
平成３０年４月分

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式 しゅん工又 施行又は 相手方住所氏名 備考

は納入期限 納入場所
（円）

2018/4/1 29,999,994 随契 2020/3/31 日本貿易保険 東京都中央区勝どき1-13-1ｲﾇｲﾋﾞﾙ・ｶﾁﾄﾞｷ 「企画競争」2年契約
本店 一般財団法人　日本エネルギー経済研究所

2018/4/1 32,774,933 随契 2021/3/31 日本貿易保険 東京都港区北青山1-2-7　コウヅキキャピタルイースト3階 「企画競争」3年契約
本店 Bureau van Dijk ELEctronicPublishing KK

2018/4/4 13,811,200 随契 2023/3/31 日本貿易保険 149 Fifth Avenue,15th Floor,New York,NY 10010 「企画競争」5年契約
本店 ユーラシア・グループ

2018/4/9 3,471,930 入札 2018/8/31 日本貿易保険 神奈川県横浜市都筑区中川中央1－21－16
本店 アンクベル・ジャパン株式会社

2018/4/9 9,180,000 随契 2019/3/31 日本貿易保険 港区南青山1-1-1新青山ビル西館８階
本店 三菱アセット・ブレインズ(株)

2018/4/26 2,299,017,276 随契 2025/1/31 日本貿易保険 東京都品川区大崎１－２－１ 原契約は一般競争入札
本店 株式会社日立システムズ

2018/4/27 26,827,200 入札 2019/3/31 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-1-2大手町タワー
本店 西村あさひ法律事務所

2018/4/27 22,161,600 入札 2019/3/31 日本貿易保険 東京都千代田区内幸町2－2－2富国生命ビル12階
本店 渥美坂井法律事務所弁護士法人

2,437,244,133

「貿易保険情報システム基盤提供サービス契約書」の一部を変更する
契約

海外プロジェクトファイナンス案件等の保険引受検討に係る法律コン
サルタント業務

海外プロジェクトファイナンス案件等の保険引受検討に係る法律コン
サルタント業務

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

２０１８年度及び２０１９年度の「石油・天然ガス産出国（中東・北アフリ
カ、ロシア・ＣＩＳ）のカントリーリスク調査」

カントリーリスクに係る包括的情報提供サービス

新興国市場及び資源保有国のカントリーリスクに係る情報提供サービ
ス

資金運用業務執行のためのコンサルタント業務に関する業務委託契
約

日本貿易保険2017年度報告書（和文・英文）制作等業務



平成３０年５月分

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式 しゅん工又 施行又は 相手方住所氏名 備考

は納入期限 納入場所
（円）

2018/5/7 109,351,911 随契 2020/3/31 日本貿易保険 東京都江東区新木場1-18-7 原契約は2014/10/1締結（入札）
本店 ＮＥＣソリューションイノベータ(株)

2018/5/8 176,040,000 随契 2018/6/30 日本貿易保険 東京都渋谷区恵比寿4-1-18恵比寿ネオナート８階 原契約は2017/1/31締結（企画競争）
本店 レッドハット(株)

2018/5/8 100,929,078 随契 2018/12/31 日本貿易保険 東京都世田谷区上北沢5-37-18 原契約は2017/6/16締結（随契）
本店 キーウェアソリューションズ（株）

2018/5/14 2,592,000 随契 2019/3/31 日本貿易保険 東京都中央区日本橋小網町9-9 2012年5月31日付契約の更新
本店 公益財団法人　国際金融情報センター

388,912,989

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

「貿易保険情報システム－会計システム」保守契約書の一部を変更す
る契約１１

「次期貿易保険システム業務設計支援２」の変更契約

「次期貿易保険システム業務設計支援３」の変更契約

国際金融情報センター(ＪＣＩＦ)オンラインサービス契約の更新



平成３０年６月分

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式 しゅん工又 施行又は 相手方住所氏名 備考

は納入期限 納入場所
（円）

2018/6/1 77,653,425 随契 2020/3/31 日本貿易保険 横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー19階 原契約は2017/6/16（競争入札）
本店 イー・アール・エム日本（株） 延長契約開始日は2018/7/1

