
仕 様 書 
 

１  件名 

    平成３０年度蛍光管等の購入(名古屋住まいセンター) 

 

２  対象品目及び予定数量 

    別紙 1「対象品目一覧表」のとおり。 

    なお、予定数量は購入を確約した数量ではない。 

当該予定数量に満たないこととなった場合でも、製品の取引及び買取りは一切行わな 

い。 

また、追加発注の場合は、落札単価での発注とする。 

 

３ 仕様 

JIS・JEL・JIL規格品であること。グリーン購入法適合品があれば優先的に調達する

こと。 

 

４ 対象団地 

  別紙２「対象団地一覧表」のとおり 

 

５  発注手続 

  発注者から受注者に、注文書をファックス又はメール送付することにより行う。発注

時に、対象品目の詳細型番を指定する。 

  なお、発注者より注文書を受領した際は、受領書をファックス又はメール送付にて返

送すること。 

 

６ 配送頻度 

  原則、月に１度とする。 

  配送時期及び上記によらない状況が生じた際には事前に発注者と受注者にて協議して

定めることとする。 

 

７  納期 

    発注した商品については、発注者の指定する期日及び時間帯に納品すること。 

 

８  納品方法 

  （１）  納品は、発注者の指定する場所（上記４ 別紙２「対象団地一覧表」の納品場

所）へ直接行うこと。 

  （２）  納品する商品には、発注者名、商品名、数量を記入した納品書を添付すること。 

  （３）  納品する商品については、発注者の指示により仕分けし、個別に梱包すること。 



  （４）  配送に係る費用については、受注者が負担すること。 

  （５）  納品後、商品の不良又は品目若しくは数量の誤り等が明らかになった場合は、

速やかに且つ適切に対応すること。 

 

９  請求書等 

  （１）  請求書は、内訳と共に発注者に直接提出すること。 

 

10  保証 

（１）  納入後 1 年以内に発注者の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生

した場合は、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。 

（２）  構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、上記（１）に関わらず、

発注者と受有者にて協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。 

（３）  納入後１年以上経過した物品においても、受注者は故障した場合にはアフター

サービスの窓口として迅速に対応するものとする。 

 

11 その他 

   別紙１以外の対象品目の購入が発生した場合には、発注者と受注者にて協議の上、

別途金額等を定めることとする。 

 

 

以  上 

 

 



別紙１

品　目 品番 H30年度予定数量

管球 CDM-T35W/830 5
〃 CDM-T70W/830 10
〃 CDM-TP70W/830 10
〃 EFD10EL7E17H2 5
〃 EFD15EL 40
〃 EFD15EL10E17H2 5
〃 EFD15EL10H2 25
〃 FCL20EX 5
〃 FCL20W/18-B 5
〃 FCL30EL/28HF 5
〃 FCL30ENW/28HF 5
〃 FCL30EX 120
〃 FCL30W/28 5
〃 FCL40W/38-B 10
〃 FDL13EX-L 20
〃 FDL18EX-L 35
〃 FDL18EX-N 5
〃 FDL27EX-L 5
〃 FDL27EX-N 5
〃 FHC20 60
〃 FHF16EX-N-H 250
〃 FHF32EX-N-H 45
〃 FHP23EL 5
〃 FHP23EN 140
〃 FHP32EN 20
〃 FHT16EX-L 5
〃 FHT24EX-L 5
〃 FHT24EX-N 25
〃 FHT32EX-L 5
〃 FHT32EX-N 50
〃 FHT42EX-L 10
〃 FHT42EX-N 35
〃 FHT57EX-NIN 15
〃 FHT57EX-NH 5
〃 FL10W 900
〃 FL15W 5
〃 FL20SSW/18 900
〃 FL20SW 340
〃 FL40SSW/37 5
〃 FL6W 5
〃 FLR40SWMX 20

対象品目一覧表



品　目 品番 H30年度予定数量

対象品目一覧表

〃 FLR40SWMX36 80
〃 FML13EX-L 70
〃 FML18EX-L 15
〃 FML18EX-N 10
〃 FPL13EX-L 25
〃 FPL13EX-N 75
〃 FPL27EX-L 5
〃 FPL27EX-N 10
〃 FPL28EX-L 5
〃 FPL36EX-L 10
〃 FPL36EX-N 5
〃 FPL55EX-N 5
〃 HF100XN 5
〃 HF40XN 5
〃 HF200X/N 5
〃 JD110V130WNPE 5
〃 JD110V65WN/PE 5
〃 JD220V250W.P/E 25
〃 KR110V54WW 5
〃 LW100V54W 5
〃 RF110V135WH 5
〃 RF110V57WM 5
〃 FHC20EN-NX 5
〃 CDM-T 70W/830 25
〃 LDA9L-H/W 10
〃 FL10EX-N-A 60

