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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

1 コピー機の購入 28台 2011年4月 － － － 物品の販売
日本郵政株式会社　総務・人事部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9885　FAX 03-3593-0107

2
日本郵政本社ビルで使用する電気
Electricity to be used in Japan Post Holding
Co.,Ltd.Office Building

9,308,000kwh 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社　不動産部門施設部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL 03-3505-4904　FAX 03-3507-8736

3
日本郵政蔵前ビルで使用する電気
Electricity to be used in Japan Post Kuramae Office
Building

17,190,000kwh 2011年9月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社　不動産部門施設部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL 03-3505-4904　FAX 03-3507-8736

4
ＩＣカード(社員証）
ＩＣ　card for employee ID card

70,000 枚 2011年9月 － － －
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社　不動産部門施設部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL 03-3505-4904　FAX 03-3507-8736

5
ＣＡＤ用パソコン等の調達
CAD PC etc

ＣＡＤ用パソコン
30台ほか5点

2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社　不動産部門施設部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL 03-3505-4904　FAX 03-3507-8736

6
札幌逓信病院で使用する電気
Electricity to be used in Sapporo Teishin  Hospital

1,213,048kwh 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社札幌逓信病院総務課管理係
〒005-8798北海道札幌市南区川沿14条1丁目5番1号
TEL011-571-5101　FAX011-571-1196

7
仙台逓信病院で使用する電気
Electricity to be used in Sendai Teishin  Hospital

1,756,760kwh 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社仙台逓信病院総務課管理係
〒980-8798仙台市青葉区中央4-5-1
TEL022-268-3150　FAX022-225-3203

8
東京逓信病院で使用する電気
Electricity to be used in Tokyo Teishin  Hospital

9,400,000kwh 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社東京逓信病院会計課施設管理係
〒102-8798　東京都千代田区富士見2－14－23
TEL 03-5214-7154 FAX 03-5214-7388

9
新潟逓信病院で使用する電気
Electriricity　to　be　used　in　Niigata　Teishin
Hospital

1,102,500kwh 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社新潟逓信病院総務課管理係
〒950-8799　新潟市中央区八千代2-2-8
TEL025-244-4700　FAX025-247-6216

10
名古屋逓信病院で使用する電気
Electricity to be used in Japan Post Nagoya Teishin
Hospital

2,389,000kwh 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社名古屋逓信病院総務課管理係
〒461-8798　名古屋市東区泉2-2-5
TEL052-932-7151 FAX052-932-2418

11
京都逓信病院で使用する電気
Electricity to be used in Japan Post Kyoto Teishin
Hospital

1,139,000kwh 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社京都逓信病院総務課管理係
〒604-8798　京都府京都市中京区六角通新町西入西
六角町109
TEL 075-241-7167 FAX 075-252-2542

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)
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12
大阪北逓信病院で使用する電気             Electricity
to use in Osakakita Teishin Hospital

1,037,000kwh 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社大阪北逓信病院総務課管理係
〒530-8798　大阪市北区中崎1-1-6
Tel 06-6361-8861　FAX 06-6361-8324

13
広島逓信病院で使用する電気
Electricity to be used in Hiroshima Teishin Hosoital

2,255,000kwh 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社広島逓信病院総務課管理係
〒730-8798　広島市中区東白島町19-16
TEL 082-224-5351 FAX 082-223-5083

14
徳島逓信病院で使用する電気
Electricity to be used in Tokushima Postal Japan Post
Hospital office

1,223,000kwh 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社徳島逓信病院総務課管理係
〒770-8798　徳島県徳島市伊賀町3-19-2
TEL 088-623-8623 FAX 088-623-5989

15
福岡逓信病院で使用する電気
Electricity to be used　in Fukuoka Teishin Hospital

1,976,000kwh 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社福岡逓信病院総務課管理係
〒810-8798　福岡県福岡市中央区薬院2-6-11
TEL092-741-3315 FAX092-781-2563

16
郵便内務事務パソコン用トナーカートリッジ
(toner cartridge for postal office work PC)

未定 － － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

17
内務事務パソコン用ＤＰ２０５トナー
(toner cartridge of DocuPrint205 for postal office work
PC)

未定 － － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

18
郵便内務事務用パソコン用プリンタ
(Printer for postal office work PC)

800個 － － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

19
書留バーコードラベル（一般用）の調達
（A supply of the Barcode-Label(for General)）

41,127巻 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

20
書留バーコードラベル（現金用）の調達
（A supply of the Barcode-Label(for Currency)）

102,022巻 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

21
書留バーコードラベル（簡易用）の調達
（A supply of the Barcode-Label(for Simplified)）

148,393巻 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

22
書留バーコードラベル（記録用）の調達
（A supply of the Barcode-Label(for Record)）

58,692巻 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365
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23
印影用紙の調達
（A supply of the imprint paper）

287,429巻 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

24
領収証兼監査用紙の調達
（A supply of the inspection paper and the receipt）

1,346,224巻 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

25
ラベル用紙の調達
（A supply of the label paper）

171,061個 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

26
携帯プリンタラベルの調達
（The supply of the mobile printer label）

8,909065巻 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

27
ドリーム端末用仕分けラベル用紙の調達
（A supply of the label paper for handy terminal）

1,058,799巻 2011年7月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

28
郵便局サーバ用プリンタドラムカートリッジ
（Genuine drum cartridge of laser beam printer for
NEC Multiwriter 1200）

17,186個 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

29
郵便局サーバ用プリンタトナーカートリッジ
（toner cartridge  of laser beam printer for NEC
Multiwriter 1200）

35,622個 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

30
ラベルちょう付器の調達
（The supply of the　Labeling Machine）

2,438個 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

31
転送ﾗﾍﾞﾙ
labels for forwarding a letter

33,150,000ｼｰﾄ 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

32
区分機用紙札用紙
label paper for letter sorting machine

169,000巻 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

33
郵便用棒型日付印軸（浸透式）
postmarking stamp

2,900本 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365
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34
配達原簿管理機５０個ほか６点
50 pieces of Delivery Ledger Data Management
Machines and 6 items

50式 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

35
１パス保管棚(Ａ)ほか２点
Storage Rack For Front Open Slide-in Trays

500個 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

36
薄型パレットケース
Transparent Tray

10,00個 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

37
把束バンド（通常用）
Bundling band

23,000巻 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

38
把束テープ（５０ｍｍ）
Bundling tape

22,000巻 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

39
転送年賀葉書用封筒
Plastic envelope for forwarding new year greeting
postcards

19,000,000枚 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

40
郵便番号簿
Postal Code Directory

1,300,000冊 2011年8月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

41
事業用軽自動四輪車（ハイルーフ）４ＷＤ
Light four-wheel motor Vehicles(high roof)
Four-wheel-drive Automatic transmission

2,340両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

42
事業用軽自動四輪車（ハイルーフ）２ＷＤ
Light four-wheel motor Vehicles(high roof)Automatic
transmission

2,060両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

43
事業用軽自動四輪車（ジープタイプ）４ＷＤ
Light four-wheel motor Vehicles(Jeep type) Four-
wheel-drive　Automatic　transmission

10両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

44

事業用軽自動四輪車（保冷車）４ＷＤ
Light four-wheel motor Vehicles for collection and
delivery of Chilled parcel(four-wheel-drive automatic
transmission) for cold

55両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365
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Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

45

事業用軽自動四輪車（保冷車）２ＷＤ
Light four-wheel motor Vehicles for collection and
delivery of Chilled parcel(automatic transmission) for
cold

55両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

46
事業用貨物自動車（１ｔ）４ＷＤ
Track 4wd(for collection mail and parcel)

10両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

47
事業用貨物自動車（１ｔ）２ＷＤ
Track (for collection mail and parcel)

100両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

48
事業用貨物自動車保冷車（１ｔ）４ＷＤ
Track 4wd (for collection and delivery of Chilled
parcel)

10両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

49
事業用貨物自動車保冷車（１ｔ）２ＷＤ
Track (for collection and delivery of Chilled parcel)

50両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

50
事業用貨物自動車（２ｔ）２ＷＤ
Track(for collection mail and parcel)

20両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

51
事業用貨物自動車保冷車（２ｔ）２ＷＤ
Track(for collection and delivery of Chilled parcel)

25両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

52
電動アシスト付自転車（リヤカー付）
Bicycle with electric assistance (with Rear car)

60両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

53
転居届用紙
Change of Address Notice

8,000,000枚 2011年6月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

54
郵便差出箱の更改＜１０号＞
Letter Boxes(square Type 10)

700個 2011年9月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

55
郵便差出箱の更改＜１３号＞
Letter Boxes(square Type 13)

380個 2011年9月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365
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平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

56
郵便差出箱の更改＜１４号＞
Letter Boxes(square Type 14)

1,200個 2011年9月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

57
キャリーボックス
Box for collection and deivery

2,800個 2011年8月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

58
翌朝10時郵便用ラベル（普通用連続帳票）
Morning　10　Overnight　Maiｌ　（For　Ordinary　Label）

2,400,000部 2011年7月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

59
書留かばん
Registered Item Satchel

6,000個 2011年4月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

60
郵袋用封かん具
Mailbag Fastener

55,566,000個 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

61
X線検査装置
X-ray Inspection System

15～33個 2011年4月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

62
ロールパレット、ロールボックスの調達
Roll pallet and Roll box

37,000個 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

63
ロールパレットの借入れ
Renting roll-box-pallets

15,000個 2011年4月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

64
ロールパレットの借入れ
Rental roll pallet

20,000個 2011年10月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

65
冷蔵庫、蓄冷剤用冷凍庫の調達
Refrigerator and freezer

300個 2011年8月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

66
ロールパレットケースの調達
Transparent mail tray

45,000個 2011年8月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
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Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

67
ポケットティッシュの購入
Purchase of pocket tissues

38,135,000個 2011年5月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

68
パック販売用封入袋の購入
Purchase of plastic bags for packing sales

39,143,000枚 2011年6月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

69
かもめ～る申込書兼チラシ
Application form and handbill of 2012 summer greeting
cards

24,000,000部 2012年1月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

70
電子郵便配達用紙（新共用）
Delivery paper for Letax（New standard paper)

4,046,000枚 － － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

71 平成２４年用お年玉賞品１等 2,000個 2011年7月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

72 平成２４年用お年玉賞品２等 5,300個 2011年7月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

73 平成２４年用お年玉賞品３等 164,000個 2011年7月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

74

東日本物流センター用ダンボール（特大19,000枚予定）
ほか6点
Approximately　19,000 pieces of extra-large
corrugated box　for　East　Japan　Distribution center
and 6 other items