2018/6/6 2,313,360 入札 2018/7/31 日本貿易保険 神奈川県鎌倉市大船2-19-28
本店 株式会社ケイテック

2018/6/20 91,241,478 随契 2018/12/31 日本貿易保険 東京都世田谷区上北沢5-37-18 原契約は2017/6/16締結（随契）
本店 キーウェアソリューションズ（株）

2018/6/28 194,616,000 随契 2018/8/31 日本貿易保険 東京都渋谷区恵比寿4-1-18恵比寿ネオナート８階 原契約は2017/1/31締結（企画競争）
本店 レッドハット(株)

365,824,263

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

環境社会配慮確認に係る支援等業務に係る委託変更契約証書

「次期貿易保険システム業務設計支援２」の変更契約

「次期貿易保険システム業務設計支援３」の変更契約

日本貿易保険の情報システムに対するセキュリティ対策状況調査



平成３０年７月分

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式 しゅん工又 施行又は 相手方住所氏名 備考

は納入期限 納入場所
（円）

2018/7/1 9,273,582 随契 2019/3/31 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング
本店 PWCあらた有限責任監査法人

2018/7/23 1,529,280 入札 2020/4/30 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-3-1
本店 株式会社東京商工リサーチ

2018/7/23 14,990,400 入札 2020/4/30 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビル7階
本店 エクスペリアンジャパン株式会社

2018/7/23 48,304,836 入札 2020/4/30 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-3-1
本店 株式会社東京商工リサーチ

2018/7/23 36,041,576 入札 2020/4/30 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-3-1
本店 株式会社東京商工リサーチ

2018/7/23 20,066,476 入札 2020/4/30 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-3-1
本店 株式会社東京商工リサーチ

2018/7/27 1,242,000 随契 2018/9/28 日本貿易保険 東京都江東区新木場1-18-7
本店 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

2018/7/30 2,829,600 随契 2019/9/30 日本貿易保険 東京都千代田区神田錦町2-7-5
本店 株式会社インソース

134,277,750

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

貿易保険の引受リスク量の再計算に係る契約

平成30年度・31年度海外商社に関する信用調査
(日本）

会計システム　外貨レート編集対応

人事サポートシステムLeafサービス

平成30年度・31年度海外商社に関する信用調査
(中国）

平成30年度・31年度海外商社に関する信用調査
(アジア（中国、日本除く）及び大洋州）

平成30年度・31年度海外商社に関する信用調査
(中東・ＣＩＳ・欧州・アフリカ）

平成30年度・31年度海外商社に関する信用調査
(北中南米）



平成３０年８月分

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式 しゅん工又 施行又は 相手方住所氏名 備考

は納入期限 納入場所
（円）

2018/8/1 21,600,000 随契 2019/3/31 日本貿易保険 東京都中央区明石町8-1聖路加タワー28階
本店 株式会社クレジット・プライシング・コーポレーション

2018/8/1 9,717,040 随契 2023/7/31 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-3-7
本店 日経メディアマーケティング株式会社

2018/8/9 13,151,080 随契 2018/9/30 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビル7階
本店 エクスペリアンジャパン株式会社

2018/8/14 6,375,740 随契 2018/9/30 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング
本店 PWCあらた有限責任監査法人

2018/8/29 11,997,406 入札 2020/12/31 日本貿易保険 東京都世田谷区玉川1-14-1楽天リムゾンハウス
本店 楽天インサイト株式会社

本店賃貸契約 2018/8/29 19,857,000 随契 － 日本貿易保険 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 変更契約
（敷金追加預託） 本店 住友不動産株式会社

29,425,673
（新賃料（税抜月額））

7,527,497
（新共益費（税抜月額））

119,651,436

2018～2020年度日本貿易保険に関するアンケート

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

短期与信審査業務における財務スコアリングモデル及び内部格付手
法の再構築支援業務

主要な開発途上国地域の政治、経済・産業に係る情報提供サービス

漫画形式パンフレット「保険事故発生から保険金請求までのお手続き」
の作成

貿易保険のリスク集中度分析の支援に係るアドバイザリー・サービス
契約



平成３０年９月分

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式 しゅん工又 施行又は 相手方住所氏名 備考

は納入期限 納入場所
（円）

2018/9/4 10,019,412 入札 2020/10/2 日本貿易保険 東京都新宿区新宿 2-4-3
本店 株式会社ソリトンシステムズ

2018/9/18 2,415,040,704 随契 2019/12/31 日本貿易保険 東京都日本橋箱崎町19-21 原契約は2017/6/26締結（企画競争）
本店 日本アイ・ビー・エム（株）

