
第十号書式（第七十一条、第七十七条、第八十三条関係）

令和４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）

2022/4/1 14,499,530 随契 2024/3/31 日本貿易保険 東京都中央区勝どき一丁目13番1号　イヌイビル・カチドキ
本店 一般財団法人日本エネルギー経済研究所

2022/4/1 $315,179.40 随契 2025/3/31 日本貿易保険 東京都千代田区有楽町1-7-1　有楽町電気ビル北館15階
本店 レイデンリサーチ株式会社

2022/4/11 5,739,800 随契 2022/6/30 日本貿易保険 東京都千代田区大手町一丁目１番１号　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

2022/4/22 1,485,000 随契 2023/3/31 日本貿易保険 東京都港区南青山２丁目２７番８号
本店 FRAIM 株式会社

合計は円額のみ 21,724,330

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

2022年度及び2023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」に係る企画競争の実施

「カントリーリスクに係る包括的情報提供サービス」に係る契約の締結

2022年3月末基準貿易保険のリスク量検証に係るアドバイザリー業務

規程類改正作業のAI化を目的とするクラウドサービス「LAWGUE」の導
入



第十号書式（第七十一条、第七十七条、第八十三条関係）

令和４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）

2022/5/26 9,570,000 随契 2022/7/31 日本貿易保険 東京都江東区豊洲三丁目3番3号
本店 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

合計は円額のみ 9,570,000

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

「次期システム開発方針書等に係る第三者評価業務」契約



第十号書式（第七十一条、第七十七条、第八十三条関係）

令和４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

2022/6/20 5,136,000 随契 2024/6/19 日本貿易保険 731Lexington Ave
本店 Bloomberg L.P.

2022/6/22 714,053,619 随契 2026/1/31 日本貿易保険 東京都江東区豊洲三丁目3番3号
本店 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

2022/6/28 69,353,900 随契 2025/6/30 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
本店 ビューロー・ヴァン・ダイク・エレクトロニック・パブリッシング株式会社

合計は円額のみ 788,543,519

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

Bloomberg社のブルームバーグ端末の契約更新

PC-LAN「サービス変更契約書4」に関する契約締結

データベースサービス「Orbis」に係る契約締結（継続）



第十号書式（第七十一条、第七十七条、第八十三条関係）

令和４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）

2022/7/21 29,766,000 入札 2023/7/31 日本貿易保険 東京都港区海岸1 丁目2 番20 号
本店 株式会社システナ

2022/7/26 7,326,000 入札 2023/6/16 日本貿易保険 東京都中央区日本橋浜町２丁目１２番４号
本店 トヨタモビリティサービス株式会社

2022/7/1 64,947,300 随契 2024/6/28 日本貿易保険 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号　東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー

本店 EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

2022/7/1 $213,895 随契 2025/6/30 日本貿易保険 東京都千代田区麹町4-8　麹町クリスタルシティ東館3F
本店 Fitch Ratings Japan Limited

2022/7/7 15,664,927 随契 2023/7/8 日本貿易保険 55 Water Street New York, NY 10041 　
本店 S&P Global Market Intelligence LLC

2022/7/9 35,472,748 随契 2025/7/8 日本貿易保険 55 Water Street New York, NY 10041
本店 S&P Global Market Intelligence LLC

2022/7/15 5,720,000 随契 2022/10/31 日本貿易保険 東京都千代田区大手町一丁目１番１号　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

合計は円額のみ 158,896,975

S&P（S&P Global Market Intelligence LLC)とのRatingsDirectサービス
契約締結（継続）

貿易保険のリスク量試算ツール高度化に係るアドバイザリー業務

債務者中長期信用格付モデルの購入契約書（案1）及び特約（案2）の
締結

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

「業務自動化（RPA・VBA）に係る支援業務」の再度公告入札

社用車の調達（リース）に係る一般競争入札の実施

「内部監査部門にかかる業務支援作業」に関する企画競争

Fitch（Fitch Solutions Ltd.）とのレーティングサービス契約締結（継続）



第十号書式（第七十一条、第七十七条、第八十三条関係）

令和４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）

2022/8/24 5,252,236 入札 2027/9/30 日本貿易保険 東京都品川区西五反田７－２１－１１第２TOC ビル
本店 アライドテレシス株式会社

2022/8/29 493,240 入札 2023/6/30 日本貿易保険 東京都千代田区大手町１丁目３番１号
本店 株式会社東京商工リサーチ

2022/8/29 7,718,414 入札 2023/6/30 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-1-1
本店 エクスペリアンジャパン株式会社

2022/8/29 35,384,987 入札 2023/6/30 日本貿易保険 東京都千代田区大手町１丁目３番１号
本店 株式会社東京商工リサーチ

2022/8/29 16,430,624 入札 2023/6/30 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-1-1
本店 エクスペリアンジャパン株式会社

2022/8/29 9,231,156 入札 2023/6/30 日本貿易保険 東京都千代田区大手町1-1-1
本店 エクスペリアンジャパン株式会社

2022/8/2 $8,735.00 USD 随契 2022/8/5 日本貿易保険 225 Broadway, Suite 3005 New York, NY 10007
本店 RBL Partners PLLC

