
 

 

見 積 競 争 公 告 

 

次のとおり見積競争に付します。 

 

平成２５年１月１６日 

  全国健康保険協会       

理事長  小 林   剛   

１ 調達内容 

(1) 調達件名及び予定数量 

平成２５年度船員保険料率周知用チラシの作成 11,600枚 

(2) 仕様等 

仕様書による。 

(3) 履行期限 

  平成２５年２月８日（金）他 1回 

(4) 履行場所 

   全国健康保険協会が指定する場所（詳細は仕様書による。） 

(5) 見積競争方法 

契約はチラシ作成 1枚あたりの単価契約とする。 

見積金額は各チラシ１枚当たりの作成単価（税抜）に予定数量を乗じた金額の合計

（内訳含む）を記載すること。 

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。 

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 尚弘 

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 

全国健康保険協会 船員保険部船員保険企画グループ 一柳・別府 

電話 03-6862-3061  

(3) 見積書提出期限 

日   時 平成２５年１月２３日（水） 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 平成 25年度船員保険料率周知用チラシ 

紙 質  再生上質紙菊 48.5kg 

用紙地色  白 

刷 色 両面２色 

用紙サイズ Ａ４ 

両面／片面 両面印刷 

製 本 なし  

数 量 
① 船 舶 所 有 者 用：7,700枚（見込み） 

② 疾病任意継続被保険者用：3,900枚（見込み） 

梱 包 

・巻き３つ折りで、100部単位に帯封をし、送付先ごとに梱包する

こと。チラシ名、数量、送付先名、製造年月日、納品業者名及

び協会名を記載したラベル等を貼付し、明記すること。また、

送付状(データ提供)をそれぞれ挿入すること。 

納 期 

①船舶所有者用 

平成 25年 2月 1日（金）校了・印刷開始（印刷数量確定） 

平成 25年 2月 8日（金）納品 

②疾病任意継続被保険者用 

平成 25年 2月 8日（金）校了・印刷開始（印刷数量確定） 

平成 25年 2月 15日（金）納品 

納品場所 
①船 舶 所 有 者 用：協会が指定する場所（別紙のとおり） 

②疾病任意継続被保険者用：協会が指定する場所（1か所） 

サンプル品  作成数量とは別に、それぞれ 10部を校正担当へ納品すること。 

チラシの制作 

・掲載内容のデータ等は、業者決定後に提供する。提供したデータ

をもとに、原稿の制作（レイアウト、デザイン、校正等）を行う

ものとする。 

・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。 

その他 

・チラシの制作（レイアウト、デザイン、校正等）から印刷、仕上

げ（折）、梱包、発送まで行うものとする。 

・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

し用のインデザイン等及びホームページ掲載用のＰＤＦ）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。 

担 当 

全国健康保険協会 船員保険部 

船員保険企画グループ 一柳・別府 

連絡先 03-6862-3061 

 



項番 都道府県 日本年金機構 送付枚数 郵便番号 送付先

1 北海道 北海道事務センター 500 003-8575
札幌市白石区東札幌3-1-1ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｹﾞｰﾄｳｪｲﾋﾞ
ﾙ５階

