
件  名：かんぽ会計システムの基盤移行支援の委託ほか 111件 
調達機関：かんぽシステムソリューションズ株式会社 

 

                       
随意契約に関する公示 
 次のとおり随意契約について公示します。 
令和 2年 2月 21日 
契約責任者 
かんぽシステムソリューションズ株式会社 
代表取締役社長 柴﨑 正人 
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13 
 
○第 1号（No1） 
１ 調達内容  

(1)品目分類番号 71、27 
(2)随意契約に関する事項 かんぽ会計システムの基盤

移行支援の委託 
２ 随意契約の予定日 令和 2年 3月 13日  

３ 随意契約によることとする「政府調達に関す 
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」 

４ 随意契約を予定している相手方の名称 
  第一生命情報システム株式会社 
５ 問い合わせ先 〒141-0001 東京都品川区北品川 5 丁
目 6番 1号 大崎ブライトタワー28階 
かんぽシステムソリューションズ株式会社 
経営管理統括部 電話 03-6631-0694 

６ Summary 
(1) Classification of the services to be  

procured:71、27 
(2) Nature and quantity of the services to be  required:       

Consignment of Infrastructure transition support 
of the accounting systems for Japan Post 
Insurance 

(3) Expected date of the contract award:13  March 
2020 

(4) Reasons for the use single tendering 
procedures as provided for in the Agreement  
on Government Procurement: 
 d "Interchangeability" 

(5) Contact point for the notice: 
Business Management Department , JAPAN POST 
INSURANCE SYSTEM SOLUTIONS Co.,Ltd. 
OSAKI BRIGHT TOWER 28F 
6-1 Kitashinagawa 5-chome Shinagawa-ku Tokyo 
141-0001 Japan. TEL 03-6631-0694 

 

  

○第 2号（No.2） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 共通基盤システムのシ

ステム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development of common 
infrastructure system                                                                                      

                                           

 

  
○第 3号（No.3） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 共通基盤システム等の

 



システム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日立製作所 
５ 第１号５と同じ 
６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development of common 
infrastructure system                                                                                      

                                           

 

  
○第 4号（No.4） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 マスタ連携（連携サー

バ）に係るシステム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日本ウィルテックソリューション 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development in the 
Master Replication System for the Coordination 
Server                                                                                      

                                           

 

  
○第 5号（No.5） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 連携サーバに係るシス

テム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development for the 
Coordination Server                                                                                      

                                           

 

  
○第 6号（No.6） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 オープン系業務共通シ

ステムのシステム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日本ウィルテックソリューション 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Program Development of Open Front System 
Common Functions                                                                                      

                                           

 

  
○第 7号（No.7） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 携帯端末管理システム

基盤のシステム開発作業の委託 

 



２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本電気株式会社 
５ 第１号５と同じ 
６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work of 
portable terminal management system 
infrastructure                                                                                      

                                           

 

  
○第 8号（No.8） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ電子帳票システ

ム基盤のシステム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development of the Kampo 
electronic reporting system infrastracture                                                                                      

                                           

 

  
○第 9号（No.9） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ電子帳票システ

ム基盤のシステム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development of the Kampo 
electronic reporting system infrastracture                                                                                      

                                           

 

  
○第 10号（No.10） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 お客さま相談支援シス

テム基盤のシステム開発作業の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本電気株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work of 
Kampo Call-center and Customer-relation-
management System infrastructure                                                                                      

                                           

 

  
○第 11号（No.11） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 管理制御ＡＰ（業務処理

系）に係るシステム開発の委託 

 



２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 
６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development in the 
Control Application for the Core System                                                                                      

                                           

 

  
○第 12号（No.12） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 マスタ連携 AP（管理制

御）に係るシステム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日本ウィルテックソリューション 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development in the 
Master Replication Application for the Core 
System                                                                                      

                                           

 

  
○第 13号（No.13） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系基盤に係るシス

テム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development for the Core 
System                                                                                      

                                           

 

  
○第 14号（No.14） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 共通基盤システムのシ

ステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of maintenance management work 
of common infrastructure system                                                                                      

                                           

 

