
仕　様　書

件　　名

　見積合せ執行日： 平成29年10月26日（木）　15：00

　データ受け渡し日： 平成29年10月26日（木）

○　入居者募集パンフレット

　企画・様式   データ作成：

サイズ等 Ａ４判冊子型 反射原稿

表面 4C
20ページ

表紙・1～18
ﾍﾟｰｼﾞ、表4）

紙質等

印刷枚数

特記事項

掲載内容

カラー点数

（総数） 76ページ （データ写真）

※ＣＤ－Ｒ渡しを希望する場合は、別途お申し出ください。

　納品に関すること

部数

ＵＲ名古屋営業センター 2,000部

2,000部

○共通 色校正時は、本紙校正を２部提出することとし、１部を当機構、１部を㈱電通名鉄コミュニケーションズ宛提出すること。

なお、色校正時に字句等の修正を行う場合があるので留意すること。

用紙やインキ等については、グリーン購入法に適合したものを使用すること。

○担当 　　　独立行政法人都市再生機構中部支社　住宅経営部営業推進課　稲田 TEL  052-968-3108

○版下制作担当　　株式会社電通名鉄コミュニケーションズ　古賀 TEL　052-459-0594

左側　無線綴じ

平成29年11月9日（木）
〒460-8484
名古屋市中区錦3-5-27錦中央ビル1F

合計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｈ２９総合パンフレット等印刷業務

2,000部

0

送付先 住所

制作環境／MacOS 10.10.2　　使用アプリケーション／indesign CS6（メイン）、illustrator CS6
使用フォント／和文（モリサワフォント）

2C
（スミ＋特色）

44ページ
（19ﾍﾟｰｼﾞ～
62ﾍﾟｰｼﾞ）

1C
12ページ

（63ﾍﾟｰｼﾞ～
74ﾍﾟｰｼﾞ）

0点

納品日時

グリーン購入法に適合したコート紙　73kg相当
※印刷物に使用する資材ランク（印刷物のリサイクル適
正）を冊子裏表紙に表示（印刷）します。

空家先着順受付賃貸住宅PR



仕　　様　　書

　★印刷発注 平成29年10月26日(木) データ渡し　平成29年10月26日(火)

　★件名

　★企画・様式

印刷部数

特記事項

　★納品・届先
送付
部数

郵便番号 ＴＥＬ 営業時間 定休日

1 400 460-8484 052-968-3100 9:30～18:00 ―

合計 400

　★納期

　★その他

　★担当者　　　　　　　　独立行政法人都市再生機構中部支社  住宅経営部　営業推進課 　稲田　  052-968-3108

　★版下制作担当者　　株式会社シフト・コーポレーション　櫻井　052-413-7710

団地別パンフレット　鳴子　印刷業務

サイズ等 Ａ４両面　8ページ 400

色刷り
表紙・裏表紙・最終ページ(３ページ)
・・・４色
中ページ・・・１色（黒）

紙質等
再生マットコート紙(44.5kg)
グリーン購入法対応再生用紙使用のこと

製本等
中綴じ
二つ折り

マッキントッシュ
IllustratorCS3　及び　InDesignCS3

送付先 住　　所

ＵＲ名古屋営業センター 名古屋市中区錦3-5-27　錦中央ビル１階

納期は平成29年11月9日（木）までとする。
定休日を除く、営業時間内に納品すること。
UR名古屋営業センター納品分の内、各団地毎1部ずつまとめたものを60包み納品すること。
UR名古屋営業センター分に関しては、指示のある場所にそれぞれ納品すること。

簡易校正１回を行うため、UR名古屋営業センター宛各１部提出すること。なお、校正時に軽微な字句の修正を行う場合があるので留意すること。
用紙やインキ等については、グリーン購入法の品目「印刷」に記載された判断の基準に適合したものを使用すること。

データはイラストレータCS3を基に、インデザインCS3で加工しており、アウトライン処理は行っていない。
よって不具合が出る場合があるが、その際は文字に関しては貴社類似書体で代用すること。
また、その他の不具合については、その都度シフト・コーポレーションと話し合いの上対応すること。（原則アウトライン処理は行わない。）
表紙以外は貴社デジタルコンセ等で対応していただくこととなるが、色調はできる限り統一すること。



仕　　様　　書

　★印刷発注 平成29年10月26日(木) データ渡し　平成29年10月26日(火)

　★件名

　★企画・様式

印刷部数

特記事項

　★納品・届先
送付
部数

郵便番号 ＴＥＬ 営業時間 定休日

1 1,000 460-8484 052-968-3100 9:30～18:00 ―

合計 1,000

　★納期

　★その他

　★担当者　　　　　　　　独立行政法人都市再生機構中部支社  住宅経営部　営業推進課 　稲田　  052-968-3108

　★版下制作担当者　　株式会社シフト・コーポレーション　櫻井　052-413-7710

団地別パンフレット　尾西　印刷業務

サイズ等 Ａ４両面　8ページ 1,000

色刷り
表紙・裏表紙(２ページ)・・・４色
中ページ・・・１色（黒）

紙質等
再生マットコート紙(44.5kg)
グリーン購入法対応再生用紙使用のこと

製本等
中綴じ
二つ折り

マッキントッシュ
IllustratorCS3　及び　InDesignCS3

送付先 住　　所

ＵＲ名古屋営業センター 名古屋市中区錦3-5-27　錦中央ビル１階

データはイラストレータCS3を基に、インデザインCS3で加工しており、アウトライン処理は行っていない。
よって不具合が出る場合があるが、その際は文字に関しては貴社類似書体で代用すること。
また、その他の不具合については、その都度シフト・コーポレーションと話し合いの上対応すること。（原則アウトライン処理は行わない。）
表紙以外は貴社デジタルコンセ等で対応していただくこととなるが、色調はできる限り統一すること。

