
見 積 競 争 公 告

次のとおり見積競争に付します。

平成２３年１２月１６日

全国健康保険協会

理事長 小 林 剛

１ 調達内容

(1) 調達件名及び数量

二重加入・被扶養者資格再確認業務実施に関するポスターの作成

数量 １２，３５０枚

(2) 仕様等

仕様書による。

(3) 履行期限

平成２４年２月７日（火）

(4) 見積競争方法

見積金額は総価とする。

見積書を提出期限内に提出し、最低価格をもって見積書を提出した者を契約の相手

方とする。落札決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって落札判定を行う

ので、参加者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった金額の 105分の 100に相当する金額を見積書に記載すること。

２ 見積書の提出場所等

(1) 見積書提出先及び仕様書配付場所

〒102-8575 東京都千代田区九段北４－２－１

全国健康保険協会経理グループ 担当 高橋

電話 03-5212-8214（直通）

（仕様書はホームページ上でダウンロードできます。）

（2）仕様書の内容に関する問い合わせ先

〒102-8575 東京都千代田区九段北４－２－１

全国健康保険協会業務第一グループ 担当 郷

電話 03-5212-8220（直通）

(3) 見積書提出期限

日 時 平成２３年１２月２６日（月） 午前１１時００分

３ その他

(1) 見積書には、事業所名・代表者名を記載し、代表者印を押印し、全国健康保険協会

宛て提出すること。記載漏れ、押印漏れ又は判読不能のものは無効とする。

(2) 提出後の見積書の差替え、変更又は取消しをすることはできない。

(3) 見積結果は当協会受付前に掲示する。

決定業者には別途、電話又はメールで連絡することとする。



仕 様 書

品 名 二重加入・被扶養者資格再確認業務実施に関するポスター

紙 質 コートＡ８６．５ｇ

用紙地色 白

刷 色 ４色刷

仕上がりサイズ Ａ２判

両面／片面 片面印刷

数 量
12,350枚（1 ﾊﾟﾀｰﾝ）

※ 支部ごとの詳細部数は別紙参照のこと

梱 包

【折あり】Ａ２判を４つ折り

【折なし】Ａ２判

※ 京都支部分は、折らないで納品すること

別紙のとおり支部ごとに、４つ折り 250枚単位に梱包。ポスター

名、数量、支部名、製造年月、納品業者名を記載したラベル等を

貼付し、明記すること。

納 期
平成 24年 2月 1 日（水） 最終校・印刷開始

2月 7日（火） 納品

納品場所 協会が指定する場所（１か所・首都圏内）

サンプル品 作成数量とは別に１０枚を校正担当へ納品すること。

その他

○ 掲載内容のデータ等は協会より提供する。提供したデータをもと
に、原稿の制作（企画、レイアウト、イラスト等）から印刷、仕

上げ（折）、梱包・発送（協会の指定する場所）まで行うこと。
○ 掲載内容は、被扶養者の二重加入・再確認等の内容を加入者及び

事業主等に分かりやすくお伝えする原稿（企画、レイアウト、イ
ラスト等）とし、デザイン及び色、字体、レイアウトを提案する

こと。なお、提案は「訴求ポイント」等を明確にし、協会側が評
価したうえで、選択できるものとする。

○ また、内容については協会における審査に合格することを要件と
し、修正等の指示に従うこと。

○ 版権は協会に帰属するものとし、刷り増しやホームページに掲載
できるよう協会に電子媒体も納品すること。

○ 本仕様書の内容（校正原稿作成、サンプル品の納品及び原稿の
変更等）にかかる全てを経費として見込むこと。

○ この仕様書に記載されていない事項については、その都度協会の
担当者と協議すること。

○ 協会ロゴ（aiデータ提供）を使用すること。

担 当
業務部 業務第１グループ 郷

連絡先 ０３－５２１２－８２２０



1 北海道 120

2 青森 10

3 岩手 250

4 宮城 150

5 秋田 130

6 山形 700

7 福島 200

8 茨城 250

9 栃木 10

10 群馬 90

11 埼玉 200

12 千葉 560

13 東京 180

14 神奈川 50

15 新潟 340

16 富山 70

17 石川 740

18 福井 300

19 山梨 360

20 長野 360

21 岐阜 120

22 静岡 180

23 愛知 30

24 三重 30

25 滋賀 200

26 京都 210

27 大阪 30

28 兵庫 60

29 奈良 210

30 和歌山 50

31 鳥取 50

32 島根 70

33 岡山 360

34 広島 270

35 山口 10

36 徳島 300

37 香川 3,000

38 愛媛 100

39 高知 400

40 福岡 250

41 佐賀 80

42 長崎 120

43 熊本 340

44 大分 100

45 宮崎 70

46 鹿児島 110

47 沖縄 320

本部 210

12,350

【別紙】

支部 二重加入・再確認ﾎﾟｽﾀｰ

合計