未定 2012年2月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

75

西日本物流センター用ダンボール（特大17,000枚予定）
ほか6点
Approximately 17,000 pieces of extra-large Corrugated
box　for　West　Japan　Distribution center　and 6
other items

未定 2012年2月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

76
周知物品用出荷ラベル
Address　Label

2,664,000枚 2012年2月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

77
ポスター送付ケース
Poster　case

1,764,000個 2012年2月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365
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78

EPカートリッジ（ページプリンタPR-L2130用160個予定）
ほか3点
 About 156 pieces of EP Ink cartridge (For Page
printer PR-L2130) and 3 other items

未定 2012年2月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

79
出荷用封筒（角0　1,350,000枚予定）ほか2点
(About 1,350,000 pieces of Envelope　(Type square 0)
and 2 other items)

未定 2012年2月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

80
ストレッチフィルム（4,200巻予定）ほか5点
(About 4,200　Roles Stretch film and 5 other items)

未定 2012年2月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

81
国際郵便郵袋の購入
International Mail Bag

250,000枚 2011年5月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

82
国際スピード郵便ラベル（Ａ）
EMS Label(A)

4,523,000部 2011年12月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

83
国際スピード郵便ラベル（Ｃ）
EMS Label（Ｃ）

4,934,000部 2011年12月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

84
国際スピード郵便ラベル（Ｄ）
EMS Label(D)

4,360,0000部 2011年12月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

85
国際小包ラベル（単票式）
Postal Parcel Label (Cut Sheet Type)

1,994,000部 2011年7月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

86
国際スピード郵便封筒（パック）
EMS Envelope (Pack)

1,742,000枚 2011年6月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

87
国際スピード郵便封筒（L）
EMS Envelope (Large)

688,000枚 2011年6月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

88
国際スピード郵便封筒（M）
EMS Envelope (Medium)

912,000枚 2011年6月 － － ○ 物品の製造
郵便事業㈱　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365
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89
苫小牧支店で使用する電気
Electricity to be used in Tomakomai Branch

15,500,000kWh 2012年1月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　苫小牧支店
〒053-8799　苫小牧市若草町4丁目2-8
TEL0144-32-3523　FAX0144-32-6249

90
旭川東支店で使用する電気
Electricity to be used in Asahikawahigasi Branch

1,826,471kWh 2011年7月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　旭川東支店
〒078-8799　旭川市東旭川町共栄98-4
TEL0166-37-3185　FAX0166-37-3731

91
Ａ重油（JIS１種１号　硫黄分(WT%)0.5%以下）
A Fuel oil(JIS Class 1 No.1 Sulfur contect (WT%)0.5%
andunder)

270,000L 2011年9月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　旭川東支店
〒078-8799　旭川市東旭川町共栄98-4
TEL0166-37-3185　FAX0166-37-3731

92
帯広支店で使用する電気
Electricity to be used in Obihiro Branch

1,516,200kWh 2011年5月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　帯広支店　業務企画室
〒050-8799　北海道帯広市西3条南8丁目10
TEL0155-24-2003　FAX0155-24-1208

93
豊平支店で使用する電気
Electricity to be used in Toyohira Branch

1,141,500kWh 2011年4月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　豊平支店
〒062-8799　北海道札幌市豊平区美園3条6丁目3-4
TEL011-811-2357　FAX011-832-8472

94
郵便事業株式会社丘珠支店で使用する電気
Electricity to be used in japan post Branch

1,732,164kWh 2011年6月 － － － 物品の販売
郵便事業株式会社　丘珠支店
〒007-8799　札幌市東区丘珠町90-7
TEL011-787-5361　FAX011-787-5369

95
新仙台支店で使用する電気
Electricity to be used in Shinsendai Branch

4,000,000kWh 2011年5月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　新仙台支店
〒982-8799　宮城県仙台市太白区鈎取字谷地田80
TEL022-244-8057　FAX022-244-3105

96
郡山支店で使用する電気
Electricity to be used in koriyama Branch

2,300,000kWh 2012年1月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　郡山支店
〒963-8799　福島県郡山市朝日2-24-6
TEL024-932-0700　FAX024-932-2924

97 土浦支店で使用する機動車燃料(ガソリン） 130,000ﾘｯﾄﾙ 2011年12月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　土浦支店
〒300-8799　土浦市城北町2-21
TEL029-821-0180　FAX029-824-4420

98
横浜神奈川支店で使用する電気
Electricity to be used in Yokohama　KANAGAWA
Branch

82,860,000kWh 2011年6月 － － ○ 物品の販売

郵便事業株式会社　横浜神奈川支店
〒221-9699　神奈川県横浜市神奈川区新浦島町2-1-
10
TEL045-453-6313　FAX045-461-1673

99
川越西支店で使用する電気
Electricity to be used in Kawagoenishi Branch

5,002,000kWh 2011年8月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　川越西支店
〒350-1199　埼玉県川越市小室22-1
TEL049-241-7113　FAX049-241-7115
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100
新東京支店で使用する電気
Electricity to be used in Shintokyo Branch

17,500kWh 2011年5月 － － ○ 役務の提供等
郵便事業株式会社　新東京支店
〒137-8799　東京都江東区新砂2-4-23
TEL03-5606-4024　FAX03-5606-4141

101
神田支店で使用する電気
Electricity to be used in ○○Branch

2,367,000kWh 2012年1月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　神田支店
〒101-8799　東京都千代田区神田淡路町2-12
TEL03-3257-6405　FAX03-3257-6490

102
新潟支店で使用する電気
Electricity to be used in Niigata Branch

2,301,000kwh 2011年8月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　新潟支店
〒950-8799　新潟県新潟市中央区東大通2-6-26
TEL025-246-2811　FAX025-241-5912

103
茨木支店で使用する電気
Electricity to be used in Ibaraki Branch

1,810,040kWh 2011年12月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　茨木支店
〒567-8799　茨木市中穂積1-1-40
TEL072-624-8702　FAX072-623-7747

104
京都支店で使用する電気
Electricity to be used in Kyoto Branch

4,970,616kWh 2011年12月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　京都支店
〒600-8799　京都市下京区東塩小路町843-12
TEL075-365-2558　FAX075-344-9742

105
新大阪支店で使用する電気
Electricity to be used in Shin-Osaka Branch

15,000,000kWh 2012年10月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　新大阪支店
〒539-8799　大阪市此花区島屋4-1-18
TEL06-6460-6620

106
新大阪支店で使用するガス
Gas supply to be used in Shin-Osaka Branch

700,000㎥ 2012年10月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　新大阪支店
〒539-8799　大阪市此花区島屋4-1-18
TEL06-6460-6620

107
岡山支店で使用する電気
Electricity to be used in OkayamaBranch

3,100,000kWh 2011年12月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　岡山支店
〒700-8799　岡山県岡山市北区中山下2－1－1
TEL　086-227-2705　FAX086-227-1065

108
広島支店で使用する電気
Electricity to be used in HiroshimaBranch

3,432,648kWh 2011年4月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　広島支店
〒730-8799　広島県広島市中区国泰寺町1-4-1
TEL082-245-5303

109
福岡支店で使用する電気
Electricity to be used in Fukuoka Brunch

2,078,000kWh 2011年8月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　福岡支店
〒810-8799　福岡県福岡市中央区天神4－3－1
TEL092-713-2421　FAX092-741-1492

110
大村支店で使用する電気
Electricity to be used in OmuraBranch

1,800,000kWh 2011年5月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　大村支店
〒856-8799　長崎県大村市森園町663-9
TEL0957-52-2800
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111
店頭販売で使用する陳列棚の購入
Purchase of showcase used by Stationery

2,200個 2013年1月 － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　物販ビジネス部
店頭販売担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4811

112
カタログ販売で使用する専用申込書の購入
Purchase of special application form used by catalog
services

9,000枚 2012年11月 － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　物販ビジネス部
店頭販売担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4811

113
カタログ販売で使用する専用封筒の購入
Purchase of special envelope used by catalog services

3,000枚 2012年11月 － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　物販ビジネス部
店頭販売担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4811

114
現金自動入出金機（小型）
Recycle cash service machine (small type)

400個 － － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　業務部
資金管理・司計担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9773

115
硬貨選別計数機
Coin counting and sorting machine

2,000個 － － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　業務部
資金管理・司計担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9773

116
現金自動入出金機
Recycle cash service machine

100個 － － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　業務部
資金管理・司計担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9773

117
紙幣入金整理機（小型）
Banknote sorting and counting machine (small type)

400個 － － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　業務部
資金管理・司計担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9773

118
硬貨自動包装機
Coin pancking machine

200個 － － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　業務部
資金管理・司計担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9773

119
紙幣計算機
Bill counter

200個 － － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　業務部
資金管理・司計担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9773

120
紙幣計算機（異金種混合計数機能付・卓上型）
Bill counter

2,000個 － － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　業務部
資金管理・司計担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9773

121
現金自動入出金機（小型）
Recycle cash service machine (small type)

200個 － － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　業務部
資金管理・司計担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9773
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122
預り証兼受付証
Common claim check

400,000冊 － － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　業務部
資金管理・司計担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9773

123
窓口業務ポイント集
Counter operation manual summary

26,565部 2012年7月 － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　業務部
資金管理・司計担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9773

124
窓口業務等ハンドブック
Counter operation manual

28,800冊 2012年11月 － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　業務部
資金管理・司計担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9773

125
紙幣大束結束機（小型）
Banknote strapping machine (small type)

50個 － － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　業務部
資金管理・司計担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9773

126
自動窓口受付機
Automatic reception machine

300個 － － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　業務部
資金管理・司計担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9773

127
渉外用カルトン
Cash tray used by public relations officer

20,000個 － － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　業務部
資金管理・司計担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9773

128
中央郵政研修センターで使用する電気
Electricity to use in central training institute of postal
services

3,376,816kWh 2012年1月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　人事部人材研修育成室
中央郵政研修センター会計担当
〒186－8798 東京都国立市西2-18-4
TEL042－573－6825

129
会計センター宛送付用封筒
Exclusive use　envelope of accounting center

5,000,000枚 2012年7月 － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　財務部
共通事務集約センター担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4708

130
エアコン（冷暖兼用）
About 5,000 pieces of air-conditioners (cool and heat
combination)

5,000個 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部
備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

131
燃料(コスモ石油系列)の購入
The purchase of fuel(cosmo oil-affiliated)

ﾊｲｵｸ    40,700ℓ
ﾚｷﾞｭﾗｰ 2,992,300ℓ

軽油     1,700ℓ
2011年10月 － － ○

物品の
製造・販売

郵便局株式会社　調達部
車両担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL:03-3504-4212

132
自家用乗用軽自動車４ＷＤ(更改用)
Four-wheel motor light-cars(for renewal)