2 青森 青森事務センター 250 030-0861
青森市長島2-25-3ニッセイ青森センタービル６
階

3 岩手 岩手事務センター 100 020-0021
盛岡市中央通1-7-25朝日生命盛岡中央通ビル
３階

4 宮城 宮城事務センター 200 983-0864
仙台市宮城野区名掛丁128番地広瀬通りＳＥビル
５階

5 秋田 秋田事務センター 100 010-0913 秋田市保戸野鉄砲町5-20

6 山形 鶴岡年金事務所 100 997-8501
鶴岡市錦町21-12　鶴岡年金事務所　厚生年金
徴収課　宛

7 福島 福島事務センター 150 960-8507 福島市栄町6-6NBFユニックスビル４階

8 茨城 茨城事務センター 100 310-0062 水戸市大町1-2-17

9 千葉 千葉年金事務所 150 260-8503
千葉市中央区中央港1-17-1　千葉年金事務所
厚生年金徴収課　宛

10 東京 新宿年金事務所 250 169-8601
新宿区大久保２―１２―１　4・5階 新宿年金事務
所　厚生年金徴収課宛

11 神奈川 横浜中年金事務所 200 231-0012
横浜市中区相生町2-28　横浜中年金事務所　厚
生年金徴収課　宛

12 新潟 新潟事務センター 100 950-8611
新潟市中央区弁天3-2-3ニッセイ新潟駅前ビル２
階

13 富山 富山事務センター 100 930-8506 富山市桜橋通り5-13　富山興銀ビル8階

14 石川 石川事務センター 200 920-0804 金沢市鳴和1-17-30

15 福井 福井年金事務所 150 910-8506
福井市手寄2-1-34　福井年金事務所　厚生年金
徴収課　宛

16 静岡 静岡事務センター 200 422-8004 静岡市駿河区国吉田2-1-20

17 愛知 愛知事務センター 150 460-8565 名古屋市中区錦1-18-22　名古屋ATビル

18 三重 三重事務センター 150 514-0028 津市東丸之内２０－１２日本生命津ビル5階

19 京都 舞鶴年金事務所 50 624-8555
舞鶴市南田辺50-8　舞鶴年金事務所　厚生年金
徴収課　宛

20 大阪 大阪事務センター 200 541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3
伊藤忠ビル9階

21 兵庫 兵庫事務センター 350 651-0087 神戸市中央区御幸通6-1-12三宮ビル東館９階

22 奈良 奈良事務センター 10  630-8247 奈良市油阪町1-1深廣奈良駅前ビル3F

23 和歌山 和歌山事務センター 100 640-8033 和歌山市本町1-43　和歌山京橋ビル３階

24 鳥取 鳥取事務センター 100 680-0846 鳥取市扇町58ナカヤビル

【平成25年度船員保険料率周知用チラシ送付先・枚数一覧】



項番 都道府県 日本年金機構 送付枚数 郵便番号 送付先

25 島根 島根事務センター 200 690-0841 松江市向島町134-10松江地方合同庁舎４階

26 岡山
岡山事務センター

共同分室
200 700-8506

岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル８階
日本年金機構中国ブロック本部岡山事務セン
ター　共同分室　宛

27 広島 広島事務センター 400 730-8602
広島市中区中島町３－２５ニッセイ平和公園ビル
１０階

28 山口 山口事務センター 250 753-0295 山口市大内矢田814-1

29 徳島 徳島事務センター 200 770-0004 徳島市南田宮2-6-25

30 香川
香川事務センター

分室
150 760-0023

高松市寿町2丁目3番11号高松丸田ビル7階
日本年金機構　四国ブロック本部香川事務セン
ター分室 宛

31 愛媛 愛媛事務センター 400 790-0878 松山市勝山町2-6-3　日本生命松山ビル

32 高知 高知事務センター 200 780-8534 高知市本町4-2-40ニッセイ高知ビル５階

33 福岡 福岡事務センター 250 812-0011
福岡市博多区博多駅前2-10-19福岡ファッション
ビル２階

34 佐賀 佐賀事務センター 100 840-0816 佐賀市駅南本町6-4佐賀中央第一生命ビル５階

35 長崎 長崎事務センター 350 850-8532 長崎市興善町6-5興善町イーストビル

36 熊本 熊本事務センター 250 860-0811 熊本市本荘6-17-21九電工熊本支店ビル3階

37 大分 大分事務センター 150 870-8577 大分市東春日町1-1NS大分ビル５階

38 宮崎 宮崎事務センター 200 880-0805 宮崎市橘通東1-7-4第一宮銀ビル６階

39 鹿児島 鹿児島事務センター 200 890-0065 鹿児島市郡元1-8-6

40 沖縄 沖縄事務センター 150 900-0025 那覇市壷川３－２－６　壺川ビル１階

7,610

41 －
全国健康保険協会

船員保険部
90 102-8016

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

7,700

小　計

合　計