2018/9/21 3,915,864 入札 2021/9/28 日本貿易保険 東京都千代田区神田練塀町3番地 売買契約：3,136,320円
本店 アセンテック株式会社 保守契約：779,544円

2,428,975,980

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

DDoS攻撃対策サービス

在宅勤務用シンクライアント端末

「第Ⅳ期貿易保険情報システム「保険業務システム」保守・運用業務」
変更契約３



平成３０年１０月分

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式 しゅん工又 施行又は 相手方住所氏名 備考

は納入期限 納入場所
（円）

2018/10/2 20,494,075 入札 2021/9/28 日本貿易保険 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号小田急第一生命ビル16階
本店 一般財団法人日本国際協力センター

2018/10/5 2,221,387 入札 2018/10/4 日本貿易保険 東京都新宿区内藤町87大木戸庁舎6F
本店 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス

2018/10/9 7,020,000 随契 2018/11/25 日本貿易保険 東京都新宿区西新宿2-4-1
本店 住友不動産株式会社

2018/10/22 4,968,000 随契 2018/11/17 日本貿易保険 東京都新宿区西新宿2-4-1
本店 住友不動産株式会社

2018/10/24 1,748,520 随契 2019/3/31 日本貿易保険 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
本店 株式会社マイナビ

2018/10/26 7,508,484 入札 2018/11/18 日本貿易保険 東京都新宿区西新宿2-4-1
本店 住友不動産株式会社

43,960,466

株式会社日本貿易保険本店4会執務室用新規什器の調達

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

2018～2020年度アジアECA等向け貿易保険研修運営等支援業務

株式会社日本貿易保険本店給茶機の賃貸借及び保守・メンテナンス
業務

本店4階増床エリア工事

4階電話機増設及び設備工事

新卒採用ビデオ制作（部分修整）の申込み



平成３０年１１月分

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式 しゅん工又 施行又は 相手方住所氏名 備考

は納入期限 納入場所
（円）

0

契　　　約　　　一　　　覧　　　表



平成３０年１２月分

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式 しゅん工又 施行又は 相手方住所氏名 備考

は納入期限 納入場所
（円）

2018/12/3 33,667,650 随契 2019/12/31 日本貿易保険 東京都千代田区外神田4-14-1 延長契約開始日は2019/1/1
本店 イー・アンド・イー　ソリューションズ株式会社 原契約は2017/12/15（入札）

2018/12/11 4,151,220 随契 2023/1/31 日本貿易保険 東京都千代田区飯田橋3-10-10ガーデンエアタワー
本店 ＫＤＤＩ株式会社

2018/12/11 14,580,000 随契 2019/7/31 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング 「企画競争」
本店 PWCあらた有限責任監査法人

2018/12/14 9,666,000 随契 2019/2/28 日本貿易保険 東京都世田谷区上北沢5-37-18 「企画競争」
本店 キーウェアソリューションズ（株）

2018/12/26 23,900.00GBP 随契 2019/3/31 日本貿易保険 1F, 27-29, Cursitor St., London, EC4A 1LT, UK 契約開始日は2019/1/1
本店 ベルンユニオン（Berne Union International Union of Credit & Investment Insurers)

合計は円額のみ 62,064,870

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

環境社会配慮確認に係る支援等業務に係る委託変更契約

「国際IP-VPNサービス利用契約」及び「ＫＤＤＩソリューションサービス」

次期貿易保険システム開発の入札等に係る第三者評価業務委託

貿易保険システム要件定義支援作業

2019年Berne Union(BU)年会費



平成３１年１月分

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式 しゅん工又 施行又は 相手方住所氏名 備考

は納入期限 納入場所
（円）

2019/1/7 68,480.00SGD 随契 2019/1/31 日本貿易保険 16 RAFFLES QUAY #14-02 HONG LEONG BUILDEING SINGAPORE 048581
シンガポール支店 OKAMURA INTERNATIONAL( SINGAPORE) PTE LTD

2019/1/21 14,396,400 随契 2019/3/31 日本貿易保険 東京都日本橋箱崎町19-21 「企画競争」
本店 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