475両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部
車両担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL:03-3504-4212
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133
燃料(エクソン・モービル系列)の購入
The purchase of fuel(exxon mobil oil-affiliated)

ﾊｲｵｸ        50ℓ
ﾚｷﾞｭﾗｰ 2,582,500ℓ

軽油       800ℓ
2011年10月 － － ○

物品の
製造・販売

郵便局株式会社　調達部
車両担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL:03-3504-4212

134
自動二輪車(110cc バックボーン型 4サイクル)(更改用)
Motorcycles(110cc backbone type 4 cycles)(for
renewal)

1,000両 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部
車両担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL:03-3504-4212

135
窓口ロビー用机（大）300個(予定) ほか５点
About 300 pieces of desks for window lobbies (large)
and 5 other items

(机・大)300個
(机・丸)150個
(机・小)300個

(いす・1人用背付)700個
(いす・1人用背なし)300個

(いす・3人用背付)1,600

2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部
備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

136
金庫２号（強力型）（片開式）80個（予定） ほか１点
About 80 pieces of safe No.2 (powerful type) (type
which one side opens) and 1 other item

(2号)80個
(3号)200個

2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部
備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

137
窓口カウンター
About 120 sets of the counter for windows

120セット 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部
備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

138
収納ユニット棚（大）1,000個(予定) ほか２点
About 1,000 pieces of receipt unit shelf (large) and 2
other items

(大)1,000個
(中)1,500個

(小)800個
2011年12月 － － ○

物品の
製造・販売

郵便局株式会社　調達部
備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

139
回転いす（Ａの２）4,000個（予定） ほか２点
About 4,000 pieces of swivel chairs (A-2) and 2 other
items

(回転いす(Aの2))4,000個
(回転いす(Bの1))6,000個

(窓口用いす)6,000個
2011年12月 － － ○

物品の
製造・販売

郵便局株式会社　調達部
備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

140
原動機付自転車(ビジネススクーター)(更改用)
Motorbike(business scooter)(for renewal)

560両 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部
車両担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL:03-3504-4212

141
ブラウス
Blouses

55,680着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

142
ワイシャツ
Shirts

54,320着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

143
男子スラックス
Men’s trousers

29,460着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

144
ベスト
Vests

32,560着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

145
文書裁断機（小）
About 1,600 pieces of shredder (small)

1,600個 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

146
業務連絡用ファクシミリ
About 4,000 pieces of　the facsimile for business
communication

4,000個 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

147
回金表
Cash receipts and payments paper

435,000部 2011年4月 － － －
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

148
スカート
Women’s business skirts

33,270着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

149
レインジャケット
Waterproofed  jumpers

13,200着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

150
両そで机（乙）（Ｗ1400）500個(予定) ほか３点
About 500 pieces of kneehole desks (second) (W1400)
and 3 other items

(両そで机)500個
(片そで机)1,400個

(平机)300個
(わき机)400個

2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

151
男子ジャケット
Men’s jackets

13,280着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

152
女子ジャケット
Women’s jackets

15,500着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

153
電子式複写機（中）（コピーキット方式）
About 6,000 pieces of electoroinic copying machine
(middle) (copy kit Type)

6,000個 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

154
防寒ジャケット
Winter jackets

9,600着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

155
ロッカー（１人用）600個(予定) ほか４点
About 600 pieces of lockers (for 1 person) 4 other
items

(1人用)600個
(2人用)1,000個

(3人用)800個
(4人用)700個

(二段式8人用)70個

2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

156
盛夏シャツ
Men’s mid summer shirts

39,720着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

157
盛夏シャツ（長そで）
Men’s mid summer shirts (Long sleeves)

14,720着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

158
盛夏ブラウス
Women’s mid summer blouse

40,000着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

159
文書裁断機
About 1,000 pieces of shredder

1,000個 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

160
レインスラックス
Waterproofed

13,440着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

161
男子スラックスＳ
Men’s trousers for summer

17,670着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

162
ミーティングテーブル700個(予定) ほか１点
About 700 pieces of meeting table and 1 other item

(ﾃｰﾌﾞﾙ)700個
(ﾁｪｱ)3,000個

2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

163

パンフレットスタンド（３列１０段）1,000個(予定) ほか１
点
About 1,000 pieces of pamphlet stand (ten steps
three-row) and 1 other item

(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ)1,000個
(事業周知用掲示板)400個

2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

164
奨励用かばん
Bags for sales-persons

2,600個 2011年4月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

165
自家用乗用軽自動車２ＷＤ(更改用)
Two-wheel motor light-cars(for renewal)

80両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局㈱本社調達部
車両担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL:03-3504-4212
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

166
担当者別受払表
The receipt-and-payment vote classified by person in
charge

379,200束 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局㈱本社調達部
ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

167
ヘルメットほか2点
Helmet　and 2other items

(既定号型)10,464個
(個別調整)27個
(窓口局用)25個

2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局㈱本社調達部
ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

168
自家用乗用自動車２ＷＤ(更改用)
Two-wheel motor cars(for renewal)

60両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局㈱本社調達部
車両担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL:03-3504-4212

169
印刷機
About 140 pieces of printing machine

140個 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局㈱本社調達部
備品・社内用品担当
〒100-8798 東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

170
女子スラックス
Women’s trousers

12,090着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局㈱本社調達部
ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

171
防寒スラックス
Winter trousers

6,940着 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局㈱本社調達部
ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

172
奨励用キャリーボックス
About 1,500 pieces of the carry box for
encouragement

1,500個 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局㈱本社調達部
備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

173
会議用テーブル（乙）500個（予定）ほか１点
About 500 pieces of conference table (second) 1 other
item

(ﾃｰﾌﾞﾙ)500個
(ﾁｪｱ)1,100個

2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局㈱本社調達部
備品・社内用品担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4276

174
札帯（小）
The paper with bundles up paper money(small)

468,400束 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局㈱本社調達部
ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

175
ロール紙（自動窓口受付用発券機）
Machine glazed paper (for a number display of
accepting turn)

253,500巻 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局㈱本社調達部
ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

176
電気自動車のリース
Lease of an electric car

5両 2011年9月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部
車両担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL:03-3504-4212
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

177
事務サポート局通信用封筒
The envelope for business support office
communication

1,778,000枚 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局㈱本社調達部
ロジスティックス担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4259

178
自家用乗用自動車(ハイブリッド)２ＷＤ(更改用)
Two-wheel motor cars(hybrid)(for renewal)

9両 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　調達部
車両担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL:03-3504-4212

179
日本郵政グループ仙台ビル内で使用する電気
Electricity to use in japan post group sendai building

1,068,428kWh 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　東北支社企画部財務担当
〒980-8797　宮城県仙台市青葉区一番町1丁目1-34
TEL 022-267-7343

180
日本郵政グループさいたまビルで使用する電気
Electricity to use in japan post group saitama building

12,425,247kWh 2011年7月 － － ○ 物品の販売
郵便局株式会社　関東支社企画部広報担当
〒330-9797 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
TEL 048-600-2006

181
電子式複写機 (特小)用カートリッジ
Cartridge for electronic copier

2,000個 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　東京支社企画部調達契約担当
〒106-8799　東京都港区麻布台1-6-19
TEL 03-5574-9541

182
日本郵政グループ大阪ビルで使用する電気
Electricity to use in japan post group osaka building

2,273,645kWh 2011年7月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　近畿支社企画部店舗ネットワーク担
当
〒530-8797 大阪市中央区北浜東3-9
TEL 06-6944-6952

183
日本郵政グループ広島ビルで使用する電気
Electricity to use in japan post group hiroshima
building

1,304,000kWh 2011年2月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　中国支社企画部財務担当
〒730-8997 広島県広島市中区東白島町19-8
TEL 082-224-5176

184
日本郵政グループ熊本ビルで使用する電気
Electricity to use in Japan post group Kumamoto
building

1,342,000kWh 2012年1月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便局株式会社　九州支社企画部財務担当
〒860-8797 熊本県熊本市城東町1-1
TEL 096-328-5184

185
原動機付自転車（50ｃｃアンダーボーン型）他1点
Motorcycles(50cc Stepthrough type) and other 1 item

50cc  86両
110cc 295両

2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（備品調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-4-2
TEL　03-3504-4627

186
貯金通帳等印鑑保護シール
Peel-off sticker to protect the seal impression on a
passbook

4,170,000ｼｰﾄ 2011年5月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

187
照会等取扱票
Response to inquiry data seat

841,680冊 2011年5月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

188
定額・定期貯金預入申込書（新規用）
Application form for opening a TEIGAKU/Time deposit
account

9,392,000部 2011年5月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

189
公金受高報告書
Advice of giro transfer total amount for public money

248,160冊 2011年6月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

190
振替払込書（二票式）（物流センター納入用）
Postal giro pay-in note（Form 1）

901,400束 2011年6月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

191
振替払込書（二票式）（貯金事務センター納入用）
Postal giro pay-in note（Form 1）

883,200束 2011年6月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

192
通常貯金預入申込書ほか1点
Application form for opening an ordinary deposit
account

13,422,000部 2011年6月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

193
振替払込書（通常払込料金加入者負担）（連続用）
Postal giro inpayment form(In payment change paid by
the account holder beneficiary)(for printer use)

12,930箱 2011年6月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

194
自動払込総括表発送用封筒
Envelope used to send the processed Automatic debit
transfer remittance data

8,300箱 2011年6月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

195
歳入金・公金納付依頼書
Payment Form

1,164,320束 2011年8月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

196
入金票（通常貯金用）
Deposit slip

137,689,600枚 2011年8月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

197
払戻請求書（流動性）
A withdrawal slip

160,819,200枚 2011年8月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

198
貯金受払表（1及び2）
Postal savings business receipt and payment form 1
and 2

622,040束 2011年8月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451



日本郵政

0一般物品及び特定役務 - 20 -
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平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

199
汎用メールシーラ
All-Purpose sealed Mail

13,616箱 2011年8月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

200
窓付封筒（新処理用）（小）
Panel Envelope（For new transaction）（Small size）

65,130箱 2011年8月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

201
公金受入封筒ほか14点
Envelope for public money receipt other 14 items

20,018,000枚 2011年10月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

202
定額・定期貯金預入申込書
deposit slip (Teigaku/Time Savings)

3,931,2000枚 2011年10月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

203
証拠書取りまとめ用封筒
Envelope for sending

11,002,000枚 2011年10月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

204
歳入金受入高合計票
Label of the sum of revenues

289,920冊 2011年10月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

205
紙幣硬貨入出金機監査簿
Automatic Cashier audit book

746,900冊 2011年11月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

206
満期一括受取型定期貯金証書保管証
Automatic Collection Time Deposit certificate account
book

399,000冊 2011年12月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

207
振替払出証書（あて名票付き）
Change expenditure bond

4,070箱 2011年12月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

208
総合口座通帳
Integrated Savings Passbook

17,000,000冊 2012年2月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

209
定額定期貯金証書
Teigaku Deposit and Time Deposit Passbook

5,500,000冊 2012年2月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451
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210
証拠書等送付書
The booklet for sending