  
○第 15号（No.15） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 重要システムの安定稼

働対応支援 
２から３ 第１号２から３と同じ 

 



４ 随意契約を予定している相手方の名称 
日本オラクル株式会社 

５ 第１号５と同じ 
６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Support for achieving stable operation of mission 
critical systems                                                                                      

                                           

 

  
○第 16号（No.16） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 運用・認証・ネットワー

ク基盤のシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日立製作所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of maintenance management work 
of the each base of operation, authentication, and 
a network                                                                                      

                                           

 

  
○第 17号（No.17） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 マスタ連携（連携サー

バ）に係るシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日本ウィルテックソリューション 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Management and maintenance in the Master 
Replication System for the Coordination Server                                                                                      

                                           

 

  
○第 18号（No.18） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 連携サーバに係るシス

テム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Management and maintenance for the 
Coordination Server                                                                                      

                                           

 

  
○第 19号（No.19） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基盤システムに係る業

務支援等の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

 



株式会社ＪＩＥＣ 
５ 第１号５と同じ 
６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of Working and support of the 
system base                                                                                      

                                           

 

  
○第 20号（No.20） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基盤システムに係る業

務支援等の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

ＰＣＩソリューションズ株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of Working and support of the 
system base                                                                                      

                                           

 

  
○第 21号（No.21） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基盤システムに係る業

務支援等の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日立製作所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of Working and support of the 
system base                                                                                      

                                           

 

  
○第 22号（No.22） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基盤システムに係る業

務支援等の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社システム情報 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of Working and support of the 
system base                                                                                      

                                           

 

  
○第 23号（No.23） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基盤システムに係る業

務支援等の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社エスシーシー 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of Working and support of the 
system base                                                                                      

                                           

 

  
○第 24号（No.24） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基盤システムに係る業

務支援等の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日本ウィルテックソリューション 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of Working and support of the 
system base                                                                                      

                                           

 

  
○第 25号（No.25） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基盤システムに係る業

務支援等の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of Working and support of the 
system base                                                                                      

                                           

 

  
○第 26号（No.26） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基盤システムに係る業

務支援等の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of Working and support of the 
system base                                                                                      

                                           

 

  
○第 27号（No.27） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 オープン系業務共通シ

ステムのシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日本ウィルテックソリューション 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of maintenance management work 
of Open Front System Common Functions                                                                                      

                                           

 

  
○第 28号（No.28） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 携帯端末管理システム

基盤のシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本電気株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of maintenance management work 
of portable terminal management system 
infrastructure                                                                                      

                                           

 

  
○第 29号（No.29） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ電子帳票システ

ム基盤のシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of maintenance management work 
of the Kampo electronic reporting system 
infrastracture                                                                                      

                                           

 

  
○第 30号（No.30） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ電子帳票システ

ム基盤のシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of maintenance management work 
of the Kampo electronic reporting system 
infrastracture                                                                                      

                                           

 

  
○第 31号（No.31） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 お客さま相談支援シス

テム基盤のシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本電気株式会社 

 



５ 第１号５と同じ 
６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of maintenance management work 
of Kampo Call-center and Customer-relation-
management System infrastructure                                                                                      

                                           

 

  
○第 32号（No.32） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 管理制御 AP（業務処理

系）に係るシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Management and maintenance in the Control 
Application for the Core System                                                                                      

                                           

 

  
○第 33号（No.33） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 マスタ連携 AP（管理制

御）に係るシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日本ウィルテックソリューション 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Management and maintenance in the Master 
Replication Application for the Core System                                                                                      

                                           

 

  
○第 34号（No.34） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系基盤に係るシス

テム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Management and maintenance for the Core 
System                                                                                      

                                           

 

  
○第 35号（No.35） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系基盤に係るシス

テム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社ソフトプレックス 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Management and maintenance for the Core 
System                                                                                      

                                           

 

  
○第 36号（No.36） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基盤システムに係る業

務支援等の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社エヌ・ジィー・エス 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of Working and support of the 
system base                                                                                      

                                           

 