 
点灯管 FG1E 1,300
〃 FG7E 360
〃 FG1P 5
〃 FG4P 20
〃 FE7E 150

※なお、数量は予定であり確約した数量ではない
※JIS・JEL・JIL規格品、グリーン購入法適合品を優先的に調達。

※管球の光色は、納入の都度指定するものとする。



対象団地一覧表

別紙２

管理番号 団　地　名 住　所
納　品　場　所
（　予　定　）

納　品　時　間　帯 備考

11 鳴海 愛知県名古屋市緑区鳴海町字細根84-4他 一般清掃業者事務所 その都度指定

22 鳴子 愛知県名古屋市緑区鳴子町1-5他 清掃員詰所 その都度指定

26 御器所 愛知県名古屋市昭和区紅梅町3-12 倉庫 月～土9～11時30分

28 則武 愛知県名古屋市中村区竹橋町36-31 ４階詰所 月～土8時30分～12時

29 太閤通 愛知県名古屋市中村区太閤通7-1 ３階詰所 月～土8時30分～12時

30 岩倉 愛知県岩倉市東新町釜之口4-1他 一般清掃業者事務所 その都度指定

33 知立 愛知県知立市昭和9-2他 一般清掃業者事務所 その都度指定

37 相生山 愛知県名古屋市天白区久方1-148他 一般清掃業者事務所 その都度指定

41 江南 愛知県江南市藤ヶ丘1-1-1他 一般清掃業者事務所 その都度指定

42 津島 愛知県津島市藤浪町2-1-2他 一般清掃業者事務所 その都度指定

44 笹川 三重県四日市市笹川8-45-1他 一般清掃業者事務所 その都度指定

51 西枇杷島 愛知県清須市西枇杷島町花咲84 一般清掃業者事務所 その都度指定

52 豊明 愛知県豊明市二村台5丁目1-1他 一般清掃業者事務所 その都度指定

53 富吉 愛知県愛西市大野町山2011-6他 一般清掃業者事務所 その都度指定

54 堀田 愛知県名古屋市瑞穂区新開町27-15他 一般清掃業者事務所 その都度指定

55 富吉第二 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字勝田場39-4 一般清掃業者事務所 その都度指定

56 朝倉 愛知県知多市つつじが丘1丁目14他 一般清掃業者事務所 その都度指定

63 保見 愛知県名古屋市緑区鳴海町字姥子山22-1 一般清掃業者事務所 その都度指定

64 鳴海第二 愛知県名古屋市緑区鳴海町字姥子山22-1 一般清掃業者事務所 その都度指定

65 那加 岐阜県各務原市那加東新町2-145 一般清掃業者事務所 その都度指定

66 国府宮 愛知県稲沢市国府宮3-1 一般清掃業者事務所 その都度指定

70 緑苑東 岐阜県各務原市緑苑東4-1-1他 一般清掃業者事務所 その都度指定

72 井之口 愛知県稲沢市井之口大坪町79-1 一般清掃業者事務所 その都度指定

73 尾西 愛知県一宮市起字与三ヶ巻44-1 一般清掃業者事務所 その都度指定

74 牛巻 愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町7-1 一般清掃業者事務所 その都度指定