2019/1/21 12,960,000 随契 2019/3/31 日本貿易保険 東京都日本橋箱崎町19-21 「企画競争」
本店 日本アイ・ビー・エム株式会社

本店賃貸借契約改定覚書 2019/1/24 6,569,454 随契 - 日本貿易保険 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 賃料改訂
（敷金追加預託） 本店 住友不動産株式会社 2019年2月1日～

30,520,582
（新賃料（税抜月額））

7,527,497
（新共益費（税抜月額））

2019/1/28 66,069.44SGD 随契 2020/5/31 日本貿易保険 16 RAFFLES QUAY #25-00 HONG LEONG BUILDEING SINGAPORE 048581
シンガポール支店 HonLeong Holdings Limited

合計は円額のみ（賃貸契約を除く） 27,356,400

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

シンガポール支店事務所内装工事

次期貿易保険システム業務システム開発に係る分析・評価

次期貿易保険システム業務システム開発に係る分析・評価

シンガポール支店事務所賃貸契約



平成３１年２月分

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式 しゅん工又 施行又は 相手方住所氏名 備考

は納入期限 納入場所
（円）

2019/2/4 751,462,086 随契 2019/3/31 日本貿易保険 東京都世田谷区上北沢5-37-18 原契約は2015/5/22締結（企画競争）
本店 キーウェアソリューションズ株式会社 公募を実施し応募者なしのため随契

2019/2/4 192,894,126 随契 2020/12/31 日本貿易保険 東京都世田谷区上北沢5-37-18 原契約は2015/5/22締結（企画競争）
本店 キーウェアソリューションズ株式会社 公募を実施し応募者なしのため随契

2019/2/4 213,218,610 随契 2021/1/31 日本貿易保険 東京都世田谷区上北沢5-37-18 原契約は2015/5/22締結（企画競争）
本店 キーウェアソリューションズ株式会社 公募を実施し応募者なしのため随契

2019/2/13 15,184,260 随契 2019/8/30 日本貿易保険 55 Water Street New York, NY 10041 2011年8月入札により契約締結
本店 S&P Global Market Intelligence LLC

2019/2/26 11,599,200 随契 2019/5/31 日本貿易保険 東京都世田谷区上北沢5-37-18 「企画競争」
本店 キーウェアソリューションズ株式会社

2019/2/18 45,395.05GBP 随契 2024/2/29 日本貿易保険 Windsor Court,East Grinstead,RH19 1XA,United Kingdom. 契約開始日は2019/3/1
本店 Accity,Reed Business Information 5年契約

2019/2/18 47,497.30SGD 随契 2022/2/28 日本貿易保険 Nexus @ one north 1 Fusionopolis Link, #04-01 Singapore 138542
シンガポール支店 Fujitsu Asia Pte Ltd

合計は円額のみ 1,184,358,282

シンガポール支店ネットワーク機器及び機器等保守

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

情報システム基盤更改に係る調達（PC-LANシステム基盤更改）機器
等売買変更契約２

債務者中長期信用格付けモデルの購入契約書及び覚書の締結につ
いて

情報システム基盤更改に係る調達（PC-LANシステム基盤更改）機器
等保守変更契約５

情報システム基盤更改に係る調達-PC-LANシステム基盤更改（ネット
ワークサービス及びデータセンターサービス）変更契約２

貿易保険システム　業務整理・設計支援作業

Accuity社提供のBankersAlmanac.comにかかる契約締結(継続)



平成３１年３月分

件名又は品目 契約年月日 契約金額 契約方式 しゅん工又 施行又は 相手方住所氏名 備考

は納入期限 納入場所
（円）

2019/3/4 36,720,000 入札 2019/7/31 日本貿易保険 東京都千代田区丸の内1-4-1丸の内永楽ビルディング
本店 アビームコンサルティング株式会社

2019/3/4 58,320,000 入札 2019/7/31 日本貿易保険 東京都千代田区丸の内1-4-1丸の内永楽ビルディング
本店 アビームコンサルティング株式会社

2019/3/12 1,171,000 随契 2020/4/1 日本貿易保険 新宿区西新宿1-26-1損保ジャパン日本興亜本社ビル 契約期間：2019/4/1～2020/4/1
本店 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

