
 

 

見 積 競 争 公 告 

 

次のとおり見積競争に付します。 

 

平成２４年１０月１９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 

「船員保険特別支給金」周知用リーフレットの作成 11,000枚 

(2) 仕様等 

仕様書による。 

(3) 履行期限 

  平成２４年１１月１４日（水） 

(4) 納品場所 

  協会が指定する場所 

 

(5) 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 中澤 

電話（代表） 03-5212-8214 

（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 

東京都千代田区富士見２－７－２ステージビルディング１４階 

全国健康保険協会 船員保険給付グループ 担当 森田  電話 03-6862-3062 

(3) 見積書提出期限 

日   時 平成２４年１０月２６日（金） 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、電話又は電子メールで連絡する。 



仕様書

品名 　「船員保険特別支給金」周知用リーフレット

数量

紙質

納期

　Ａ判/44.5kg　上質紙

　白

梱包

用紙サイズ

サンプル品 　作成数量とは別に、10部を校正担当へ納品すること。

担当
　全国健康保険協会　船員保険部
　船員保険給付グループ　森田（もりた）
　連絡先　03-6862-3062

その他

・原稿については、業者決定後に引き渡すこととし、レイアウ
ト、デザイン等から印刷、納品まで行うものとする。また、基
本デザインについては、２種類以上提案すること。
・また、内容について、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。
・版権は全国健康保険協会に帰属するものとし、電子媒体（印
刷増し用のイラストレーター等及びホームページ掲載用のＰＤ
Ｆ）も納品するものとする。
・この仕様書の内容（校正原稿作成、サンプル品及び原稿の変
更、納品等）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、その都度校
正担当と協議すること。
・色校正に当たっては、船員保険のシンボルマークのイメージ
色（海を連想させる青色）となるよう色相・彩度・明度などの
調整を指示することがあるので、これに応じること。
・色校正は、実際に印刷する場合と同じ条件下で作成したサン
プル品により行なうこと（本紙・本機校正）。

　平成24年11月14日（水）

　Ａ４判（縦）

　両面　２色（黒、青）

納品場所 協会が指定する場所（別紙のとおり）

　11,000枚

・100部単位に帯封をし、送付先ごとにダンボール箱又はクラフ
ト紙等で梱包すること。
・リーフレット名、数量、送付先名、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。また、送付先
（データ提供）をそれぞれ挿入すること。