437,640冊 2012年2月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

211
印鑑票送付書
Seal impression registration forms

10,076,000部 2012年2月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

212
氏名変更・改印届書兼住所移転届書
Application form for changing name or seal impression
registration or address

8,618,000部 2012年2月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
総務管理部（式紙調達担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-3504-4691　FAX03-5512-0451

213
ゆうちょ銀行規程集
The rules, procedures and manuals of JAPAN POST
BANK Co.,ltd

24,519部 2012年2月 － － ○ 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務統括部（総括担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-5510-6703　FAX03-3595-0214

214
「その他」封筒
The envelope for the other papers

5,888,000枚 2011年10月 － 2011年8月 － 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務企画室（事務改善担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-4-2
TEL03-5510-6942　FAX03-3595-0214

215
ゆうちょ銀行用書類保存箱
documents preservation box

601,380個 2011年8月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務企画室（JC改革担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-4-2
TEL03-5510-6942　FAX03-3595-0214

216
証拠書保存箱1ほか5点
documents preservation boxes 1 and 5 other items

156,130個 2011年4月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務企画室（JC改革担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-4-2
TEL03-5510-6942　FAX03-3595-0214

217
鍵管理機（ＩＣカード対応）
Key managing system operated by IC card

40台 2011年10月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務企画室（JC改革担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-4-2
TEL03-5510-6942　FAX03-3595-0214

218

営業店端末向けテスト帳票の調製・版下作成
A preparation of the testing book vote
for branch banking system terminals and printing
production work.

1式 2011年6月 － － － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務企画室（ｼｽﾃﾑ化企画担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-4-2
TEL03-5510-6709　FAX03-3595-0214

219
印鑑シール
the sticker for covering seal impression

20,000,000枚 2011年10月 － 2011年8月 － 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務企画室（ｼｽﾃﾑ化企画担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-4-2
TEL03-5510-6709　FAX03-3595-0214

220
副印鑑廃止チラシ
the reaflet for disusing sub seal impression

46,000,000枚 2011年10月 － 2011年8月 － 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務企画室（ｼｽﾃﾑ化企画担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-4-2
TEL03-5510-6709　FAX03-3595-0214
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

221
ＬＢＰトナー
760 pieces of LBPtoner

760個 2012年2月 － － － 物品の販売

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門 第一ｼｽﾃﾑ
開発部（設備設計・構築担当）
（東京都港区虎ノ門1-1-3）
TEL03-6205-3946

222
定額貯金の金利上乗せ周知用ポケットティッシュ
Pocket tissue

21,000,000個 2011年4月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社ゆうちょ銀行営業部門
営業企画部（広告宣伝担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4475　FAX03-3503-2365

223
商品・サービスのご案内リーフレット
Leaflet of the products and services

3,000,000部 2011年8月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社ゆうちょ銀行営業部門
営業企画部（広告宣伝担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4475　FAX03-3503-2365

224
定額貯金の金利上乗せ周知用ポケットティッシュ
Pocket tissue

21,000,000個 2011年8月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社ゆうちょ銀行営業部門
営業企画部（広告宣伝担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4475　FAX03-3503-2365

225
会員用プレゼント
Gift for club members

2,000,000ｾｯﾄ 2011年9月 － － －
物品の

製造・販売

株式会社ゆうちょ銀行営業部門
営業企画部（年金サービス担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4489　FAX03-3503-2365

226
小樽貯金事務センターで使用する電気
Electricity to use in Otaru Postal Savings Operation
Center

2187,428kwh 2011年12月 － － ○ 物品の販売

株式会社ゆうちょ銀行小樽貯金事務ｾﾝﾀｰ（総務課会
計担当）
〒047-8794　北海道小樽市入船5-3-1
TEL0134-33-2213　FAX0134-32-2032

227

電子式複写機16台の借入れ及び保守（消耗品の供給
を含む）
Electronic Copying Machine 16 units Included
maintenance and delivery of consumer goods

4,535,000枚

公告
2011年4月12日

終了
2011年6月2日

－ － － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行仙台貯金事務ｾﾝﾀｰ（総務課会
計担当）
〒980-8794　宮城県仙台市青葉区一番町1-3-3
TEL022-267-8132　FAX022-261-1063

228
横浜貯金事務センターで使用する電気
Electricity to be used in Yokohama Postal Savings
Operation Center

2,893,065kWh 2011年3月 － － ○ 物品の販売

株式会社ゆうちょ銀行横浜貯金事務ｾﾝﾀｰ（総務部会
計課施設担当）
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央38-1
TEL:045-945-8116 FAX:045-945-8101

229
名古屋貯金事務センターで使用する電気
Electricity to be used in Nagoya Postal Savings
Operation Center

1,578,000kWh 2011年12月 － － ○ 物品の販売

株式会社ゆうちょ銀行名古屋貯金事務ｾﾝﾀｰ（総務課
会計担当）
名古屋市中区三の丸2-6-2
TEL052-964-3842　FAX052-963-3839

230
大阪貯金事務センターで使用する電気
Electricity ｔo be used in Osaka Postal Savings
Operation Center

2,638,693kWh 2011年9月 － － ○ 物品の販売

株式会社ゆうちょ銀行大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ（総務部会
計課施設担当）
大阪市天王寺区城南寺町9-8
TEL06-6764-2582

231
広島貯金事務センターで使用する電気
Electricity to use in Hiroshima Postal Savings
Operation Center

1,700,000kWh 2011年6月 － － ○ 物品の販売

株式会社ゆうちょ銀行広島貯金事務ｾﾝﾀｰ（総務課会
計担当）
広島県広島市東区光町1-15-15
TEL082-261-9474　FAX:082-261-9989
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

232
徳島貯金事務センターで使用する電気
Electricty to be used in Tokushima Business
Center of Postal Savings

3,420,000KWh 2011年6月 － － － 物品の販売

株式会社ゆうちょ銀行徳島貯金事務ｾﾝﾀｰ（総務課会
計担当）
徳島市南前川町2-5
TEL088-626-5918　FAX088-625-5153

233
東日本貯金事務計算センターで使用する電気
Electricity to be used in East Japan Postal Savings
Operation Center

34,298,000kWh 2012年3月 － － ○ 物品の販売

株式会社ゆうちょ銀行東日本貯金事務計算ｾﾝﾀｰ（総
務課施設会計担当）
千葉県印西市
TEL0476-45-1014　FAX0476-45-1128

234
西日本貯金事務計算センターで使用する電気
Electricity to be used in West Japan Postal Savings
Operation Center

26,055,000kWh

公告
2011年4月21日

終了
2011年6月14日

－ － ○ 物品の販売

株式会社ゆうちょ銀行西日本貯金事務計算ｾﾝﾀｰ（総
務課会計担当）
兵庫県神戸市
TEL078-953-1113

235
京都サービスセンターで使用する電気
Electricity to use in JAPAN POST INSURANCE
Co.,Ltd.Kyoto Service Center

27,855,544　　　　　　　　kWh 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険京都サービスセンター
総務部会計課
京都府京都市左京区松ヶ崎横縄手町８
TEL075-712-2033　FAX075-712-2036

236
福岡サービスセンターで使用する電気
Electricity to use in Fukuoka Service Center 6,480Kw 2011年11月 － － ○

物品の
製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
福岡サービスセンター総務課会計係
福岡県福岡市中央区大濠公園1－1
TEL091-715-2279　FAX092-711-0478

237
株式会社かんぽ生命保険岐阜サービスセンターで使
用する電気
Electricity to use in Gifu Service Center

一式 2011年7月 － 2011年6月 ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
岐阜サービスセンター総務部総務課会計係
岐阜県岐阜市鷺山1769-3
TEL／ＦＡＸ：058-266-3333

238
東日本情報管理センターで使用するガス
Gas to use in East Japan IT Systems Management
Center

600,000㎥ 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
東日本情報管理センター管理担当
〒335-8792
埼玉県戸田市美女木東1-2-24
TEL 048-422-9471 FAX 048-422-9473

239
西日本情報管理センター電力供給契約
Electricity to use in Western Japan It Systems
Management Center

10,193,000kWh 2011年6月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
西日本情報管理センター会計施設担当
兵庫県西宮市高須町１-２-２
TEL：0798-49-9004 FAX:0798-49-9041

240
西日本情報管理センター都市ガス供給契約
Gas to use in Western Japan It Systems Management
Center

416,000㎥ 2011年11月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
西日本情報管理センター会計施設担当
兵庫県西宮市高須町１-２-２
TEL：0798-49-9004 FAX:0798-49-9041

241
ホ00108　保険料・貸付金受入証拠書送付票
A premium and a policy loan golden acceptance of-
evidence document sending vote

 215,790冊 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

242
ホ00135　記録紙（携帯端末機用）
Record paper for portable terminal

 527,900冊 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

243
ホ00201　保険料領収証（携帯端末機用）
A receipt of premium for portable terminal

 261,550冊 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

244
ホ00202　保険料充当金領収証（携帯端末機用）
A claim check of premium for portable terminal

 296,200冊 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

245
ホ00204　各種請求等受付証（携帯端末機用）
A receipt for portable terminal

 95,450冊 2011年5月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

246
ホ00330　保険料口座払込利用申込書等
A premium account payment use application

 5,577,000部 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

247
ホ00401　保険受払表・支店資金残高管理表
An insurance receipt-and-payment table and a branch
fund balance management table

 253,860冊 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

248
ホ00602　保険金等支払等証拠書送付票
Insurance money payment and a policy loan golden
payment of-evidence document sending vote

 189,870冊 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

249

ホ07302　払渡済証拠書送付用封筒(払出金用）（仙台
ＳＣ）ほか4点
About　2,519,500 sheets of an envelope for payment
finished evidence book sending, and 4 items

 2,247,000枚 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

250
ホ08101　一括送付用封筒（仙台ＳＣ）ほか4点
About　3,844,000 sheets of a sending envelope for
delivery records, and 4 items

 5,818,500枚 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

251
ホ08111　日締用送付封筒（仙台SC）ほか4点
About 4,108,000 sheets of an envelope for day totals,
and 4 items

 4,046,000枚 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

252
ホ30000　各種照会等取扱票
Multiple-reporting Form for Postal Life Insurance
Inquiries

 1,002,880枚 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

253

ホ30010　保険金等受領証等
Original receipt, Copy receipt and payment
specifications of benefit, Reimbursement of maturity
benefit

 395,100冊 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先
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be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

254
ホ31000　保険料領収帳（通帳）
Passbook for receipt of postal life insurance charge

 222,500冊 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

255
ホ32070　契約内容調査票（郵便局等用）
Contract content investigation vote (for post office
etc.)