  
○第 37号（No.37） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽＷＡＮセキュリ

ティ基盤システムのシステム維持保守作業の委
託 

２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

TISソリューションリンク株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of maintenance management work 
of KAMPO-WAN security infrastructure                                                                                      

                                           

 

  
○第 38号（No.38） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 新契約システムのシス

テム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

System development for insurance contract 
system                                                                                      

                                           

 

  
○第 39号（No.39） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 新契約システムのシス

テム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日本ウィルテックソリューション 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

System development for insurance contract 
system                                                                                      

                                           

 

  
○第 40号（No.40） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 新契約システムのシス

テム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Delegation of system maintenance for insurance 
contract system                                                                                      

                                           

 

  
○第 41号（No.41） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 新契約システムのシス

テム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日本ウィルテックソリューション 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Delegation of system maintenance for insurance 
contract system                                                                                      

                                           

 

  
○第 42号（No.42） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 携帯端末管理システム

のシステム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

System development for portable terminal 
management system                                                                                      

                                           

 

  
○第 43号（No.43） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 携帯端末管理システム

のシステム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

System development for portable terminal 
management system                                                                                      

                                           

 

  
○第 44号（No.44） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 携帯端末管理システム

のシステム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本電気株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

System development for portable terminal 
management system                                                                                      

                                           

 

  
○第 45号（No.45） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 携帯端末管理システム

のシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Delegation of system maintenance for portable 
terminal management system                                                                                      

                                           

 

  
○第 46号（No.46） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 携帯端末管理システム

のシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Delegation of system maintenance for portable 
terminal management system                                                                                      

                                           

 

  
○第 47号（No.47） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 携帯端末管理システム

のシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本電気株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Delegation of system maintenance for portable 
terminal management system                                                                                      

                                           

 

  
○第 48号（No.48） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 携帯端末管理システム

のシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日本ウィルテックソリューション 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Delegation of system maintenance for portable 
terminal management system                                                                                      

                                           

 

  
○第 49号（No.49） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 属性管理システムのシ

ステム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日本ウィルテックソリューション 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

System development for attribute management 
system                                                                                      

                                           

 

  
○第 50号（No.50） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 属性管理システムのシ

ステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日本ウィルテックソリューション 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Delegation of system maintenance for attribute 
management system                                                                                      

                                           

 

  
○第 51号（No.51） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 支払業務システムのシ

ステム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Software development for insurance payment 
back office system                                                                                      

                                           

 

  
○第 52号（No.52） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 支払業務システムのシ

ステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

System maintenance for insurance payment back 
office system                                                                                      

                                           

 

  
○第 53号（No.53） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 運用基盤、認証基盤、

NW基盤更改プロジェクトに係る試験、移行およ
び改修の支援作業等の委託 

２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Entrustment of support work of testing, 
migration, and renovation for Operating and 
Certification and Network Infrastructure for open 
platform                                                                                      

                                           

 

  
○第 54号（No.54） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 支払業務システムのシ

ステム開発作業支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本ＳＥ株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Software engineering service for Insurance 
payment back office system                                                                                      

                                           

 

  
○第 55号（No.55） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 支払業務システムのシ

ステム保守作業支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日本ウィルテックソリューション 

 



５ 第１号５と同じ 
６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Software maintenance for Insurance payment 
back office system                                                                                      

                                           

 

  
○第 56号（No.56） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 端末系システムのシス

テム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本電気株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work support 
in the Terminal systems for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 57号（No.57） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 端末系システムのシス

テム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本電気株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance in the 
Terminal systems for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 58号（No.58） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 端末系システムのシス

テム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work support 
in the Terminal systems for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 59号（No.59） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 端末系システムのシス

テム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance in the 
Terminal systems for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 60号（No.60） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ Web オンライン

システムのシステム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社ジャステック 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work support 
in the Web Online systems for Japan Post 
Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 61号（No.61） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ Web オンライン

システムのシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社ジャステック 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance in the Web 
Online systems for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 62号（No.62） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ電子帳票システ

ムのシステム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本電気株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Trust of the system development support of the 
japan post insurance electronic form system                                                                                      

                                           

 