用紙色地

刷色



別紙

項番 送付先名称 郵便番号 送付先 送付枚数

1 北海道労働局 060-8566
札幌市北区北８条西２丁目１番１号
札幌第１合同庁舎

510

2 青森労働局 030-8558
青森市新町２－４－２５
青森合同庁舎

210

3 岩手労働局 020-8522
盛岡市中央通２丁目１番２０号
ニッセイ同和損保盛岡ビル

60

4 宮城労働局 983-8585
仙台市宮城野区鉄砲町１番地
仙台第４合同庁舎

520

5 秋田労働局 010-0951
秋田市山王７丁目１番３号
秋田合同庁舎

40

6 山形労働局 990-8567
山形市香澄町３丁目２番１号
山交ビル３階

30

7 福島労働局 960-8021
福島市霞町１－４６
福島合同庁舎５F

90

8 茨城労働局 310-8511
水戸市宮町１丁目８－３１
茨城労働総合庁舎

140

9 栃木労働局 320-0845
宇都宮市明保野町１番４号
宇都宮第２地方合同庁舎

20

10 群馬労働局 371-8567
前橋市大渡町１丁目１０番７号
群馬県公社総合ビル９F

20

11 埼玉労働局 330-6016
さいたま市中央区新都心１１番地２
明治安田生命さいたま新都心ビル　ランド・ア
クシス・タワー１５F

20

12 千葉労働局 260-8612
千葉市中央区中央４丁目１１番１号
千葉第２地方合同庁舎

220

13 東京労働局 102-8305
千代田区九段南１－２－１
九段第三合同庁舎１４階

1050

14 神奈川労働局 231-8434
横浜市中区北仲通５丁目５７番地
横浜第２合同庁舎

560

15 新潟労働局 951-8588 新潟市中央区川岸町１－５６ 90

16 富山労働局 930-8509
富山市神通本町１丁目５番５号
富山労働総合庁舎

30

17 石川労働局 920-0024
金沢市西念３丁目４番１号
金沢駅西合同庁舎5階

90

18 福井労働局 910-8559
福井市春山１丁目１番５４号
福井春山合同庁舎

80

19 山梨労働局 400-8577 甲府市丸の内１丁目１番１１号 20

20 長野労働局 380-8572 長野市中御所１丁目２２－１ 20

21 岐阜労働局 500-8723
岐阜市金竜町５丁目１３番地
岐阜合同庁舎３F

20

22 静岡労働局 420-8639
静岡市葵区追手町９番５０号
静岡地方合同庁舎３階

290

23 愛知労働局 460-8507
名古屋市中区三の丸２丁目５番１号
名古屋合同庁舎第２号館

170

24 三重労働局 514-8524
津市島崎町３２７番２
津第２地方合同庁舎

180

25 滋賀労働局 520-0057 大津市御幸町６番６号 20

26 京都労働局 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町４５１ 20

　　　　　　　　　　　　【船員保険特別支給金周知用リーフレット送付先・枚数一覧】　　　　　　　　



27 大阪労働局 540-8527
大阪市中央区大手前４丁目１番６７号
大阪合同庁舎第２号館８F

510

28 兵庫労働局 650-0044
神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号
神戸クリスタルタワー１４F

560

29 奈良労働局 630-8570
奈良市法蓮町３８７
奈良第３地方合同庁舎

20

30 和歌山労働局 640-8581
和歌山市黒田二丁目3番3号
和歌山労働総合庁舎

90

31 鳥取労働局 680-8522 鳥取市富安２丁目８９-９ 120

32 島根労働局 690-0841
松江市向島町１３４番１０
松江地方合同庁舎５Ｆ

200

33 岡山労働局 700-8611
岡山市北区下石井１丁目４番１号
岡山第２合同庁舎

230

34 広島労働局 730-8538
広島市中区上八丁堀６番３０号
広島合同庁舎２号館

570

35 山口労働局 753-8510
山口市中河原町６番１６号
山口地方合同庁舎２号館

440

36 徳島労働局 770-0851
徳島市徳島町城内６番地６
徳島地方合同庁舎

270

37 香川労働局 760-0019
高松市サンポート３番３３号
高松サンポート合同庁舎３階

190

38 愛媛労働局 790-8538
松山市若草町４番地３
松山若草合同庁舎６Ｆ

800

39 高知労働局 780-8548 高知市南金田１番３９ 120

40 福岡労働局 812-0013
福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号
福岡合同庁舎新館５Ｆ

370

41 佐賀労働局 840-0801
佐賀市駅前中央３丁目３番２０号
佐賀第２合同庁舎

70

42 長崎労働局 850-0033
長崎市万才町７－１
住友生命長崎ビル３階

530

43 熊本労働局 860-8514
熊本市春日2－10－1
熊本地方合同庁舎9階

240

44 大分労働局 870-0037
大分市東春日町１７番２０号
大分第２ソフィアプラザビル３F

190

45 宮崎労働局 880-0805 宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎 180

46 鹿児島労働局 892-8535
鹿児島市山下町１３番２１号
鹿児島合同庁舎

290

47 沖縄労働局 900-0006
那覇市おもろまち２丁目１番１号
那覇第２地方合同庁舎３Ｆ

140

10650

48
全国健康保険協
会船員保険部

102-8016
東京都千代田区富士見2-7-2ステージビル
ディング14階

350

11000

小計

合計