2022/8/8 1,336,500 随契 2024/3/31 日本貿易保険 東京都中央区京橋3-7-1
本店 株式会社マイナビ

2022/8/9 1,243,000 随契 2022/9/30 日本貿易保険 東京都港区新橋5-12-9 ABCビル4F-A
本店 有限会社ビディア

2022/8/10 $14,614.00 SGD 随契 2024/7/31 日本貿易保険 16 Raffles Quay #38-06 Hong Leong Building Singapore 048581
本店 Kawatec Pte Ltd

2022/8/17 42,498,500 随契 2022/7/31 日本貿易保険 東京都千代田区飯田橋2-18-4
本店 株式会社大塚商会

2022/8/26 60,984,000 随契 2022/12/31 日本貿易保険 東京都日本橋箱崎町19-21
本店 日本アイ・ビー・エム株式会社

合計は円額のみ 180,572,657

2022年度　海外商社に関する信用調査(中国）

2022年度　海外商社に関する信用調査（日本）

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

「認証サーバーの更改に係る調達」一式に係る一般競争入札の実施

現行システム改善のための施策

シンクライアント端末の更改に係る調達　機器売買契約書の変更契約

NEXIシンガポール支店端末、ネットワーク機器等保守に関する契約

「貿易保険（事故手続き）」マンガ形式パンフレット改訂等業務

株式会社マイナビ　採用管理システム「アクセスオンライン」の利用申
込

米国ビザ申請代行業務費

2022年度　海外商社に関する信用調査(北中南米）

2022年度　海外商社に関する信用調査(中東・ＣＩＳ・欧州・アフリカ）

2022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）



第十号書式（第七十一条、第七十七条、第八十三条関係）

令和４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）

2022/9/2 9,820,800 随契 2024/10/2 日本貿易保険 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
本店 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

2022/9/12 2,400,610 随契 2023/3/31 日本貿易保険 東京都新宿区西新宿一丁目24番１号
本店 ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社

2022/9/26 63,492,000 随契 2023/9/30 日本貿易保険 新潟県新潟市中央区万代三丁目１番１号新潟日報メディアシップ１１階
本店 東京アプリケーションシステム（株）

2022/9/26 52,230,684 随契 2025/9/30 日本貿易保険 東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー20 階
本店 ムーディーズ・アナリティックス・ジャ パン株式会社

2022/9/29 1,099,032,000 随契 2023/9/30 日本貿易保険 東京都日本橋箱崎町19-21
本店 日本アイ・ビー・エム株式会社

2022/9/30 39,864,000 随契 2023/9/30 日本貿易保険 東京都日本橋箱崎町19-21
本店 日本アイ・ビー・エム株式会社

合計は円額のみ 1,266,840,094

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

DDoS攻撃対策サービス利用契約書の締結

「業務継続計画（大規模地震災害）策定支援業務」の契約

「情報高度利用システム（DynaTrek） の運用支援契約」の随意契約

ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン社とのレーティングサービス契
約締結(継続)

「SP1 運用保守契約(2022 年10 月～2023 年9 月)」の締結

SP1業務整理及び設計支援契約



第十号書式（第七十一条、第七十七条、第八十三条関係）

令和４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）

2022/10/5 1,303,830 随契 2023/3/31 日本貿易保険 東京都港区東新橋1丁目9番１号
本店 ソフトバンク株式会社

合計は円額のみ 1,303,830

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

iPhone内線化対応の契約延長（2022年11月～2023年3月）



第十号書式（第七十一条、第七十七条、第八十三条関係）

令和４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）

2022/11/30 10,823,010 入札 2025/8/31 日本貿易保険 神奈川県横浜市中区山下町７４－１大和地所ビル４F
本店 アンクベル・ジャパン株式会社

2022/11/29 9,648.22SGD 随契 2023/3/4 日本貿易保険 15 Queen Street,#01-01 Tan Chong Tower Singapore 188537
本店 Wilby Estate International Pte Ltd

合計は円額のみ 10,823,010

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

日本貿易保険年度報告書（2022年度～2024年度）制作等業務

シンガポール支店海外事務所研修における滞在費用



第十号書式（第七十一条、第七十七条、第八十三条関係）

契　　　約　　　一　　　覧　　　表

テキスト201令和4年12月分

件名又は品目 契約年月日 契約金額 竣工又は納入
期限

相手方住所氏名契約方式 施行又は納入
場所

備考

環境社会配慮確認に係る支援等業務に関する契約 2022/12/23 28,600,000 2023/12/31 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
	横浜ランドマークタワー１９階
イー・アール・エム日本株式会社

入札 日本貿易保険
本店

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 2022/12/09 2,640,000 2024/03/31 東京都中央区日本橋小網町9‐9
公益財団法人国際金融情報センター

随契 日本貿易保険
本店

「株式会社日本貿易保険ホームページコンテンツ作成更新等業務請負
契約書」の一部を変更する契約

2022/12/13 8,215,900 2023/03/31 東京都渋谷区桜丘町21-12
株式会社トラックス

随契 日本貿易保険
本店

「第Ⅳ期貿易保険情報システムにおける基本設計書作成業務及びソフ
トウェア開発業務の委託に関する個別契約書（企業総合保険のWeb申
込手続きの機能向上）」の契約

2022/12/28 449,023,905 2024/04/30 東京都日本橋箱崎町19-21
日本アイ・ビー・エム株式会社

随契 日本貿易保険
本店

488,479,805合計は円額のみ


