
令和３年度第１四半期（令和３年４月～６月）

調達件名 契約締結日
契約相手方の商号

又は名称
契約種別

契約金額（税込み）
単位：円

年金請求書等の業務 令和3年4月1日 (株)マックスコム 一般競争契約 95,652,276

年金業務関係届書データ入力業務 令和3年4月1日
富士ソフトサービスビューロ
(株)

一般競争契約 45,160,827

令和3年度「退職年金分掛金の払込実績通知書」の作成及び発送準備
業務

令和3年4月1日 (株)ＴＬＰ 一般競争契約 6,566,120

自動車運行管理業務 令和3年4月1日 (株)セノン 一般競争契約 52,550,586

事務室等清掃業務 令和3年4月1日 (株)須田ビルメンテナンス 一般競争契約 4,092,000

広報紙「ＫＫＲ」の梱包・封入・発送 令和3年4月1日 (株)ロジ・レックス 一般競争契約 3,994,501

令和３年度　退職年金決定請求書等の封入封緘及び発送準備業務 令和3年4月1日 (福)東京コロニー 一般競争契約 1,028,720

年金額・支給額変更通知書の作成、年金支給額変更通知書の封入及
び発送準備作業

令和3年4月1日 光ビジネスフォーム(株) 一般競争契約 2,013,000

eラーニング教材研修に係る業務委託 令和3年4月1日 (株)インソース
随意契約

（企画競争）
17,754,000

年金支払通知書の作成、圧着及び発送 令和3年4月1日
(株)コーユービジネス 東京
支店

一般競争契約 3,828,000

経理システム移行用データ抽出作業 令和3年4月1日 (株)日立製作所 随意契約 11,781,000

令和２年度行政コスト計算財務書類作成支援（アドバイザリー）業務 令和3年4月1日
EY新日本有限責任監査法
人

随意契約
（企画競争）

11,440,000

年金積立金運用に係る基本ポートフォリオの検証等に関するコンサル
ティング業務の委託

令和3年4月1日
みずほ第一フィナンシャル
テクノロジー(株)

随意契約
（企画競争）

65,340,000

ネットワークシステム等運用管理支援業務の引継ぎ 令和3年4月1日 (株)日立製作所 随意契約 5,711,310

ＷＥＢからの振込データ収集機能支援業務 令和3年4月1日
(株)ウェブコミュニケーショ
ンズ

随意契約 1,053,360

連合会本部電子決裁システムの保守・運用支援業務 令和3年4月1日
エヌ・ティ・ティ・コムウェア
(株)

随意契約 13,882,880

例規集データベースシステムの提供及び運用・保守業務 令和3年4月1日 (株)クレステック 随意契約 6,864,000

ＫＫＲ子育て相談ダイヤルに係る業務 令和3年4月1日 (株)ライフケアパートナーズ 随意契約 10,956,000

セキュリティ対策等運用管理支援業務 令和3年4月1日 (株)ラック 随意契約 62,700,000

不正通信監視サービス 令和3年4月1日 (独)情報処理推進機構 随意契約 33,000,000

ＫＫＲポイントシステムの運用保守業務 令和3年4月1日
エヌ・ティ・ティ・コムウェア
(株)

随意契約 1,861,200

ソフトウェア資産管理システム保守運用に係る業務 令和3年4月1日 (株)インテック 随意契約 4,065,600

ネットワークシステム運用管理業務 令和3年4月1日 (株)ＤＴＳ
随意契約

（企画競争）
326,342,500

連合会ソフトウェア資産管理運用支援に係る契約の更新 令和3年4月1日 (株)インテック 随意契約 17,160,000

WEBによる退職所得申告システムの設計・開発等業務 令和3年4月1日
ビジネス・デザイン・コンサ
ルティング(株)

随意契約
（企画競争）

6,853,000

ネットワークＰＣ（年金系）の保守 令和3年4月1日 (株)文祥堂 随意契約 5,346,000

ＫＫＲ年金だよりの作成 令和3年4月1日 (株)アイネット 一般競争契約 13,042,491

広報紙「ＫＫＲ」の作成 令和3年4月1日 (株)アイネット 一般競争契約 11,653,257

年金受給者向けＫＫＲ宿泊施設ＰＲ用チラシの作成 令和3年4月1日 (株)アイネット 一般競争契約 25,585,131

複写機等用紙の購入 令和3年4月1日 ナカバヤシ(株) 東京本社 一般競争契約 4,973,479

プリンター用トナーカートリッジ等の購入 令和3年4月1日 (株)文祥堂 一般競争契約 20,507,740

ＮＩＰ白紙フォーム（15インチ×11インチ）の一括購入 令和3年4月1日 (株)西ノ宮 一般競争契約 3,191,496
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グループウェア（Lotus Notes/Domino）ソフトウェアライセンスの契約更
新