 438,840冊 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

256
ホ80200　保険料領収証（窓口用）
A receipt of premium for teller

 5,911,200枚 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

257
ホ80203　保険料充当金領収証等
A claim check of premium

 4,174,500部 2011年12月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
調達部計画担当
〒150-0001
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL　03-5402-9278 FAX 03-3459-1533

258
ご契約のしおり・約款（養老保険）ほか7点の調製
Producing Postal life insurance contracts guidebook
（A）and other seven items

2,381,740冊 2011年4月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
お客さまサービス本部事務企画部引受企画担当
東京都港区虎ノ門4－3－20 5Ｆ
TEL:03-5402-9176 FAX:03-3459-1525

259
各種請求等受付証（ﾎ00015）
Receipt certificate

98,280冊 2011年10月 － － ○
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
事務指導部事務手続担当
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL：03-5402-9191 FAX：03-3459-8091

260
次世代育成支援概要等の冊子化及び配布
Creation and distribution of the booklet

3,500部
※グループ5社計

　24,371部
2011年4月 － － － 役務の提供等

日本郵政株式会社総務・人事部
TEL03-3504-4633　FAX 03-3593-0107

261
日本郵政銚子センター社屋警備
Choshi Center building security commission

未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL:03-3866-5133　FAX:03-3508-1151

262
日本郵政長野稲葉センター社屋警備
Choshi Center building security commission

未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL:03-3866-5133　FAX:03-3508-1151

263
東京逓信病院社屋清掃請負
A company building cleaning contract in Tokyo Teishin
Hospital

一式 2011年12月 － － ○ 役務の提供等
日本郵政株式会社東京逓信病院会計課施設管理係
〒102-8798　東京都千代田区富士見2－14－23
TEL 03-5214-7154 FAX 03-5214-7388

264
東京逓信病院感染性廃棄物収集運搬委託
Infection waste collection transportation trust in
Tokyo Teishin Hospital

一式 2011年12月 － － ○ 役務の提供等
日本郵政株式会社東京逓信病院会計課施設管理係
〒102-8798　東京都千代田区富士見2－14－23
TEL 03-5214-7154 FAX 03-5214-7388
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

265
名古屋逓信病院社屋清掃請負
A company building cleaning contract in Nagoya
Teishin Hospital

一式 2011年12月 － － ○ 役務の提供等
日本郵政株式会社名古屋逓信病院総務課管理係
〒461-8798　名古屋市東区泉2-2-5
TEL052-932-7151 FAX052-932-2418

266
福岡逓信病院社屋清掃請負
A company building cleaning contract in Fukuoka
Teishin Hospital

一式 2011年12月 － － ○ 役務の提供等
日本郵政株式会社福岡逓信病院総務課管理係
〒810-8798　福岡県福岡市中央区薬院2-6-11
TEL092-741-3315 FAX092-781-2563

267

郵便商品・サービスに関する広告宣伝の効果測定の委
託
Consignment of effect measurement of the postal
goods and service's advertisement

1式 2011年5月 未定 － 新規 役務の提供等
郵便事業株式会社　財務部門調達部
東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

268
新東京支店施設清掃請負
Cieaning of Shintokyo building

1式 2011年4月 － － ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　新東京支店
東京都江東区新砂2-4-23
TEL03-5606-4024　FAX：03-5606-4141

269
銀座支店施設清掃請負
Cieaning of Ginza building

1式 2011年4月 － － ○ 役務の提供等
郵便事業株式会社　新東京支店
東京都江東区新砂2-4-23
TEL03-5606-4024　FAX：03-5606-4141

270
アルミ製ロールパレット修理等の委託
Repair of roll-box-pallets in Shintokyo Branch

1式 2011年5月 － － ○ 役務の提供等
郵便事業株式会社　新東京支店
東京都江東区新砂2-4-23
TEL03-5606-4024　FAX：03-5606-4141

271
チルドコンテナ修繕等の委託
Repair of Chilld  Container in Shintokyo Branch

1式 2011年5月 － － ○ 役務の提供等
郵便事業株式会社　新東京支店
東京都江東区新砂2-4-23
TEL03-5606-4024　FAX：03-5606-4141

272
チルドボックス修理等の委託
Repair of Chilld Box in Shintokyo Branch

1式 2011年5月 － － ○ 役務の提供等
郵便事業株式会社　新東京支店
東京都江東区新砂2-4-23
TEL03-5606-4024　FAX：03-5606-4141

273
ＣＲＢ修理等の委託
Repair of Cold-Roll-box in Shintokyo Branch

1式 2011年5月 － － ○ 役務の提供等
郵便事業株式会社　新東京支店
東京都江東区新砂2-4-23
TEL03-5606-4024　FAX：03-5606-4141

274
アルミ製ロールパレット修理等の委託
Repair Roll-box-pallets

2500台 2011年5月 - - ○ 役務の提供等
郵便事業株式会社　名古屋神宮支店
名古屋市熱田区六野2-6-1
TEL052-872-0454　FAX052-872-0459

275
新大阪支店施設清掃委託
Cleaning of Shin-Osaka Branch

1式 2011年4月 － － ○ 役務の提供等
郵便事業株式会社　新大阪支店
大阪市此花区島屋4-1-18
TEL06-6460-6620
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先
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be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

276
アルミ製ロールパレット修理委託(新大阪支店)
Repair roll-box-pallets(Shin-Osaka Branch)

9000台 2011年8月 － － ○ 役務の提供等
郵便事業株式会社　新大阪支店
大阪市此花区島屋4-1-18
TEL06-6460-6620

277
大阪支店施設清掃委託
Cleaning of Osaka Branch

1式 2011年4月 － － ○ 役務の提供等
郵便事業株式会社　新大阪支店
大阪市此花区島屋4-1-18
TEL06-6460-6620

278

郵便局株式会社統合システム基盤（カタログ販売シス
テム用）の構築等の委託
Establishment of integrative infrastructure system for
japan post network co., ltd. (for catalog sales system）

1式 2012年7月 － － － 役務の提供等

郵便局株式会社　システム企画部
基盤開発担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-9956

279
Ｗｅｂ会議システムに係る役務等の調達
Consignment of service for meeting system on
internet

1式 2012年7月 － － － 役務の提供等

郵便局株式会社　システム企画部
事業企画担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL 03-3504-4899

280
現金警備輸送事務及び硬貨整理委託（福島県）
Cash defense transportation consignment and coin
calculation consignment （fukusima prefecture）

1式 2011年11月 － － ○ 役務の提供等
郵便局株式会社　東北支社企画部財務担当
〒980-8797 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目1-34
TEL 022-267-7343

281
現金警備輸送事務及び硬貨整理委託（宮城県）
Cash defense transportation consignment and coin
calculation consignment （miyagi prefecture）

1式 2011年11月 － － ○ 役務の提供等
郵便局株式会社　東北支社企画部財務担当
〒980-8797 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目1-34
TEL 022-267-7343

282
現金警備輸送事務及び硬貨整理委託（山形県）
Cash defense transportation consignment and coin
calculation consignment（yamagata prefecture）

1式 2011年11月 － － ○ 役務の提供等
郵便局株式会社　東北支社企画部財務担当
〒980-8797 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目1-34
TEL 022-267-7343

283
現金警備輸送事務及び硬貨整理委託（青森県）
Cash defense transportation consignment and coin
calculation consignment （aomori prefecture）

1式 2011年11月 － － ○ 役務の提供等
郵便局株式会社　東北支社企画部財務担当
〒980-8797 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目1-34
TEL 022-267-7343

284
現金警備輸送事務及び硬貨整理委託（秋田県）
Cash defense transportation consignment and coin
calculation consignment （akita prefecture）

1式 2011年11月 － － ○ 役務の提供等
郵便局株式会社　東北支社企画部財務担当
〒980-8797 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目1-34
TEL 022-267-7343

285
現金警備輸送事務及び硬貨整理委託（岩手県）
Cash defense transportation consignment and coin
calculation consignment （iwate prefecture）

1式 2011年11月 － － ○ 役務の提供等
郵便局株式会社　東北支社企画部財務担当
〒980-8797 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目1-34
TEL 022-267-7343

286
局内配線整理の委託
Consignment of wiring arrangement

350局 2011年8月 － － － 役務の提供等
郵便局株式会社　東京支社企画部調達契約担当
〒106-8799 東京都港区麻布台1-6-19
TEL 03-5574-9541
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of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

287
日本郵政グループ飯倉ビル社屋清掃請負
Cleaning of japan post Group iikura building

1式 2011年12月 － － ○ 役務の提供等
郵便局株式会社　東京支社企画部調達契約担当
〒106-8799 東京都港区麻布台1-6-19
TEL 03-5574-9541

288
現金警備輸送事務の委託(長野県)
Cash defense transportation consignment (nagano
prefecture)

1式 2011年10月 － － － 役務の提供等
郵便局株式会社　信越支社業務指導部資金管理担当
〒380-8797 長野県長野市栗田801
TEL 026-226-4410

289
現金警備輸送事務の委託(新潟県)
Cash defense transportation consignment (niigata
prefecture)

1式 2011年10月 － － － 役務の提供等
郵便局株式会社　信越支社業務指導部資金管理担当
〒380-8797 長野県長野市栗田801
TEL 026-226-4410

290
現金警備輸送事務等の委託（金沢中央郵便局）
Cash defense transportation consignment
(kanazawa central post office)

1式 2011年12月 － － － 役務の提供等
郵便局株式会社　北陸支社企画部財務担当
〒920-8797 石川県金沢市尾張町1-1-1
TEL 076-220-3081

291
現金警備輸送事務等の委託（福井南郵便局）
Cash defense transportation consignment (fukui south
post office)

1式 2011年12月 － － － 役務の提供等
郵便局株式会社　北陸支社企画部財務担当
〒920-8797 石川県金沢市尾張町1-1-1
TEL 076-220-3081

292
現金警備輸送事務等の委託（富山中央郵便局）
Cash defense transportation consignment (toyama
central post office)

1式 2011年12月 － － － 役務の提供等
郵便局株式会社　北陸支社企画部財務担当
〒920-8797 石川県金沢市尾張町1-1-1
TEL 076-220-3081

293

大阪府、京都市、神戸市等における現金警備輸送事
務等の委託
Cash defense transportation consignment and coin
calculation and coin storage consignment (osaka
prefecture, kyoto city and kobe city)

