入札の結果一覧(平成29年度)
契約件名

契約相手方及び住所

契約金額

契約種別

予定価格

履行期間

契約責任者

契約締結日

公用車運行の委託

平成29年4月 1日
～
平成30年3月31日

契約責任者
総務部長 高橋 文昭

平成29年1月27日

大和自動車交通ハイヤー株式会社
(法人番号：6010001166949)
東京都中央区銀座1-18-2

一般競争

予定

8,670,888 予定

8,670,888

100.00

郵便貯金管理業務に係る実地監査業務の
支援の委託

平成29年1月30日
～
平成30年3月31日

契約責任者
総務部長 高橋 文昭

平成29年1月30日

プラムフィールドアドバイザリー株式会社
(法人番号：5010001111229)
東京都千代田区神田淡路町2-3

一般競争

予定

5,927,040 予定

5,927,040

100.00

簡易生命保険管理業務に係る実地監査業
務の支援の委託

平成29年4月1日
～
平成30年3月31日

契約責任者
総務部長 高橋 文昭

平成29年1月30日

優成監査法人
(法人番号：4010005016474)
東京都千代田区丸の内1-8-1

一般競争

予定

25,054,920 予定

34,285,680

73.08

保存文書の保管及び運搬業務

平成29年1月31日
～
平成34年3月31日

契約責任者
総務部長 高橋 文昭

平成29年1月31日

日本通運株式会社
(法人番号：4010401022860)
東京都北区東田端2-15-8

一般競争

予定

3,232,640 予定

5,052,963

63.98

郵便貯金管理業務に係る各種資料の作成
補助等の業務に従事する労働者派遣

平成29年4月 1日
～
平成30年3月31日

契約責任者
総務部長 高橋 文昭

平成29年2月1日

テンプスタッフ株式会社
(法人番号：1011001015010)
東京都千代田区丸の内1-6-1

一般競争

予定

6,984,576 予定

7,431,000

93.99

簡易生命保険管理業務に係る各種資料の
作成補助等の業務に従事する労働者派遣

平成29年4月 1日
～
平成30年3月31日

契約責任者
総務部長 高橋 文昭

平成29年2月2日

テンプスタッフ株式会社
(法人番号：1011001015010)
東京都千代田区丸の内1-6-1

一般競争

予定

6,984,576 予定

7,431,000

93.99

財務会計システムソフトウェア導入業務

平成29年2月22日
～
平成34年9月30日

契約責任者
総務部長 高橋 文昭

平成29年2月22日

株式会社ICSパートナーズ
(法人番号：9120001040743)
東京都港区新橋6-1-11

一般競争

予定

5,130,000 おそれがあるため公

給与管理システムの更改及び更改後の保
守・運用支援業務等の実施

平成29年3月29日
～
平成34年6月30日

契約責任者
総務部長 高橋 文昭

平成29年3月29日

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社
(法人番号：7010401022924)
東京都港区三田1-4-28

一般競争

情報システムの更改及び更改後の情報シ
ステムの保守等の実施

平成29年3月30日
～
平成34年9月30日

契約責任者
総務部長 高橋 文昭

平成29年3月30日

株式会社プログデンス
(法人番号：2010001122617)
東京都千代田区神田駿河台2-5-1

簡易生命保険管理業務に係る会計処理の
適正性に関する監査支援等の委託

平成29年5月30日
～
平成30年6月29日

契約責任者
総務部長 高橋 文昭

平成29年5月30日

三優監査法人
（法人番号：1011105000998）
東京都新宿区西新宿1-24-1

一般競争

予定

8,553,600 予定

9,504,000

90.00

平成28年度広報評価調査の委託

平成29年6月7日
～
平成29年10月31日

契約責任者
総務部長 高橋 文昭

平成29年6月7日

株式会社イデア・プロジェット
(法人番号：3010401085768)
東京都港区麻布十番1-2-3

一般競争

予定

2,148,120 予定

2,148,800

99.97

郵便貯金管理業務に係る財務データの検
証業務等の委託

平成29年7月7日
～
平成30年6月29日

契約責任者
総務部長 高橋 文昭

平成29年7月7日

文野公認会計士・税理士事務所
神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1170-6201

一般競争

1,004,400

67.74

郵便貯金の早期払戻し促進のための周知
広報施策の委託

平成29年8月22日
～
平成30年4月27日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成29年8月22日

共同印刷株式会社
（法人番号：8010001002136）
東京都文京区小石川4-14-12

同種の他の契約の予
定価格を類推される
44,064,000 おそれがあるため公
表しない。

-

同種の他の契約の予
定価格を類推される

落札率

-

表しない。

一般競争
(総合評価落札方式)

一般競争
(総合評価落札方式)

予定

予定

12,647,880 予定

13,915,843

90.89

同種の他の契約の予
定価格を類推される
101,094,480 おそれがあるため公
表しない。

-

680,400

予定

入札の結果一覧(平成29年度)
契約件名

履行期間

契約責任者

契約締結日

郵便貯金の新聞広告掲載の実施

平成29年9月25日
～
平成29年10月31日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成29年9月25日

株式会社アサツー ディ・ケイ
（法人番号：3010001035099）
東京都港区虎ノ門1-23-1

一般競争

郵便局でのポスター掲出の委託

平成29年10月4日
～
平成29年12月28日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成29年10月4日

凸版印刷株式会社
(法人番号：7010501016231)
東京都台東区台東1-5-1

一般競争

システム監査の委託

平成29年12月20日
～
平成30年3月16日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

株式会社ファイブドライブ
平成29年12月20日 (法人番号：4010001095076)
東京都千代田区内幸町1-1-7

チラシの印刷・送付の委託

平成30年2月6日
～
平成30年3月16日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成30年2月6日

三浦印刷株式会社
(法人番号：6010601015695)
東京都墨田区千歳2-3-9

一般競争

平成30年2月9日
契約責任者
～
総務部長 佐藤 健治
ﾁﾗｼ設置期間終了日

平成30年2月9日

株式会社サンケイアイ
(法人番号：1010001017512)
東京都港区芝浦4-9-25

郵便局へのチラシの設置の委託

契約相手方及び住所

契約金額

契約種別

予定価格

落札率

57,175,200

65,006,946

87.95

57,834,356 予定

78,327,000

73.84

2,125,440

2,592,000

82.00

予定

1,241,654 予定

1,496,637

82.96

一般競争

予定

10,709,280 予定

11,577,600

92.50

予定

一般競争

インターネット広告への掲載等に関する
委託

平成30年2月9日
～
平成30年4月20日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成30年2月9日

株式会社イデア・プロジェット
(法人番号：3010401085768)
東京都港区麻布十番1-2-3

一般競争

予定

3,002,400 予定

4,228,200

71.01

平成29年度広報評価調査の委託

平成30年2月16日
～
平成30年7月31日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成30年2月16日

株式会社マーケッティング・サービス
(法人番号：3011201005057)
東京都中野区中央1-13-8

一般競争

予定

1,704,240 予定

1,868,400

91.21