令和3年4月1日
東京コンピュータサービス
(株)

一般競争契約 2,969,010

マイクロソフト包括契約ライセンスの調達 令和3年4月1日 日本コムシス(株) 一般競争契約 857,210,112

連合会ソフトウェア等資産管理システムのライセンス契約の更新 令和3年4月1日 (株)インテック 一般競争契約 13,606,989

法規集等の追録 令和3年4月1日 (株)ぎょうせい 随意契約 2,284,161

共済新報（月刊）の年間購読 令和3年4月1日 （一社）共済組合連盟 随意契約 1,754,400

定期刊行物の年間購読（発行所分） 令和3年4月1日 (株)社会保険研究所　他 随意契約 4,286,804

日刊新聞の購読 令和3年4月1日
日本経済新聞朝日新聞飯
田橋専売所他

随意契約 3,209,412

財政再計算システムサーバ等の更新に係る賃貸借 令和3年4月1日 日立キャピタル(株) 一般競争契約 7,101,600

統合ファンド分析ツール「ＭＰＩ　Ｓｔｙｌｕｓ　Ｐｒｏ」の年間ライセンス 令和3年4月1日
エム・ピー・アイ・ジャパン
(株)

随意契約 1,760,000

MSCI外国株式インデックスの提供 令和3年4月1日 ＭＳＣＩ(同) 随意契約 3,945,836

金融関係支援情報機器「ブルームバーグ」の利用 令和3年4月1日
ブルームバーグ・エル・
ピー

随意契約 10,441,860

リスク管理システム「バーラワン」の利用 令和3年4月1日 ＭＳＣＩ(同) 随意契約 43,213,500

年金給付決議書等の保管業務 令和3年4月1日 寺田倉庫(株) 随意契約 100,709,026

統合金融情報サービスにおけるサーバ機器等のホスティングサービス
の利用(GX on T-MONOLIX サービス)

令和3年4月1日 (株)野村総合研究所 随意契約 5,676,000

NOMURA-BPI及びRussell/Nomura 日本株インデックス情報の年間利
用

令和3年4月1日 (株)野村総合研究所 随意契約 6,732,000

ブルームバーグ外国債券インデックスの利用 令和3年4月1日
ブルームバーグ・エル・
ピー

随意契約 5,830,004

金融情報サービス「クイック　Ａｓｔｒａ　Ｍａｎａｇｅｒ」の利用 令和3年4月1日 (株)QUICK 随意契約 5,016,000

宿泊施設に係る旅館賠償責任保険及び自動車管理者賠償責任保険 令和3年4月1日
東京海上日動火災保険
(株)

一般競争契約 2,489,260

ＫＫＲ年金だより№１３１等の発送に係る封入・発送代行作業 令和3年4月2日 (株)アテナ 一般競争契約 79,738,395

画像検索システムの収録されているデータの暗号化 令和3年4月5日 (株)ニチマイ 随意契約 1,237,500

在宅勤務環境の整備のための本部LANネットワーク繋ぎ込み作業に係
る業務委託

令和3年4月6日 (株)日立製作所 随意契約 4,844,400

KKRゲートウェイセンタシステム　ウェブサイト集約に係る脆弱性診断業
務に関する業務委託

令和3年4月6日
エヌ・ティ・ティ・コムウェア
(株)

随意契約 7,150,000

「令和3年度　年金制度改正に伴うシステム開発及び年金業務システム
の機能改善に係るシステム改修作業」の外部委託

令和3年4月22日 (株)日立製作所 随意契約 1,875,500,000

「令和3年度　マイナンバーシステムの機能改善に係る改修作業および
試験等への対応作業」の外部委託

令和3年4月23日 (株)日立製作所 随意契約 398,453,000

電話による年金相談業務 令和3年5月6日
富士ソフトサービスビューロ
(株)