75 日比野 愛知県熱田区中出町2丁目22 清掃員詰所 その都度指定

78 花表 愛知県名古屋市熱田区花表町17-20 一般清掃業者事務所 その都度指定

79 豊成 愛知県名古屋市中川区豊成町1 清掃員詰所 その都度指定

80 木場 愛知県名古屋市港区木場町8-55 一般清掃業者事務所 その都度指定

84 国分 愛知県稲沢市朝府町7 一般清掃業者事務所 その都度指定

85 押草 愛知県愛知郡東郷町白鳥4丁目1-1他 一般清掃業者事務所 その都度指定

90 大山田 三重県桑名市大山田8-7-130他 清掃員詰所 その都度指定

92 豊明栄 愛知県豊明市栄町上姥子3-213 清掃員詰所
火・水・木・金
午前中

94 桜田 愛知県名古屋市中区金山5-15-1他 一般清掃業者事務所 その都度指定

95 神宮東パークハイツ 愛知県名古屋市熱田区三本松町21他 一般清掃業者事務所 その都度指定

96 弥富 愛知県弥富市前ヶ須町南本田348 一般清掃業者事務所 その都度指定

98 平針駅西 愛知県名古屋市天白区平針1-1307 未定 その都度指定 納品場所詳細は、別途調整とする。

99 アーバニア大須 愛知県名古屋市中区門前町1-60 一般清掃業者事務所 その都度指定

101 アーバニア滝子南 愛知県名古屋市瑞穂区竹田町2-6-2 倉庫 月・木・金9時～12時

102 アーバニア鶴舞 愛知県名古屋市中区千代田2-17-24 一般清掃業者事務所 その都度指定

103 高畑 愛知県名古屋市中川区高畑3-88-3 倉庫 火・水・金11時～12時30分

104 徳重 愛知県名古屋市緑区乗鞍1-1811-1 一般清掃業者事務所 その都度指定

106 コートタウン緑ヶ丘 愛知県名古屋市緑区鳥澄三丁目1901-1他 一般清掃業者事務所 その都度指定

107 塩釜東 愛知県名古屋市天白区元八事5-205 アーバンドエル八事石坂
清掃員詰所

その都度指定

108 岩塚東 愛知県名古屋市中村区烏森町4-15 倉庫 火・水・金8時～10時

110 大山田松ノ木 三重県桑名市松ノ木4-7-3 大山田団地清掃員詰所 その都度指定

111 アーバニア千代田 愛知県名古屋市中区千代田5-7-15 一般清掃業者事務所 その都度指定

112 サニータウン堀木 三重県四日市市堀木一丁目2 一般清掃業者事務所 その都度指定

113 アーバンドゥエル平針 愛知県名古屋市天白区平針1-914 未定 その都度指定 納品場所詳細は、別途調整とする。

114 アーバンドゥエル中村公園 愛知県名古屋市中村区東宿町2-75 倉庫 月・火・木14時～16時

115 アーバニア鶴舞第二 愛知県名古屋市中区千代田2-16-10 一般清掃業者事務所 その都度指定



対象団地一覧表

別紙２

管理番号 団　地　名 住　所
納　品　場　所
（　予　定　）

納　品　時　間　帯 備考

117 三好ヶ丘 愛知県西加茂郡三好町三好丘2-8 一般清掃業者事務所 その都度指定

122 白鳥パークハイツ神宮西 愛知県名古屋市熱田区旗屋2-21-25 白鳥パークハイツ大宝清
掃員詰所

その都度指定

124 アーバンドエル白鳥公園 愛知県名古屋市熱田区一番1-17-5 白鳥パークハイツ大宝清
掃員詰所

その都度指定

127 パルネス前後 愛知県豊明市前後町善江1735 清掃員詰所
火・水・木・金
午前中

131 白鳥パークハイツ日比野東 愛知県名古屋市熱田区大宝1-14 １階清掃員詰所 その都度指定

138 白鳥パークハイツ大宝 愛知県名古屋市熱田区大宝2-4 管理事務所裏清掃員詰所 その都度指定

139 アーバンラフレ滝子 愛知県名古屋市昭和区滝子通4-11 その都度指定 月・水・木14時～17時

148 プロムナード三好丘 愛知県西加茂郡三好町三好丘旭3-1-2 一般清掃業者事務所 その都度指定

153 アーバンラフレ金山 愛知県名古屋市中区金山1-4-2 一般清掃業者事務所 その都度指定

155 アーバンドエル有松 愛知県名古屋市緑区鳴海町字細根98-1 一般清掃業者事務所 その都度指定

160 アーバンドエル植田 愛知県名古屋市天白区植田2-107 一般清掃業者事務所 その都度指定

161 パークハイツ荒子 愛知県名古屋市中川区吉良町178-10 倉庫 月～土9～11時30分

162 アーバンドエル上前津 愛知県名古屋市中区大須4-16-27 道具入れ 月～土10時30分～13時

165 アーバニア荒子東 愛知県名古屋市中川区吉良町138-10 詰所 月～土12時30分～15時

166 アーバニア上前津東 愛知県名古屋市中区千代田2-4-28 詰所 月～土8時～10時30分

167 アーバンラフレ鳴海 愛知県名古屋市緑区鳴海町字尾崎山43-6他 一般清掃業者事務所 その都度指定

172 アクシオス千種 愛知県名古屋市中区新栄3-20-27 １階清掃員詰所 その都度指定

175 アーバニア有松駅前 愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏200 ２階機械室 火・水・金の9～12時

176 アーバンラフレ稲沢 愛知県稲沢市長束町カキ田1-4 一般清掃業者事務所 その都度指定

177 アーバンラフレ鳴子 愛知県名古屋市緑区鳴子町1-52 鳴子団地清掃員詰所 その都度指定

178 アーバンラフレ鶴舞公園 愛知県名古屋市中区千代田 詰所 月～土8時30分～12時

※納品場所は予定であり、団地内一般清掃業務の入札状況等により、変更することがある。

※対象団地の増減等変更については、都度協議とする。

※納品時間帯について、原則、団地内一般清掃等業務の作業時間である８時から16時までの間とし、都度指定する。