2019/3/15 2,535,140,484 随契 2019/12/31 日本貿易保険 東京都日本橋箱崎町19-21 原契約は2017/6/26締結（企画競争）
本店 日本アイ・ビー・エム株式会社

2019/3/18 2,757,150 入札 2020/3/31 日本貿易保険 東京都千代田区丸の内1-2-1 契約期間：2019/4/1～2020/3/31
本店 東京海上日動火災保険株式会社

2019/3/18 8,422,596 随契 2019/6/7 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング
本店 PWCあらた有限責任監査法人

2019/3/19 26,827,200 入札 2020/3/31 日本貿易保険 東京都千代田区内幸町2－2－2富国生命ビル5階 契約期間：2019/4/1～2020/3/31
本店 シャーマンアンドスターリング外国法事務弁護士事務所

2019/3/19 25,660,800 入札 2020/3/31 日本貿易保険 東京都千代田区霞が関1－4－2大同霞が関ビル15階 契約期間：2019/4/1～2020/3/31
本店 ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業

2019/3/19 22,161,600 入札 2020/3/31 日本貿易保険 東京都千代田区内幸町2－2－2富国生命ビル 契約期間：2019/4/1～2020/3/31
本店 渥美坂井法律事務所弁護士法人

2019/3/19 31,492,800 入札 2020/3/31 日本貿易保険 東京都千代田区丸の内1-6-5丸の内北口ビルディング12階 契約期間：2019/4/1～2020/3/31
本店 メイヤー・ブラウン外国法事務弁護士事務所

2019/3/19 21,578,400 入札 2020/3/31 日本貿易保険 東京都港区虎ノ門4－3－1城山トラストタワー30階 契約期間：2019/4/1～2020/3/31
本店 アシャースト法律事務所・外国法共同事業

2019/3/19 20,412,000 入札 2020/3/31 日本貿易保険 東京都千代田区丸の内2-1-1明治安田生命ビル10階 契約期間：2019/4/1～2020/3/31
本店 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ

2019/3/25 15,520GBP 随契 2020/3/31 日本貿易保険 8 Bouverie St., London EC4Y 8AX, UK 契約期間：2019/4/1～2020/3/31
本店 ユーロマネートレーディングリミテッド

2019/3/27 2,535,140,484 随契 2019/12/31 日本貿易保険 東京都日本橋箱崎町19-21 原契約は2017/6/26締結（企画競争）
本店 日本アイ・ビー・エム株式会社

2019/3/29 112,857,483 随契 2020/3/31 日本貿易保険 東京都江東区新木場1-18-7 原契約は2014/10/1締結（入札）
本店 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

2019/3/31 21,600,000 随契 2019/7/31 日本貿易保険 東京都中央区明石町8-1聖路加タワー28階 現契約は2018/8/1締結（企画競争）
本店 株式会社クレジット・プライシング・コーポレーション 契約期間変更（契約金額変更なし）

合計は円額のみ 5,460,261,997

海外プロジェクトファイナンス案件等の保険引受検討に係る法律コンサ
ルタント業務

海外プロジェクトファイナンス案件等の保険引受検討に係る法律コンサ
ルタント業務

海外プロジェクトファイナンス案件等の保険引受検討に係る法律コンサ
ルタント業務

海外プロジェクトファイナンス案件等の保険引受検討に係る法律コンサ
ルタント業務

短期与信審査業務における財務スコアリングモデル及び内部格付手法
の再構築支援業務

「第Ⅳ期貿易保険情報システム「保険業務システム」保守・運用業務」
変更契約５

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

海外プロジェクトファイナンス案件等の保険引受検討に係る法律コンサ
ルタント業務

海外プロジェクトファイナンス案件等の保険引受検討に係る法律コンサ
ルタント業務

航空会社データ整備ツール提供

「貿易保険情報システム－会計システム」保守契約書の一部を変更す
る契約１２

貿易保険のリスク量試算に係るアドバイザリー業務

次期貿易保険システム計画策定支援

次期貿易保険システム開発調達仕様書作成支援

2019年度「会社役員賠償責任保険(D&O保険)」

「第Ⅳ期貿易保険情報システム「保険業務システム」保守・運用業務」
変更契約４

「海外医療・旅行保険」
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