随意契約
（企画競争）

404,408,002

KKRゲートウェイセンタシステムの最適化に係る調査業務に関する業務
委託

令和3年5月10日
アビームコンサルティング
(株)

随意契約
（企画競争）

40,480,000

ＫＫＲブライダルネットの機能追加等に係るシステム改修業務 令和3年5月10日 (株)IBJ 随意契約 1,650,000

組合員向けKKR宿泊施設のPR用チラシ及びポスターの作成 令和3年5月10日 三松堂印刷(株) 一般競争契約 2,487,980

事務用消耗品一括購入 令和3年5月18日 (株)オカモトヤ 一般競争契約 5,645,830

医学生向けオンライン連合会合同病院説明会の開催及び運営業務 令和3年5月20日
(株)メディカル・プリンシプ
ル社

随意契約
（事前確認公募）

3,999,050

KKRサービスガイド2021(携帯版)等の梱包・発送作業 令和3年5月21日 朝日梱包(株) 一般競争契約 1,646,656
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支給簿アーカイブフィルムの作成 令和3年5月21日 (株)ムサシ・エービーシー 一般競争契約 66,409,200

ＫＫＲ介護準備セミナーに係る委託業務 令和3年5月24日 ヒューマンライフケア(株)
随意契約

（企画競争）
3,828,000

情報セキュリティ対策に係る自己点検等実施に向けた支援業務委託 令和3年5月28日
アビームコンサルティング
(株)

随意契約
（企画競争）

15,975,063

e ラーニングによる情報セキュリティの自己点検に関する業務委託 令和3年5月28日 (株)インソース
随意契約

（企画競争）
19,140,000

年金積立金運用におけるマネージャー・エントリー制度支援業務 令和3年6月1日 マーサージャパン(株)
随意契約

（企画競争）
16,665,000

ＤＰＣデータ分析等事業の実行支援業務 令和3年6月8日
メディカル・データ・ビジョン
(株)

随意契約
（企画競争）

3,960,000

本部報告書システムの更新業務 令和3年6月8日
(株)ウェブコミュニケーショ
ンズ

随意契約
（事前確認公募）

6,600,000

本部報告書システムの機能追加 令和3年6月10日
(株)ウェブコミュニケーショ
ンズ

随意契約
（事前確認公募）

4,620,000

Microsoft３６５運用支援業務委託 令和3年6月11日 (株)大塚商会
随意契約

（企画競争）
25,905,000

第三次連合会中期計画実行支援（人材育成支援）に関する業務委託 令和3年6月14日 (株)日本経営
随意契約

（企画競争）
4,999,747

プリンターの購入 令和3年6月15日 (株)文祥堂 一般競争契約 4,966,720

第三次連合会中期計画実行支援（中期計画の実行支援等）に関する
業務委託

令和3年6月16日 アイテック(株)
随意契約

（企画競争）
30,000,000

第三次連合会中期計画実行支援（病院再編推進支援）に関する業務
委託

令和3年6月16日
デロイトトーマツコンサル
ティング(同)

随意契約
（企画競争）

15,950,000

第三次連合会中期計画実行支援（経営改善実施支援）に関する業務
委託

令和3年6月16日 (株)日本経営
随意契約

（企画競争）
20,874,865

第三次連合会中期計画実行支援（患者・職員意識調査支援）に関する
業務委託

令和3年6月16日 (株)日本経営
随意契約

（企画競争）
12,199,000

「厚生年金・退職等年金給付事務の手引（制度編）（請求手続編）令和３
年版」及び「知っておきたい厚生年金・退職等年金給付令和３年版」の
梱包・発送

令和3年6月21日 (株)リフコム 一般競争契約 1,156,500

九段合同庁舎１階、２階及び３階のレイアウト変更に伴う計画及びプロ
ジェクトマネジメント等

令和3年6月22日 (株)文祥堂
随意契約

（企画競争）
29,576,662

年金部内所掌業務見直しに伴うレイアウト変更(LAN配線分） 令和3年6月22日 (株)ＤＴＳ 随意契約 2,156,638

「知っておきたい厚生年金・退職等年金給付（令和３年版）」の作成 令和3年6月29日 三松堂印刷(株) 一般競争契約 4,307,380

問合わせ先
経理部契約課 電話：03-3222-1841（内線　143，144）