1式 2011年10月 － － ○ 役務の提供等

郵便局㈱近畿支社業務指導部
資金管理担当
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-9
TEL 06-6944-8203

294

現金警備輸送事務及び硬貨整理委託
（大津中央郵便局を指定郵便局とする滋賀県内の郵便
局及び京都府内の郵便局）
Cash defense transportation consignment and coin
calculation and coin storage consignment

1式 2011年10月 － － ○ 役務の提供等

郵便局株式会社　近畿支社業務指導部
資金管理担当
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-9
TEL 06-6944-8203

295

現金警備輸送事務及び硬貨整理委託
（姫路郵便局を指定郵便局とする兵庫県内の郵便局）
Cash defense transportation consignment and coin
calculation and coin storage consignment

1式 2011年10月 － － ○ 役務の提供等

郵便局株式会社　近畿支社業務指導部
資金管理担当
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-9
TEL 06-6944-8203

296

現金警備輸送事務及び硬貨整理委託
（尼崎郵便局を指定郵便局とする兵庫県内の郵便局）
Cash defense transportation consignment and coin
calculation and coin storage consignment

1式 2011年10月 － － ○ 役務の提供等

郵便局株式会社　近畿支社業務指導部
資金管理担当
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-9
TEL 06-6944-8203

297

現金警備輸送事務及び硬貨整理委託
（奈良中央郵便局を指定郵便局とする奈良県内の郵便
局）
Cash defense transportation consignment and coin
calculation and coin storage consignment

1式 2011年10月 － － ○ 役務の提供等

郵便局株式会社　近畿支社業務指導部
資金管理担当
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-9
TEL 06-6944-8203
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。
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　（日本郵政／JAPAN POST）
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submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

298

現金警備輸送事務及び硬貨整理委託
（和歌山中央郵便局を指定郵便局とする和歌山県内の
郵便局）
Cash defense transportation consignment and coin
calculation and coin storage consignment

1式 2011年10月 － － ○ 役務の提供等

郵便局株式会社　近畿支社業務指導部
資金管理担当
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-9
TEL 06-6944-8203

299
硬貨の整理保管事務の委託（広島中央局）
Consignment of coin for sorting (hiroshima central
post office)

1式 2011年6月 － － ○ 役務の提供等

郵便局株式会社　中国支社企画部
財務担当
〒730-8997 広島県広島市中区東白島町19-8
TEL 082-224-5176

300

現金警備輸送事務の委託及び硬貨の整理保管事務の
委託（愛媛県）
Armored car services for cash and consignment of
coin for sorting (ehime prefecture)

1式 2011年12月 － － － 役務の提供等

郵便局株式会社　四国支社業務指導部
資金管理担当
〒790-8797 愛媛県松山市宮田町8-5
TEL 089-941-1307

301

現金警備輸送事務の委託及び硬貨の整理保管事務の
委託（香川県）
Armored car services for cash and consignment of
coin for sorting (kagawa prefecture)

1式 2011年12月 － － － 役務の提供等

郵便局株式会社　四国支社業務指導部
資金管理担当
〒790-8797 愛媛県松山市宮田町8-5
TEL 089-941-1307

302

現金警備輸送事務の委託及び硬貨の整理保管事務の
委託（高知県）
Armored car services for cash and consignment of
coin for sorting (kochi prefecture)

1式 2011年12月 － － － 役務の提供等

郵便局株式会社　四国支社業務指導部
資金管理担当
〒790-8797 愛媛県松山市宮田町8-5
TEL 089-941-1307

303

現金警備輸送事務の委託及び硬貨の整理保管事務の
委託（徳島県）
Armored car services for cash and consignment of
coin for sorting (tokushima prefecture)

1式 2011年12月 － － － 役務の提供等

郵便局株式会社　四国支社業務指導部
資金管理担当
〒790-8797 愛媛県松山市宮田町8-5
TEL 089-941-1307

304
警備輸送等の委託
Armored car services

1式 2011年4月 －

公示
2010年12月24日

終了
2011年1月14日

○ 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務統括部（司計担当）
東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-5510-6701　FAX03-3595-0214

305
横浜貯金事務センター施設清掃請負
Cleaning of Yokohama Postal Savings Operation
Center Building, 1 set

1式 2011年12月 － － ○ 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行横浜貯金事務ｾﾝﾀｰ（総務部会
計課施設担当）
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央38-1
TEL045-945-8116　FAX045-945-8101

306
東日本貯金事務計算センター施設清掃請負
Cleaning of East Japan Operation Center, JAPAN
POST BANK Co.,Ltd.

1式 2011年12月 － － ○ 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行東日本貯金事務計算ｾﾝﾀｰ（総
務課施設会計担当）
千葉県印西市
TEL0476-45-1014　FAX0476-45-1128

307
東日本貯金事務計算センター磁気テープ運送請負
Magnetic tape transportation of East Japan Operation
Center, JAPAN POST BANK Co.,Ltd.

1式 2011年12月 － － ○ 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行東日本貯金事務計算ｾﾝﾀｰ（総
務課施設会計担当）
千葉県印西市
TEL0476-45-1014　FAX0476-45-1128

308
かんぽ生命保険のシステム監査の委託
Outsoucring of System Audit in Japan Post Insurance
Co.,Ltd.

一式 未定 未定 未定 ○ 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険　監査部
東京都港区虎ノ門4-3-20
神谷町ＭＴビル８Ｆ
TEL03-5402-9261　FAX03-3459-1531
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

309

現況届の発行・発送及び不着管理データ作成作業の
委託
Consignment of documentation,dispatching,and data
making of management of dead letter concerning
notice of the report of present situation

一式 未定 － － － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
事務企画部契約保全担当
東京都港区虎ノ門4-3-20
TEL03-5402-9178　FAX03-3459-1525

310
重要書類ケースの調製
Important documents case

1,000,000個 2011年6月 － － － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
商品サービス部営業ツール開発担当
東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4545　FAX03-3504-9722

311
被保険者用重要書類ケースの調製
Important documents case for a person insured

1,416,000枚 2011年12月 － － － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
商品サービス部営業ツール開発担当
東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4545　FAX03-3504-9722

312
商品別リーフレット等の調製の委託
Consignment Agreement of Making Product Leaflets
for JAPAN POST INSURANCE

一式 2011年10月 － － － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
商品サービス部営業ツール開発担当
東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4545　FAX03-3504-9722
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011

of documents specifications

1
統合認証システムの運用業務の委託
Consignment of operation business of unified
certification system

1式 2011年6月 － － － 役務の提供等
日本郵政㈱システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4844　FAX03-3508-1151

2
統合認証システムの保守業務の委託（ハードウェア）
Entrust the maintenance of unified certification
system（hardware)

1式 2011年6月 － － － 役務の提供等
日本郵政㈱システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4844　FAX03-3508-1151

3

財務総合情報システムのアプリケーション保守作業の
委託
Maintenance for the Integrated Accounting and
Procurement System

1式 2012年2月 － 2011年9月 － 役務の提供等

日本郵政株式会社　システム部門システム開発管理
部財務システム担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4240　FAX03-3508-1151

4
財務総合情報システムの運用・管理等の委託
Entrust the Operations of the Integrated Accounting
and Procurement System

1式 2012年2月 － 2011年9月 － 役務の提供等

日本郵政株式会社　システム部門システム開発管理
部財務システム担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4240　FAX03-3508-1151

5

総合人事情報システム及び財務総合情報システム機
器・ソフトウェアの保守委託
Entrust the maintenance of the General Personnel
Information System and the Integrated Accounting and
Procurement System

1式 2011年11月 － 2011年7月 － 役務の提供等

日本郵政株式会社　システム部門システム開発管理
部財務システム担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4240　FAX03-3508-1151

6
新会計システムの開発委託
Develop the Integrated New Accounting and
Procurement System

1式 2011年10月 － 2011年7月 － 役務の提供等

日本郵政株式会社　システム部門システム開発管理
部財務システム担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4240　FAX03-3508-1151

7
固定資産管理システムに関するアプリケーション保守
業務の委託
Maintenance for Fixed Assets management system

1式 2012年3月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社　システム開発管理部施設調達関
係システム担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4322　FAX03-3508-1151

8

不動産賃貸借システムに関するアプリケーション保守
業務の委託
Maintenance for Fixed A real estate rental contract
system

1式 2012年3月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社　システム開発管理部施設調達関
係システム担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4322　FAX03-3508-1151

9
備品・車両情報システムに関するアプリケーション保守
業務の委託
Maintenance for Equipment information system

1式 2012年3月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社　システム開発管理部施設調達関
係システム担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4322　FAX03-3508-1151

10
施設調達関係システムの運用業務の委託
The operative trust of the institution supply system

1式 2012年3月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社　システム開発管理部施設調達関
係システム担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4322　FAX03-3508-1151

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011

of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

11
備品･車両情報システム用機器の保守
Maintenance of machinery for Equipment information
system

1式 2012年3月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社　システム開発管理部施設調達関
係システム担当
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4322　FAX03-3508-1151

12
総合人事情報システムに関する運用・管理等の委託
(Entrust the Operations of General Personnel
Information System)

1式 2011年12月 － － ○ 役務の提供等

調達元：日本郵政株式会社システム開発管理部人事
システムグループ
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-9851 FAX03-3508-1151

13

人事任用業務支援システムのアプリケーション保守及
び運用業務の委託
(Operation and Maintenance Work for the personnel
appointment supporting system）

1式 2011年11月 － 2011年9月 － 役務の提供等

調達元：日本郵政株式会社システム開発管理部人事
システムグループ
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-9851 FAX03-3508-1151

14 Ｓ－ＷＡＮ端末（ノート型） 625式 2011年8月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政㈱システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4746

15 Ｓ－ＷＡＮ端末（デスクトップ型） 606式 2011年8月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政㈱システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4746

16 S-WAN端末用プリンタ 289式 2011年8月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政㈱システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4746

17 端末配備等の委託 1231式 2011年8月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政㈱システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4746

18 Ｓ－ＷＡＮ端末用暗号化ソフトウェアほか２点 1231ライセンス 2011年8月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政㈱システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4746

19 日本郵政ＬＡＮシステムの運用委託 未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

20 Ｓ－ＷＡＮシステムの運用委託 未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011

of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

21 日本郵政ＬＡＮシステムの保守委託（東芝製端末） 未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