納期は平成29年11月9日（木）までとする。
定休日を除く、営業時間内に納品すること。
UR名古屋営業センター納品分の内、各団地毎1部ずつまとめたものを60包み納品すること。
UR名古屋営業センター分に関しては、指示のある場所にそれぞれ納品すること。

簡易校正１回を行うため、UR名古屋営業センター宛各１部提出すること。なお、校正時に軽微な字句の修正を行う場合があるので留意すること。
用紙やインキ等については、グリーン購入法の品目「印刷」に記載された判断の基準に適合したものを使用すること。



仕　　様　　書

　★印刷発注 平成29年10月26日(木) データ渡し　平成29年10月26日(火)

　★件名

　★企画・様式

印刷部数

特記事項

　★納品・届先
送付
部数

郵便番号 ＴＥＬ 営業時間 定休日

1 400 460-8484 052-968-3100 9:30～18:00 ―

合計 400

　★納期

　★その他

　★担当者　　　　　　　　独立行政法人都市再生機構中部支社  住宅経営部　営業推進課 　稲田　  052-968-3108

　★版下制作担当者　　株式会社シフト・コーポレーション　櫻井　052-413-7710

団地別パンフレット　アーバニア大幸南　印刷業務

サイズ等 Ａ４両面　4ページ 400

色刷り
表紙・裏表紙(２ページ)・・・４色
中ページ・・・１色（黒）

紙質等
再生マットコート紙(44.5kg)
グリーン購入法対応再生用紙使用のこと

製本等 二つ折り
マッキントッシュ
IllustratorCS3　及び　InDesignCS3

送付先 住　　所

ＵＲ名古屋営業センター 名古屋市中区錦3-5-27　錦中央ビル１階

データはイラストレータCS3を基に、インデザインCS3で加工しており、アウトライン処理は行っていない。
よって不具合が出る場合があるが、その際は文字に関しては貴社類似書体で代用すること。
また、その他の不具合については、その都度シフト・コーポレーションと話し合いの上対応すること。（原則アウトライン処理は行わない。）
表紙以外は貴社デジタルコンセ等で対応していただくこととなるが、色調はできる限り統一すること。

納期は平成29年11月9日（木）までとする。
定休日を除く、営業時間内に納品すること。
UR名古屋営業センター納品分の内、各団地毎1部ずつまとめたものを60包み納品すること。
UR名古屋営業センター分に関しては、指示のある場所にそれぞれ納品すること。

簡易校正１回を行うため、UR名古屋営業センター宛各１部提出すること。なお、校正時に軽微な字句の修正を行う場合があるので留意すること。
用紙やインキ等については、グリーン購入法の品目「印刷」に記載された判断の基準に適合したものを使用すること。



仕　　様　　書

　★印刷発注 平成29年10月26日(木) データ渡し　平成29年10月26日(火)

　★件名

　★企画・様式

印刷部数

特記事項

　★納品・届先
送付
部数

郵便番号 ＴＥＬ 営業時間 定休日

1 800 460-8484 052-968-3100 9:30～18:00 ―

合計 800

　★納期

　★その他

　★担当者　　　　　　　　独立行政法人都市再生機構中部支社  住宅経営部　営業推進課 　稲田　  052-968-3108

　★版下制作担当者　　株式会社シフト・コーポレーション　櫻井　052-413-7710

団地別パンフレット　コートタウン千代が丘東　印刷業務

サイズ等 Ａ４両面　6ページ 800

色刷り
表紙・裏表紙(２ページ)・・・４色
中ページ・・・１色（黒）

紙質等
再生マットコート紙(44.5kg)
グリーン購入法対応再生用紙使用のこと

製本等 巻三つ折り
マッキントッシュ
IllustratorCS3　及び　InDesignCS3

送付先 住　　所

ＵＲ名古屋営業センター 名古屋市中区錦3-5-27　錦中央ビル１階

データはイラストレータCS3を基に、インデザインCS3で加工しており、アウトライン処理は行っていない。
よって不具合が出る場合があるが、その際は文字に関しては貴社類似書体で代用すること。
また、その他の不具合については、その都度シフト・コーポレーションと話し合いの上対応すること。（原則アウトライン処理は行わない。）
表紙以外は貴社デジタルコンセ等で対応していただくこととなるが、色調はできる限り統一すること。

納期は平成29年11月9日（木）までとする。
定休日を除く、営業時間内に納品すること。
UR名古屋営業センター納品分の内、各団地毎1部ずつまとめたものを60包み納品すること。
UR名古屋営業センター分に関しては、指示のある場所にそれぞれ納品すること。

簡易校正１回を行うため、UR名古屋営業センター宛各１部提出すること。なお、校正時に軽微な字句の修正を行う場合があるので留意すること。
用紙やインキ等については、グリーン購入法の品目「印刷」に記載された判断の基準に適合したものを使用すること。