  
○第 63号（No.63） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ電子帳票システ

ムのシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本電気株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Trust of the system maintenance of the japan post 
insurance electronic form system                                                                                      

                                           

 

  
○第 64号（No.64） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ電子帳票システ

ムのシステム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社キューブシステム 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Trust of the system development support of the 
japan post insurance electronic form system                                                                                      

                                           

 

  
○第 65号（No.65） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ電子帳票システ

ムのシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社キューブシステム 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Trust of the system maintenance of the japan post 
insurance electronic form system                                                                                      

                                           

 

  
○第 66号（No.66） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ電子帳票システ

ムのシステム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Trust of the system development support of the 
japan post insurance electronic form system                                                                                      

                                           

 

  
○第 67号（No.67） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ電子帳票システ

ムのシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Trust of the system maintenance of the japan post 
insurance electronic form system                                                                                      

                                           

 

  
○第 68号（No.68） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 お客さま相談支援シス

テムのシステム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本電気株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Trust of the system development support of the 
japan post insurance call-center and customer-
relation-management system                                                                                      

                                           

 

  
○第 69号（No.69） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 お客さま相談支援シス

テムのシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本電気株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Trust of the system maintenance of the japan post 
insurance call-center and customer-relation-
management system                                                                                      

                                           

 

  
○第 70号（No.70） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ会計システムの

システム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

第一生命情報システム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance in the 
accounting systems for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 71号（No.71） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ会計システムの

システム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

第一生命情報システム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work support 
in the accounting systems for Japan Post 
Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 72号（No.72） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 顧客情報管理システム

のシステム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development in the 
Customer information management system                                                                                      

                                           

 

  
○第 73号（No.73） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 顧客情報管理システム

のシステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance in the 
Customer information management system                                                                                      

                                           

 

  
○第 74号（No.74） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽWANアプリおよ

び確定拠出年金管理システム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日立製作所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance in the 
application of administrative support and defined 
contribution pension                                                                                      

                                           

 

  
○第 75号（No.75） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽWANアプリおよ

び確定拠出年金管理システムの開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日立製作所 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development in the 
application of administrative support and defined 
contribution pension                                                                                      

                                           

 

  
○第 76号（No.76） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 作業実績工数取得・集計

ツールとNotes保守における作業の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社クルージス 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of Notes maintenance and system 
maintenance and operations support of the man-
hour recording tool                                                                                      

                                           

 

  
○第 77号（No.77） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 ドキュメント管理シス

テムにおける作業の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社クルージス 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of work in the document 
management system                                                                                      

                                           

 

  
○第 78号（No.78） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 サーバ及びネットワー

ク管理業務等の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

パーソルテクノロジースタッフ株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of server and network management 
of development environment in the Overall 
information systems for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 79号（No.79） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 業務処理系統合開発環

境に係る保守作業の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社 AIT 

 



５ 第１号５と同じ 
６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Management and Maintenance in Integrated 
Development Environments for the overall 
information systems                                                                                      

                                           

 

  
○第 80号（No.80） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム開発の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development in the 
enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 81号（No.81） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work support 
in the enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 82号（No.82） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance in the 
enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 83号（No.83） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work support 
in the enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 84号（No.84） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance in the 
enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 85号（No.85） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのプロ

ジェクト管理業務の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of  project management  in the 
enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 86号（No.86） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本電気株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work support 
in the enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 87号（No.87） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本電気株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance in the 
enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 88号（No.88） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社アテネコーポレーション 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work support 
in the enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 89号（No.89） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社アテネコーポレーション 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance in the 
enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 90号（No.90） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

ＴＤＣソフト株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work support 
in the enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 91号（No.91） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

ＴＤＣソフト株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance in the 
enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 92号（No.92） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本システムウエア株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work support 
in the enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 93号（No.93） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社エヌ・ジィー・エス 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work support 
in the enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 94号（No.94） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社エヌ・ジィー・エス 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance in the 
enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 95号（No.95） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社ＮＳＤ 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work support 
in the enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 96号（No.96） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社ＮＳＤ 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance in the 
enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 97号（No.97） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 基幹系システムのシス

