
 

 

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２７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 

洋長３窓あき封筒の作成 75,000枚 

(2) 仕様等 

仕様書による。 

(3) 履行期限 

  平成２５年１月３１日（木） 

(4) 納品場所 

  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 船員保険部  

(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 船員保険企画グループ 担当 布川  電話 03-6862-3061 

(3) 見積書提出期限 

日   時 平成２４年１１月５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、電話又は電子メールで連絡する。 



品名

数量

仕様

梱包

１．Ａ式段ボール箱を使用すること。
２．1箱1,000枚・100枚ずつ仕切りをすること。
３．形状のゆがみ等により使用に支障を生じることのない
よう十分留意すること。
４．右図を参考にしてシールを作成し、箱の２側面に貼
ること。

納品期限：　平成25年1月31日(木) 15時00分

その他

校正担当

仕様書

見積書提出期限
及び提出場所

洋長３窓あき封筒

75,000枚

１．サイズ：幅230mm×天地120mm×フラップ35mm
２．紙質：晒クラフト80g/㎡
３．紙色：白
４．刷色：表２（赤色と青色）裏１（青色）
５．窓：セロハン窓（サイズ　92mm×47mm／位置　左から22mm・下から53mm）
６．封筒の貼り方（裏から見て）：内カマス貼り
７．糊加工：アドヘア糊
８．内地紋：ベタ塗りではなく、文字または幾何学模様を予定
９．フラップの形状：ストレートフラップ（カド丸）
１０．その他：寸法やデザインのイメージ等は別紙を参照

千代田区九段北4-2-1　市ヶ谷東急ビル9階　全国健康保険協会総務部経理グループ

平成24年11月5日(月) 11時00分

（納品に当たっては地下荷降ろし場で行なうこと。人荷用エレベータ１基あり。搬入口の高さ制限は3.1m。）

校正期限及び
納期・納品場所

船員保険企画グループ・布川（ぬのかわ）／連絡先：03-6862-3061（直通）

１．本印刷は、文字校正及び色校正が終了してから実施すること。
２．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
るとともに、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）。
３．裏地紋については、一般的な幾何学模様の地紋から５つ程度を担当者に提示
して指示を受けること。なお、秘匿性の確認については、最終的に色校正時のサン
プル品で実施する必要があることから、文字が判読できる恐れがある場合は紋様の
変更等を指示することがあるので、文字校正の校了後であってもこれに応じること。
４．見積もりに当たっては、本仕様書の内容にかかる全てを経費として見込むこと。
５．協会から提供するデータは次のとおり。
　　・写植文字用テキストファィル（拡張子：pptx形式）
　　・シンボルマーク等図版用ファイル（拡張子：jpg、色加工未）
６．版権については、全国健康保険協会に帰属するものとする。
７．納品物に重大な欠陥があった場合は、作成業者の負担と責任において速やか
に交換すること。
８．本仕様書に定めのない事項は双方協議のうえ決定する。

納品場所：　千代田区富士見2-7-2　ステージビルディング14階

校正期限：　平成24年12月7日(金) 12時00分

品名 洋長３窓あき封筒

管理番号 201301-A-075

内容数 1,000枚

製造数 75,000枚

製造日 2013年●月●日

製造者 株式会社●●封筒

全国健康保険協会船員保険部

（収納代行業者使用符号：ア９０９）



15 

3
5

 
1

2
0

 
1

1
4

 

2
6

4
 

5
3

 

230 

22 

264 

17 17 

4
7

 

92 

10 

1
0

 

料金後納郵便 

船員保険 

（別紙１）各部寸法 （単位：ミリメートル） 

※その他、料金後
納表示の表示方法
等は日本郵便が定
める方法による。 
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※文言あり 

YYYYMM-@-999 

作成年月と作成数 
（例）平成24（2012）年5月
に94千枚を作成した場合 
   ↓ 
「201205-A-094」 
 
 ※作成数の単位は千枚で３ケタ表示。 
 ※Aは版識別符号。2版目はBを使用。 ア９０９ 

船員保険部
内で使用する
封入封かん
委託業務用
符号 

「ア９０９」 

※文言あり 

※文言あり 

（別紙２）見開き図（表面） 

料金後納郵便 

船員保険 

※ アドヘア糊 塗布部分 



裏地紋あり。 
※地紋の刷色は単色とする。 

※ベタ塗りではなく、色字や白字、幾何学模様などする（業者決定後、双方で協
議して決定する）。 

※文言あり 

※ アドヘア糊 塗布部分 

（別紙３）見開き図（裏面） 



ジェネリック医薬品を使ってみませんか？ 
 
 

ジェネリック医薬品は、効き目や安全性が 
先発医薬品と同等であると国から承認された 
安価なお薬です。 
ジェネリック医薬品を希望される方は、医師 
や薬剤師にご相談ください。 

TEL.0570-300-800（全国どこからでも市内通話料金）   

※ＩＰ電話やＰＨＳからは 03-6862-3060 にお電話ください。 

全国健康保険協会 船員保険部 
   船 員 保 険 
〒102-8016 千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング14階 
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 

 

午前9時00分～午後5時45分（土日・祝日、年末年始は除く） 

お問い合わせはこちら 

健診は毎年受けましょう。 

親 展 

開封前にあて名をご確認ください 

日本人の死亡原因の６割近くを占める３大疾病は、 
食生活や喫煙など、日ごろのライフスタイルと密接な 
関わりがあることから『生活習慣病』と呼ばれています。 
 

生活習慣病は自覚症状がないまま進行する怖い病気。 
だからこそ、毎年の健診でからだの状態を正しく知り、 
日ごろの生活習慣を見直すことがとても大切です。 
 

船員保険では次の方々を対象に健診費用の一部を補助して 
います。お気軽にご相談ください。 

（別紙４）デザインのイメージ   ※（）は色の濃度である。 

料金後納郵便 

船員保険 

※文言及びデザインの変更がありうる。 

生活習慣病予防健診 ３５歳以上の被保険者(ご本人)の方 

特定健診 ４０歳以上の被扶養者(ご家族)の方 

! 

（60%） 

（20%） 

（20%） 

（100%） 

（60%） 

（80%） 

（60%） 

（80%） 

厚生労働省 平成23年人口動態統計より 

悪性新

生物（が

ん） 29% 

心疾患 
16% 脳血管 

疾患 
10% 

その他 
45% 

【日本人の死亡原因】 

約60% 

（100%） 

（80%） （60%） （60%） （30%） 

（50%） 
※人物（医師）のイラストは下記Webサイト
から入手し、青単色加工のうえ使用する。 
http://www.fumira.jp/cut/medical/file123.
htm 
※その他、グラフや文字情報は
PowerPoint2007形式のファィルで提供す
る。 

心・脳血管疾患の多くは 
生活習慣を改善することで 
予防できるといわれています。 
まずは健診を受けましょう。 

http://www.fumira.jp/cut/medical/file123.htm
http://www.fumira.jp/cut/medical/file123.htm



