パ
ブリッシング株式会社
東京都港区北青山1-2-7
コウヅキキャピタルイースト3階

アカデミスト株式会社
東京都千代田区大手町1丁目6番1号
大手町ビル6階 Inspired.lab
Dr.Monika weber-fahr
GWP Executive Secretary & CEO
Global Water Partnership Organisation(GWPO)
Global Secretariat,PO Box 24177,104 51
Stockholm,SWEDEN
株式会社Active node
千葉県流山市宮園2-17-17

契約金額

月額 8,640円

随意契約の根拠となる条文

会計規則第30条第1項第4号及び契約事務取扱規
定第8条第1項第1号（カ）

1室1泊あたり 15,800円
1室1泊あたり 16,800円 会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
1室1泊あたり 18,800円 程第８条第１項第1号(カ）
税込み

2,160,000円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第1項第1号(カ）

2,500,000円

会計規則第３０条第1項第５号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第1号(カ）

1,184,220円

会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
程第８条第１項第１号（オ）

備考

No.

契約事項

契約担当者の氏名
及び部局の名称

契約年月日

岩渕 信亨
財務マネジメント課長

2019/3/14

Tiergartenstrasse 15-17, 69121 Heidelberg,
Germany
Springer Customer Service Center GmbH

2019/3/28

神田通信機株式会社
東京都千代田区神田富山町24

110

Springer eBook collectionsの購入

111

財務会計システム「見える会計Ver.4」ハードウェア
保守業務

渡邉 倫子
大学運営局長

112

振舞検知ソフトウェア(paloalto Wildfire)ライセンス更
新

岩渕 信亨
財務マネジメント課長

113

財務会計システム「見える会計Ver.4」ソフトウェア
保守業務

渡邉 倫子
大学運営局長

契約の相手方

契約金額
1,940,655円

随意契約の根拠となる条文
会計規則第３０条第1項第1号及び契約事務取扱規
物品供給
程第８条第１項第１号（カ）

108,564円

会計規則第35条第1項第1号及び契約事務取扱規
定第8条第1項第1号（カ)

2019/3/29

東日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿3-19-2
代理人
東日本電信電話株式会社
東京都港区港南1-9-1

2,398,000円

会計規則第30条第1項第4号及び契約事務取扱規
定第8条第1項第1号（カ）

2019/3/30

神田通信機株式会社
東京都千代田区神田富山町24

2,106,000円

会計規則第35条第1項第1号及び契約事務取扱規
定第8条第1項第1号（カ）

（注）受託研究における再委託等、委託者との調整により再委託先を選定する契約及び経理の委任を受けて契約を行う科学研究費補助金等を除く。

備考