22
日本郵政ＬＡＮシステムの保守委託（日立製作所製端
末）

未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

23
日本郵政ＬＡＮシステムの保守委託（平成１９年度構築
サーバ）

未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

24
日本郵政ＬＡＮシステムの保守委託（富士通製サーバ
等）

未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

25
日本郵政ＬＡＮシステムの保守委託（平成１９年度構築
ネットワーク機器）

未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

26
日本郵政ＬＡＮシステムの保守委託（平成１８年度構築
ネットワーク機器）

未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

27
日本郵政ＬＡＮシステムの保守委託（富士ゼロックス社
製カラープリンタ）

未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

28 日本郵政ＬＡＮシステムのプリンタの保守 未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

29 日本郵政ＬＡＮシステムの保守委託（ＨＰ製端末） 未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

30 Ｓ－ＷＡＮシステムの保守委託（サーバ） 未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011

of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

31 Ｓ－ＷＡＮシステムの保守委託（富士通製端末） 未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

32 Ｓ－ＷＡＮシステムの保守委託（日本電気製端末等） 未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

33 Ｓ－ＷＡＮシステムの保守委託（東芝製端末等） 未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

34 Ｓ－ＷＡＮシステムの保守委託（プリンタ） 未定 2012年1月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

35 ＬＡＮ拠点構築の委託 未定 2011年10月 － － ○ 役務の提供等

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

36
郵政総合情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑで使用する機器の調
達(郵便局ルータ１型)

50個 2012年1月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

37
郵政総合情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑで使用する機器の調
達(局外端末接続用ﾙｰﾀ)

100個 2012年1月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

38
郵政総合情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑで使用する機器の調
達(ハブ)

200個 2012年1月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

39 ソフトウェアライセンス更新 未定 2012年1月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

40 ソフトウェアのサポートライセンス更新の調達（ＨＰ） 未定 2012年1月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011

of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

41 ソフトウェアのサポートライセンス更新の調達（ＣＳＡ） 未定 2012年1月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

42 ソフトウェアのサポートライセンスの更新の調達（秘文） 未定 2012年1月 － － ○
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社
システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3866-5133　FAX03-3508-1151

43
施設マネジメントシステムの開発
Specifications of the Development System for Facility
Manegement System

1式 2011年8月 － － － 役務の提供等
日本郵政株式会社不動産部門施設部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL 03-3505-4904　FAX03-3507-8736

44
健康管理システムの構築
Construction of health care systems 1式 － － － － 役務の提供等

日本郵政株式会社健康管理事務センター調達計画係
〒102-0071　東京都千代田区富士見2-14-23
TEL 03-5214-2483 FAX 03-5214-2488

45
健康管理システム用パソコン他
Personal Computer for health care systems etc

50 － － － －
物品の

製造・販売

日本郵政株式会社健康管理事務センター調達計画係
〒102-0071　東京都千代田区富士見2-14-23
TEL 03-5214-2483 FAX 03-5214-2488

46
ＤＰＣ対応（ソフトウェアの調達）
Lease of software（DPC）

1式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

東京逓信病院
東京都千代田区富士見2－14－23
TEL03-5214-7111　FAX03-5214-7384

47
ノートパソコンの購入
Note PC

700台 2011年8月 － 2011年5月 ○ 物品の販売
郵便事業株式会社　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

48
スレートパソコンの購入
Slate PC

950台 2011年8月 － 2011年5月 新規 物品の販売
郵便事業株式会社　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

49
モニターの購入
PC Monitor

700台 2011年8月 － 2011年5月 新規 物品の販売
郵便事業株式会社　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

50
提案制度管理システム機能のサービス提供
Service offer of proposal system management system
function

1式 2011年4月 － － 新規 役務の提供等
郵便事業株式会社　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011

of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

51
郵便内務事務用パソコンの配備等の委託
(Consignment contract for the installation, etc. of the
personal computers for post office work)

1795個 未定 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業株式会社　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

52
郵便内務事務用プリンターの保守
（maintenance of Printer for postal office work)

1式 2011年4月 － － 新規 役務の提供等
郵便事業株式会社　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

53
PC1用トナーカートリッジ
(toner cartridge for laser printer of PC1)

3277個 未定 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業株式会社　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

54
PC1用インクリボン
(inked ribbon for dot printer of PC1 )

4020個 未定 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業株式会社　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

55
大型郵便物用区分機（簡易型）の購入及び保守
Large-Sized Mail Sorting Machine (Simplified Type) 
and Maintenance

1個 2011年7月 － － ○
物品の

製造・販売

郵便事業株式会社　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

56
郵便番号システムの構築
Postal Code System

1式 2011年7月 － － 新規 役務の提供等
郵便事業株式会社　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

57
事前通関システムの開発
Development of pre-advise customs information 
system

1式 2011年5月 － － 新規 役務の提供等
郵便事業株式会社　財務部門調達部
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4270　FAX0120-431-365

58

退職手当算定システム構築および運用保守
Development of the retirement allowance calculation 
system and delegation of running and maintenance for 
the system

1式 2011年10月 － 2011年9月 － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｽﾀｯﾌ部門
人事部（人事ｼｽﾃﾑ担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-9178　FAX03-3504-9712

59

軍事貯金関係証拠書類及びマイクロフィルムの複写業
務の委託
Consignment of copy business of documentary 
evidence related to military savings and microfilm

1式 未定 未定 未定 － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務統括部（貯金事務ｾﾝﾀｰ貯金手続担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-5510-6707　FAX03-3595-0214

60
アンチマネーロンダリングシステムの導入
Introduce of Anti Money Laundering system

1式 2011年8月

公示
2011年1月25日

終了
2011年2月25日

2011年5月 － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務統括部（金融犯罪対策室）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-5510-6941　FAX03-3506-0016
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011

of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

61
事務センターサポートシステムの構築
The construction of a Operation Center Support 
System

1式 2011年7月 － 2011年4月 － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務企画室（事務改善担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-4-2
TEL03-5510-6942　FAX03-3595-0214

62

最適な事務処理体制の具体化に関する業務支援の委
託
Consignment of business support concerning 
materialization of the best system of paperwork

1式 2011年7月 － － － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務企画室（事務改善担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-4-2
TEL03-5510-6942　FAX03-3595-0214

63
ゆうちょ・サポートＮｅｔシステム機器の更改
Renewal for equipment of Yucho-Support-Net System

1式 2011年7月 － 2011年6月 － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務企画室（ｼｽﾃﾑ化推進担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-4-2
TEL03-5510-6709　FAX03-3595-0214

64

ゆうちょ・サポートＮｅｔシステム機器のハウジングサー
ビス等の委託
Housing service for equipment of Yucho-Support-Net 
System

1式 2011年7月 － 2011年6月 － 物品の製造

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
事務企画室（ｼｽﾃﾑ化推進担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-4-2
TEL03-5510-6709　FAX03-3595-0214

65
ＬＡＮシステム用ノート型パソコン
personal computer

600個 2011年5月 － － ○ 物品の販売

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門
ｼｽﾃﾑ企画部（OA設備担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-4-2
TEL03-5510-1414　FAX03-3504-3066

66
封入封かん機ほか１１点の購入及び保守
Purchase and maintenance of the Envelope Stuffing 
System Machine and other 11 item

1式

公告
2011年4月13日

終了
2011年6月3日

公示
2010年11月2日

終了
2010年12月3日

公示
2011年1月25日

終了
2011年2月15日

－
物品の

製造・販売

株式会社ゆうちょ銀行ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ部門 第一ｼｽﾃﾑ
開発部（設備設計・構築担当）
東京都港区虎ノ門1-1-3
TEL:03-6205-3946

67
J-TRADにおける保守窓口の統合の委託
The trust of unifying their operation desks of Japan 
Post TReasury ADministration System

1式 2011年7月 － － － 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行市場部門
市場管理部（市場IT企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4692　FAX03-3504-9783

68

証券外務員等資格試験の受験の受付等に関する事務
の委託
The outsourcing of Reception work of qualification 
examinations for securities sales representatives

1式 2012年2月 － － ○ 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行営業部門
営業企画部業務管理室（審査・推進担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL:03-3504-9970 FAX:03-3504-2365

69

投資信託コールセンターシステムの構築及び保守の
委託
Consignment contract for establishment and support 
of investment trust call center system

1式 2011年6月 －

公示
2011年3月2日

終了
2011年3月23日

－ 役務の提供等

株式会社 ゆうちょ銀行営業部門
資産運用商品部（営業サポート担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4673　FAX03-3503-2365

70
投資信託システムの構築及び保守の委託
Consignment contract for establishment and support 
of investment trust selling system

1式 2011年9月 － 2011年7月 － 役務の提供等

株式会社 ゆうちょ銀行営業部門
資産運用商品部（営業サポート担当）
〒100-8798　東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4673　FAX03-3503-2365
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011

of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

71
ＪＷＳ入力事務の委託
Entrustment of data entry with the Postal Savings 
Operation Center Workstations

1式 2011年9月 － － ○ 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行広島貯金事務ｾﾝﾀｰ（総務課会
計担当）
広島県広島市東区光町1-15-15
TEL:082-261-9474 FAX:082-261-9989

72
ＪＷＳ等入力事務及び目検事務委託
Entrustment of date entry into the Business
Center Work Stations and Check the List

1式 2011年12月 － － ○ 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行徳島貯金事務ｾﾝﾀｰ（総務課会
計担当）
徳島市南前川町2-5
TEL:088-626-5918 FAX:088-625-5153

73
歳入金の取りまとめ事務委託
The ability deposit taking the amount office work
entrusting

1式 2011年12月 － － ○ 役務の提供等

株式会社ゆうちょ銀行徳島貯金事務ｾﾝﾀｰ（総務課会
計担当）
徳島市南前川町2-5
TEL:088-626-5918 FAX:088-625-5153

74

支払業務システム用オープン系サーバ機器等３式の
購入
Purchase 3 sets of Server Systems based on open 
platform for payment business use

3式

公告
2011年2月28日

開札
2011年5月16日

－

公示
2010年10月26日

終了
2010年11月15日

－
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
本社 システム企画部 設備調達・資産管理担当
〒105-0001 港区虎ノ門4丁目3-20
TEL 03-5402-9125 FAX 03-3459-1523

75

支払業務システム導入に係るＦＡＸサーバ等機器類の
購入
Purchase of equipment such as fax servers that lie 
payment business system introductions

1式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
本社 システム企画部 設備調達・資産管理担当
〒105-0001 港区虎ノ門4丁目3-20
TEL 03-5402-9125 FAX 03-3459-1523

76
サブセンタシステムのサーバ等機器の購入及び保守
Purchase,build and maintenance of server systems for 
the subcenter business systems

1式 2011年3月 － 2010年12月 －
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
システム企画部ＳＣ系開発担当・松村
東京都目黒区青葉台3-6-28青葉台タワー19階
TEL03-5459-4359　FAX03-3464-4323

77
サブセンタシステムの基幹プリンタの導入及び保守
Purchase,establishment and maintenance of large 
printer for the subcenter business systems

