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〇契約責任者 株式会社かんぽ生命保険 常務執行役 長相 博 （東京都千代田区大手町二丁目
３番１号）
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
〇第１号
71、27 団体事務システム更改に係る新規導入機器の各種設定作業の委託 購入等 随意
30.11.30 日本ヒューレット・パッカード株式会社（東京都江東区大島２丁目２番１号）
145984970円 30.11. 2 ｄ「互換性」
〇第２号
71、27 団体事務システム更改に係る移行関連作業支援の委託 購入等 随意 
30.11.30 日本電気株式会社（東京都港区芝五丁目７番１号） 86021461円 30.11. 2
ｄ「互換性」
〇第３号
71、27 かんぽ総合情報システムにおけるシステム開発改善に向けた業務支援の委託 購入
等 随意 30.11.30 日本アイ・ビー・エム株式会社（東京都中央区日本橋箱崎町19番21号）
57732000円 30.11. 9 ｄ「互換性」

〇第４号
71、27 かんぽ総合情報システムのシステム開発支援の委託 購入等 随意 30.12.12
株式会社日立製作所（東京都千代田区丸の内一丁目６番６号） 3915000円 30.11.21
ｄ「互換性」

〇契約責任者 株式会社かんぽ生命保険 常務執行役 長相 博 （東京都千代田区大手町２
３１）
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
73 かんぽ生命の販促施策の実施の委託 購入等 随意 30.11.16 株式会社アサ
ツー ディ・ケイ（東京都港区虎ノ門１23１） 496882505円 ｂ「排他的権利の保護」
73 広告宣伝の実施の委託（宝塚歌劇への協賛等） 購入等 随意 30.11.16 株式
会社アサツー ディ・ケイ（東京都港区虎ノ門１23１） 231444000円 ｂ「排他的権利
の保護」
71、27 マイページ基盤におけるクラウドサービスの利用 購入等 随意 30.11.21
日本アイ・ビー・エム株式会社（東京都中央区日本橋箱崎町1921） 151200000円 
30.10.31 ｄ「互換性」
71、27 総合人事情報システムへの接続に伴うネットワーク基盤等の設定作業の委託 購入
等 随意 30.11.28 かんぽシステムソリューションズ株式会社（東京都品川区北品川５丁
目６番１号） 3291300円 30. 1.15 ｄ「互換性」
６ ホ21400「保険金等のご請求について」482250部（予定数量） 購入等 一般 
30.11.29 株式会社電通テック（東京都千代田区内幸町１５３） 25912334円 
30.10. 5 最低価格
73 健康増進アプリの周知用ツール等の製作の委託 購入等 随意 30.11.30 株式
会社電通（東京都港区東新橋１８１） 97168680円 ｂ「排他的権利の保護」
71、27、６ 保険金支払いの勧奨状発送等の委託 購入等 一般 30.11.20 株式会
社イセトー（東京都中央区日本橋大伝馬町1212） 5832000円 30. 9.10 総合評価
73 広告宣伝の実施の委託（「人生100年時代シンポジウム」への協賛） 購入等 随意
30.12. 7 株式会社電通（東京都港区東新橋１８１） 18894600円 ｂ「排他的権
利の保護」
６ ホ05010 ご契約のしおり・約款（養老保険）ほか９点の調製 購入等 一般 
30.12.10 トッパン・フォームズ株式会社（東京都港区東新橋１７３） 285977009円
30.10.10 最低価格
15、28、29 携帯電話3600台（予定）の調達 購入等 一般 30.12.12 株式会社
ＮＴＴドコモ（東京都千代田区永田町２11１） 394040304円 30. 9.27 総合評価

71、27 お客さま相談支援システム更改におけるサーバ機器等一式の購入、保守及び構築作業
の委託 購入等 一般 30.12.14 日本電気株式会社（東京都港区芝５７１） 
2677917186円 30. 9.18 総合評価
73 広告宣伝の実施の委託（巨大ぬいぐるみ） 購入等 随意 30.12.17 株式会社
電通（東京都港区東新橋１８１） 49129200円 ｂ「排他的権利の保護」
73 広告宣伝の実施の委託（かんぽくんＪＥＴ） 購入等 随意 30.12.17 株式会
社電通（東京都港区東新橋１８１） 69228000円 ｂ「排他的権利の保護」
73 ラジオ体操周知物の企画制作及び版下作成等の委託 購入等 随意 30.12.17 
株式会社博報堂（東京都港区赤坂５３１） 6566400円 ｂ「排他的権利の保護」
73 テレビスポット放送実施による媒体購入の委託（2019年１月期） 購入等 随意 
30.12.17 株式会社博報堂（東京都港区赤坂５３１） 99380304円 ｂ「排他的権利
の保護」
71、27 委託手数料計算プログラムのアプリケーション移行の委託 購入等 随意 
30.12.18 日本電気株式会社（東京都港区芝５７１） 28112343円 30.11.27 ｄ
「互換性」
６ ホ11036 ご家族登録制度・指定代理請求制度リーフレット他１点の印刷調製の委託 
購入等 一般 30.12.18 株式会社博報堂プロダクツ（東京都江東区豊洲５６15） 
19977840円 30.10.17 最低価格
６ ホ21400「保険金等のご請求について」118000部（予定数量） 購入等 随意 
30.12.18 株式会社電通テック（東京都千代田区内幸町１５３） 7506216円 ｃ「緊
急性」
71、27 業務処理系開発支援サーバ機器等一式の購入および構築、保守 購入等 一般
30.12.19 株式会社ＡＩＴ（東京都江東区佐賀１５６） 150984000円 30.10. 4
総合評価
71、27 ＥＵＣサーバ機器等の保守 購入等 随意 30.12.20 日本アイ・ビー・エ
ム株式会社（東京都中央区日本橋箱崎町1921） 195806484円 30.11.29 ｄ「互換性」
71、27 Office365初期作業および共通基盤設定作業等の委託 購入等 随意 
30.12.20 かんぽシステムソリューションズ株式会社（東京都品川区北品川５丁目６番１号）
12399696円 30. 1.15 ｄ「互換性」
71、27 マイページシステムにおけるソフトウェアの購入及び保守 購入等 随意 
30.12.21 日本アイ・ビー・エム株式会社（東京都中央区日本橋箱崎町1921） 64801809
円 30.11.30 ｄ「互換性」
71、27 ＳＣの拠点ＬＡＮアプリ一元化に伴うかんぽＷＡＮアプリ用ソフトウェア導入（仙台
ＳＣ及び岐阜ＳＣ） 購入等 随意 30.12.21 株式会社日立製作所（東京都千代田区丸
の内１６１） 41998144円 30.11.30 ｄ「互換性」
71、27 入院証明書等のデータエントリ作業の委託 購入等 一般 30.12.21 トラ
ンス・コスモス株式会社（東京都渋谷区渋谷三丁目25番18号） 2050046138円 30.10. 1
総合評価

〇契約責任者 株式会社かんぽ生命保険 福岡事務サービスセンター長 奥山 勝弘 （福岡県福岡
市中央区大濠公園１番１号）
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 40
71、27 拠点ＬＡＮサーバー更改及び保守 １式 購入等 随意 30. 8.31 株式会
社九州日立システムズ（福岡県福岡市博多区博多駅南２丁目12番22号） 17928000円 ｄ「互
換性」
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