入札の結果一覧(平成30年度)
契約件名

契約締結日

公用車運行の委託

平成30年4月 1日
～
平成31年3月31日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成30年1月30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

8,111,880 予定

8,111,880

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30年4月 1日
～
平成31年3月31日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成30年2月1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

5,529,600 予定

5,529,600

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30年4月 1日
～
平成31年3月31日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成30年2月1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

31,384,584 予定

36,923,040

85.00

公益通報等窓口の設置に係る業務の委託

平成30年4月 1日
～
平成34年3月31日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成30年2月2日

株式会社ディー・クエスト
(法人番号：7010001092863)
東京都千代田区神田駿河台3-4

一般競争

予定

1,728,000 予定

1,728,000

100.00

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30年4月 1日
～
平成31年3月31日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成30年2月5日

マンパワーグループ株式会社
(法人番号：5020001016039)
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1

一般競争

予定

7,189,601 予定

7,541,856

95.33

チラシの印刷等の委託

平成30年5月31日
～
平成30年7月11日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成30年5月31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

2,063,327

2,448,360

84.27

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30年6月 1日
～
平成31年6月28日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成30年6月1日

ひびき監査法人
（法人番号：7120005004127）
東京都千代田区神田駿河台3-5-1

一般競争

8,121,600 予定

8,121,600

100.00

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30年6月21日
～
平成32年6月 5日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成30年6月21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

一般競争

同種の他の契約の予
定価格を類推される
303,420,600 おそれがあるため公
表しない。

-

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成30年6月27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

一般競争

平成30年7月12日
～
掲載本紙納入完了日

契約責任者
総務部長 佐藤 健治

平成30年7月12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

平成30年8月21日
～
平成30年9月17日

契約責任者
総務部長 濱島 秀夫

平成30年8月21日

株式会社徳河
（法人番号：9013301008743）
東京都豊島区東池袋5-18-8

一般競争

平成30年8月30日
契約責任者
～
総務部長 濱島 秀夫
ﾎﾟｽﾀｰ掲出実施期間終了日

平成30年8月30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

一般競争

平成30年9月12日

楽天インサイト株式会社
(法人番号：8010701019594)
東京都世田谷区玉川1-14-1

一般競争

平成30年6月27日
～
ﾁﾗｼ設置実施期間終了日

郵便貯金の新聞広告掲載の実施

木目調ラテラルキャビネット(3段)１台ほ
か28点の購入

郵便局でのポスター掲出の委託

平成30年度広報のWebによる評価調査の委
託

平成30年9月12日
～
平成31年1月31日

契約責任者
総務部長 濱島 秀夫

契約種別

予定価格

契約責任者

郵便局へのチラシの設置等の委託

契約相手方及び住所

契約金額

履行期間

(総合評価落札方式)

予定

予定

予定

予定

73,041,318 予定

落札率

80,045,280

91.25

139,536,000

150,498,000

92.72

2,589,840

2,983,308

86.81

125,830,044

97.30

1,883,088

100.00

122,429,232 予定

1,883,088

入札の結果一覧(平成30年度)
契約件名
郵便貯金の雑誌広告掲載の委託

郵便貯金の権利消滅制度等の周知用
テレビスポットＣＭ放送業務の委託

郵便局への転居届広告の設置の委託

平成30年10月12日
～
掲載本誌納入完了日

契約責任者
総務部長 濱島 秀夫

株式会社アサツー ディ・ケイ
平成30年10月12日 （法人番号：3010001035099）
東京都港区虎ノ門1-23-1

一般競争

2,857,680

3,067,200

93.17

平成30年11月22日
～
平成31年2月22日

契約責任者
総務部長 濱島 秀夫

株式会社サンケイアイ
平成30年11月22日 (法人番号：1010001017512)
東京都港区芝浦4-9-25

一般競争

3,684,343

3,996,000

92.20

契約責任者
総務部長 濱島 秀夫

株式会社サンケイアイ
平成30年12月11日 (法人番号：1010001017512)
東京都港区芝浦4-9-25

一般競争

9,590,400

11,016,000

87.06

契約責任者
総務部長 濱島 秀夫

株式会社ＪＰメディアダイレクト
平成30年12月14日 (法人番号：7010401074602)
東京都港区虎ノ門1-21-17

一般競争

1,782,000

85.87

契約責任者
総務部長 濱島 秀夫

平成31年2月15日

1,062,720

88.01

広告設置実施期間終了日

郵便局へのチラシの設置等の委託

平成30年12月14日
～
チラシ設置実施期間終了日

東京中央郵便局へのポスター及びチラシ掲
出の委託

平成31年2月15日
～
ポスター等掲出期間終了日

契約相手方及び住所

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

契約種別

予定価格

契約責任者

平成30年12月11日
～

契約締結日

契約金額

履行期間

一般競争

予定

1,530,284 予定

935,280

落札率