1式 2011年4月 － 2010年12月 －
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
システム企画部ＳＣ系開発担当・松村
東京都目黒区青葉台3-6-28青葉台タワー19階
TEL03-5459-4359　FAX03-3464-4323

78

かんぽＷＡＮ端末（一般事務処理用デスクトップ型）３０
式（予定）ほか３点の購入
Purchase of approximately 30 sets of WAN Terminal 
for Service Center (Desktop type personal computer 
for clerical work) and 3 items

30式

公告
2011年2月10日

開札
2011年4月22日

－ － －
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
本社 システム企画部 設備調達・資産管理担当
〒105-0001 港区虎ノ門4丁目3-20
TEL 03-5402-9125 FAX 03-3459-1523

79

次期基幹系システム更改プロジェクトに係るハードウェ
ア購入・保守等の委託（仮称）
Purchase of mainframe hardware/software and 
entrustment of its maintenance for next core system 
renovation project

1式 2012年1月 － 2011年10月 － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険　システム企画部　次期業
務処理系検討担当
東京都目黒区青葉台3-6-28
TEL　03-5459-4360　FAX　03-3464-4323

80

市場ＶａＲ計測システムの導入及び保守
Implementation and maintenance of the system to 
calculate market Value-at-Risk

1式 2011年5月 － － －
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
運用リスク管理室市場リスク管理担当
東京都港区虎ノ門4-3-20神谷町MTビル6F
TEL03-5403-9252　FAX03-3459-1530
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011

of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

81

国際会計基準対応プロジェクトの推進に係るシステム
変更要件定義等に関するコンサルティングサービスの
委託
Entrustment of consulting services upon requirements 
definition of system changes and related works for 
proceeding with the project for the implementation of 

1式 2011年3月8日 － － － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
主計部国際会計基準担当
東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4958　FAX03-3506-7764

82
保険計理シミュレーションシステム用の機器の増設
Extension of the machine of Japan Post Insurance 
Actuary System

1式 2011年10月 2011年8月 2011年9月 －
物品の

製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
主計部負債評価担当
東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-8026　 FAX03-3506-6737

83
医事統計システムの構築及び保守の委託
Entrustment about construction and maintenance of 
the medical statistics system

1式 2011年6月 －

公示
2010年12月28日

終了
2011年1月16日

－ 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
お客さまサービス本部事務企画部
医事企画室
東京都港区虎ノ門4-3-20 5F
TEL03-5402-9187　FAX03-3459-1525

84

医事統計システムの構築に伴う統計分析ソフトウェア
購入と環境設定の委託
Entrustment about purchase and environmental 
settings of a statistical analysis software for 
construction of the medical statistics system

5ライセンス
インストール作業

2011年6月 － － － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
お客さまサービス本部事務企画部
医事企画室
東京都港区虎ノ門4-3-20 5F
TEL03-5402-9187　FAX03-3459-1525

85
代理店モニタリングシステムの更改
The system for monitoring the handling of insurance 
business in agencies

1式 2011年9月 － 2011年6月 － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
お客さまサービス本部
事務指導部事務指導担当
東京都港区虎ノ門4-3-20神谷町ＭＴビル７Ｆ
TEL03-5402-9192　FAX03-3459-8091

86

文書校正システムの購入及びシステム導入作業等の
委託
Entrustment about purchase and settings of a 
document emendation system

1式
2011年7月

－ － － 役務の提供等

①株式会社かんぽ生命保険
商品サービス部商品開発担当
東京都千代田区霞が関1-3-5
TEL03-3504-4575　FAX03-3504-9722
②株式会社かんぽ生命保険
お客さまサービス本部事務企画部

87

募集関係資料管理システムに関するASPの提供及び
運営等の委託
Consignment Agreement of Interoduction and 
Managemant of ASP Systems Used for Screnning of 
Product and Service Catalogs

1式
2011年8月

－ － － 役務の提供等

株式会社かんぽ生命保険
商品サービス部
東京都千代田区霞ヶ関1-3-2
TEL03-3504-4545　FAX03-3504-9722
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011

of documents specifications

1

日本郵政ＬＡＮシステムへのサーバ機器増設対応の委
託
（Consignment of server equipment increase to 
Japanpost LAN system）

1式 2011年6月 － 2011年4月 - 役務の提供等
日本郵政㈱システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4844　FAX03-3866-5137

2
飯野ビルへの移転に伴う拠点構築作業の委託
(Consignment of Japanpost LAN system 
construction to Iino building)

1式 2011/7上旬 － － － 役務の提供等
日本郵政㈱システム部門システム基盤開発部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4844　FAX03-3866-5137

3
ＴＶ会議システム
Purchase of videoconferencing system 14式 2011年8月 － － ○

物品の
製造・販売

株式会社かんぽ生命保険
総務部総務担当
東京都千代田区霞が関1-3-2
TEL03-3504-4520　FAX03-3504-6953

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

1
ＭＲＩ装置
Magnetic Resonance Imaging system

一式 2011年8月 － 2011年6月 －
物品の

製造・販売

札幌逓信病院
（札幌市南区川沿14-1-5-1）
TEL：011-571-5101
FAX：011-571-1196

2
診療撮影用Ｘ線撮影措置
 X‐ray Photograph system

一式 2011年8月 － 2011年6月 －
物品の

製造・販売

横浜逓信病院
横浜市神奈川区西神奈川1-13-10
TEL045-321-4782　FAX045-316-1872

3
血管造影Ｘ線撮影診断装置
angiogram  X‐ray Photograph system

一式 2011年8月 － 2011年6月 －
物品の

製造・販売

東京逓信病院　
東京都千代田区富士見2－14－23
TEL03-5214-7111　FAX03-5214-7384

4
周産母子管理システム
mother monitor system

一式 2011年8月 － 2011年6月 －
物品の

製造・販売

名古屋逓信病院
名古屋市東区泉2-2-5
TEL052-932-7151　FAX052-932-2418

5
白内障手術関連機器
cataract Operational device

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

名古屋逓信病院
名古屋市東区泉2-2-5
TEL052-932-7151　FAX052-932-2418

6
CT64列撮影装置
coputed tomography system

一式 2011年8月 － 2011年6月 －
物品の

製造・販売

京都逓信病院
京都市中中京区六角通新町西入西六角長109
TEL075-241-7167　FAX075-252-2542

7
電子内視鏡システム
Electronic lang-en-short| Endoscope system

一式 2011年8月 － 2011年6月 －
物品の

製造・販売

広島逓信病院
広島市中区東白島町19-16
TEL082-224-5350　FAX082-223-5083

8
Ｘ線撮影装置
 X‐ray Photograph system

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

横浜逓信病院
横浜市神奈川区西神奈川1-13-10
TEL045-321-4782　FAX045-316-1872

9
Ｘ線テレビ装置
 X‐ray  Photograph television system

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

名古屋逓信病院
名古屋市東区泉2-2-5
TEL052-932-7151　FAX052-932-2418

10
放射線情報機器
Radiational Information device

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

東京逓信病院　
東京都千代田区富士見2－14－23
TEL03-5214-7111　FAX03-5214-7384

11
電動ベッド
medical motor bed

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

東京逓信病院　
東京都千代田区富士見2－14－23
TEL03-5214-7111　FAX03-5214-7384

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

12
注射薬自動払出システム
Injection drug Disbursement system

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

東京逓信病院　
東京都千代田区富士見2－14－23
TEL03-5214-7111　FAX03-5214-7384

13
胸部レントゲン
X‐ray Photograph system

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

東京逓信病院　
東京都千代田区富士見2－14－23
TEL03-5214-7111　FAX03-5214-7384

14
デジタルＸ線TVシステム
Digital X‐ray Photograph television system

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

富山逓信病院
富山市鹿島町2-2-29
TEL076-421-7801　FAX076-421-3515

15
デジタルマンモシステム
Digital mammography system

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

富山逓信病院
富山市鹿島町2-2-29
TEL076-421-7801　FAX076-421-3515

16
デジタル式Ｘ線テレビ装置
Digital X‐ray Photograph television system

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

名古屋逓信病院
名古屋市東区泉2-2-5
TEL052-932-7151　FAX052-932-2418

17
心臓超音波診断装置
Ultrasonography system 一式 2011年7月 － － －

物品の
製造・販売

名古屋逓信病院
名古屋市東区泉2-2-5
TEL052-932-7151　FAX052-932-2418

18
骨密度撮影装置
Bone density system

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

福岡逓信病院
福岡市中央区薬院2-6-11
TEL092-741-3315　FAX092-781-2568

19
内視鏡システム
lang-en-short| Endoscope system

一式 2011年8月 － 2011年6月 －
物品の

製造・販売

東京逓信病院　
東京都千代田区富士見2－14－23
TEL03-5214-7111　FAX03-5214-7384

20
放射線画像管理システム
Radiation system

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

東京逓信病院　
東京都千代田区富士見2－14－23
TEL03-5214-7111　FAX03-5214-7384

21
薬剤関係システム
medicai system

一式 2011年8月 － 2011年6月 －
物品の

製造・販売

東京逓信病院　
東京都千代田区富士見2－14－23
TEL03-5214-7111　FAX03-5214-7384

22
電子内視鏡システム
Electronic lang-en-short| Endoscope system

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

富山逓信病院
富山市鹿島町2-2-29
TEL076-421-7801　FAX076-421-3515
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１．平成２３年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2011 is as follows
　（日本郵政／JAPAN POST）

入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2011
of documents specifications

平成２３年度政府調達セミナー（平成２３年４月２２日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2011 (April 22,2011)

23
心電図画像サーバシステム
Electrocardiogram Server system

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

名古屋逓信病院
名古屋市東区泉2-2-5
TEL052-932-7151　FAX052-932-2418

24
電子カルテシステム
Electronic clinical record system

一式 2011年9月 － 2011年7月 －
物品の

製造・販売

京都逓信病院
京都市中中京区六角通新町西入西六角長109
TEL075-241-7167　FAX075-252-2542

25
臨床統合型検査室リソースプランニングシステム
Clinical examination resource planning system

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

大阪北逓信病院
大阪市北区中崎1-1-6
TEL06-6361-8861　FAX06-6361-8324

26
電子カルテシステム
Electronic clinical record system

一式 2011年9月 － 2011年7月 －
物品の

製造・販売

鹿児島逓信病院
鹿児島市下伊敷1-12-1
TEL099-223-5932　FAX099-223-7898

27
電子内視鏡システム
Electronic lang-en-short| Endoscope system

一式 2011年7月 － － －
物品の

製造・販売

福岡逓信病院
福岡市中央区薬院2-6-11
TEL092-741-3315　FAX092-781-2563
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