テム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

アクセンチュア株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system development work support 
in the enterprise system for Japan Post Insurance                                                                                      

                                           

 

  
○第 98号（No.98） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 団体事務システムのシ

ステム開発支援の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

ノバシステム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of the application development work 
support of the collective insurance system                                                                                      

                                           

 

  
○第 99号（No.99） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 団体事務システムのシ

ステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

ノバシステム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance of the 
collective insurance system                                                                                      

                                           

 

  
○第 100号（No.100） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 団体事務システムのシ

ステム保守の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system maintenance of the 
collective insurance system                                                                                      

                                           

 

  
○第 101号（No.101） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 EUC システムの更改に

係る各種作業の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Various work related to EUC system renewal                                                                                      
                                           

 

  
○第 102号（No.102） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ総合情報システ

ム等に係るシステム運用業務の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日立社会情報サービス 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of system operations management 
for Kampo System                                                                                      

                                           

 

  
○第 103号（No.103） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 情報管理センターにお

けるかんぽ総合情報システム等の運用業務の委
託 

２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日立社会情報サービス 
５ 第１号５と同じ 

 



６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Commission such as operation of Center-System 
in IT Systems Management Center                                                                                      

                                           

 

  
○第 104号（No.104） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ総合情報システ

ム等に係るシステム運用業務の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社日本ウィルテックソリューション 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Outsourcing of Infrastructure and Application 
Management for Kampo comprehensive 
information system                                                                                      

                                           

 

  
○第 105号（No.105） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ総合情報システ

ム等に係るシステム運用業務の委託 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

ＴＩＳソリューションリンク株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Outsourcing of Infrastructure and Application 
Management for Kampo comprehensive 
information system                                                                                      

                                           

 

  
○第 106号（No.106） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ総合情報システ

ム等のプロジェクト管理業務の委託（２０２０年
度上期） 

２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本システムウエア株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Outsourcing of project management services such 
as Japan Post Information System etc (the first of 
fiscal year 2020)                                                                                      

                                           

 

  
○第 107号（No.107） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 開発維持機オペレーシ

ョン業務等の委託（２０２０年度上期） 
２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

 



 

株式会社日立社会情報サービス 
５ 第１号５と同じ 
６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Outsourcing such as development maintenance 
machine operation duties(the first of fiscal year 
2020)                                                                                      

                                           

 

  
○第 108号（No.108） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ総合情報システ

ム等のプロジェクト管理業務の委託（２０２０年
度上期） 

２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Outsourcing of project management services such 
as Japan Post Information System etc (the first of 
fiscal year 2020)                                                                                      

                                           

 

  
○第 109号（No.109） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽ総合情報システ

ム等のプロジェクト管理業務の委託（２０２０年
度上期） 

２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

株式会社野村総合研究所 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Outsourcing of project management services such 
as Japan Post Information System etc (the first of 
fiscal year 2020)                                                                                      

                                           

 

  
○第 110号（No.110） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 次期オープン系システ

ム構築プロジェクト等に係るプロジェクト管理
の委託（２０２０年度 上期） 

２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

アクセンチュア株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Entrustment of project management to open front 
system construction project etc(the first of fiscal 
year 2020)                                                                                      

                                           

 

○第 111号（No.111） 
１ 調達内容 

 



 

 
 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 デジタル共通システム

における保守作業支援の委託（２０２０年度上
期） 

２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
５ 第１号５と同じ 
６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Outsourcing of maintenance work support in 
digital common system (the first half of fiscal year 
2020)                                                                                      

                                           

 

○第 112号（No.112） 
１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 71、27  
(2) 随意契約に関する事項 かんぽＷＡＮセキュリ

ティ基盤システムに係るセキュリティ運用監視
業務等の委託 

２から３ 第１号２から３と同じ 
４ 随意契約を予定している相手方の名称 

ＴＩＳソリューションリンク株式会社 
５ 第１号５と同じ 

 

６ Summary 
(1),(3),(4) and (5) The same with the notice above (No.1) 
(2) Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment of security monitoring of KAMPO-
WAN security infrastructure                                                                                      

                                           

 


