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コンフォール松原（第５次）・コンフォール柏豊四季台（第４次）募集ＰＲ等業務の実施に係る 

業務説明書 

 

1 業務の概要 

(1) 業務名  コンフォール松原（第５次）・コンフォール柏豊四季台（第４次） 

        募集ＰＲ等業務 

(2) 業務内容  上記２物件についての募集ＰＲ業務 

上記２物件についての募集パンフレットの版下制作業務 

上記２物件についての現地募集窓口の設営に関する業務 

（例：現地案内所の設営及び撤去、誘導看板等の制作、設置及び撤去、誘導員の

配置等） 

上記２物件についての当初募集終了後の再募集 PR等業務（予定） 

上記記載業務の経過・結果について、レポート作成・提出等業務 

その他関連業務 

※募集方法はＵＲ都市機構の定める募集方法による。 

(3) 履行期間 平成 29年９月 28日～平成 30年９月 28日 

(4) 契約関連  

本業務に係る覚書（案）は、別添のとおり。 

(5)  物件概要等 

物件名称 コンフォール松原 コンフォール柏豊四季台 

所在地 埼玉県草加市松原１－４ほか 千葉県柏市豊四季台３－１ほか 

募集戸数 300戸程度(未確定) 50戸程度(未確定) 

(6)  募集等 

物件名称 コンフォール松原 コンフォール柏豊四季台 

募集方法 現地受付、インターネット受付 現地受付 

記者発表 平成 30年２月下旬 平成 30年３月中旬 

募集期間 平成 30年３月中旬～下旬 平成 30年４月中旬 

入居開始可能日 平成 30年４月下旬・５月上旬 平成 30年５月下旬 

現地公開時間 
募集期間中の午前 10時～ 

午後５時 

募集期間中の午前 10時～ 

午後５時 

2 提案書の提出者に要求される資格要件 

(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16年独立行政法人都市再生機構達第 95号）

第 331条及び第 332条の規定に該当する者でないこと。 

(2) 当機構東日本地区における平成29・30年度物品購入等に係る競争参加資格審査において、「役

務提供」の認定を受けていること。なお、当該競争参加資格の認定を受けていない者は、企

画提案書提出期限までに、当該競争参加資格に係る申請書を提出し、企画提案書の説明日ま

でにその認定を受けていること。 

(3) 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期

間中でないこと。 

(4)  暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者でないこと。（詳細

は、機構ＨＰ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約
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書等（http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html）→標準契約書等について

→別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照） 

(5)  本支店（営業所等の業務拠点）が首都圏域（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県）

に存在すること。 

 (6)  平成 26年度～平成 28年度の間、住宅・不動産の広告媒体取扱実績があること。 

（新聞広告・雑誌広告・折込広告・交通広告・インターネット広告・モバイル広告・ラジオ

ＣＭのうち、3種類以上の取扱実績） 

3 企画提案書の提出者を選定するための基準 

企画提案書の提出者を選定するための審査項目、評価基準及び評価点は、以下のとおりとする。 

審査 

項目 

審査の着目点 
評価点 

 判断基準 

企
業
の
実
績
及
び
能
力 

資
格
要
件 

技
術
部
門 

登
録 

（様式－2） 

① あらかじめ当機構東日本地区に役務提供の登録がある

者 

② 参加表明書提出時に当機構東日本賃貸住宅本部に役務

提供の登録なし 

① 5 

② 0 

迅
速
性 

営
業
所
等
の
業

務
拠
点
の
所
在 

（様式－3） 

本支店（営業所等の業務拠点）の所在地を下記により評価

する。 

① 東京都内に本支店・営業所等がある。 

② ①以外の首都圏域に本支店・営業所等がある。 

なお、上記以外の場合は選定しない。 

① 10 

②  5  

専
門
技
術
力 

成
果
の
確
実
性
① 

（様式－4） 

平成 26年度以降における住宅・不動産の広告媒体取扱実績

を下記により評価する。（当機構の業務か否かは問わない。） 

新聞広告・雑誌広告・折込広告・交通広告・インターネッ

ト広告・モバイル広告・ラジオＣＭのうち 

① すべて実績がある。 

② 4～6種取り扱ったことがある。 

③ 取扱実績が 3種以下 

なお、上記以外の場合は選定しない。 

① 10 

②  5 

③  0 

成
果
の
確
実
性
② 

（様式－5） 

平成 26年度以降に完了した類似業務の実績を下記により評

価する。 

① 類似業務実績が 3件以上ある。 

② 類似業務実績が 2件以上ある。 

③ 類似業務実績が 1件以上ある。 

④ 類似業務実績がない。 

記載する実績は 3件とし、1件につき 1枚以内に記載する。 

① 15 

② 10 

③  5 

④  0 

注）類似業務：平成 26 年度以降に業務完了した公的機関等（「公的機関等」とは、国、地方公共

団体、独立行政法人等をいう。）の賃貸住宅の賃借人募集に係る広告・宣伝業務。 

4 参加表明書の留意事項 

(1) 作成方法 

  所定の様式（様式 1～様式 7）を基に作成を行うこと。 

(2) 参加表明書の提出期間、提出場所、提出内容及び提出方法 

 提出期間：平成 29年７月 14日（金）から平成 29年７月 31日（月）までの土曜日及び日曜

日を除く毎日、午前９時半から午後 5 時まで。（ただし、正午から午後 1 時の間
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は除く。） 

 提出場所：〒163－1382 東京都新宿区西新宿 6－5－1新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ 16階 

 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

 住宅経営部営業開発課 電話 03－5323－2243 

 提出内容：4(1)により作成した資料及び参加表明書を提出する者の会社概要書（様式自由） 

 提出方法：あらかじめ提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参するものとし、郵

送又は電送によるものは受け付けない。 

(3) 企画提案書提出者の選定・非選定通知 

① 参加表明書を提出した者のうち、評価の合計点が高いものから原則５者選定し、参加表明

者が５者に満たない場合は表明者数とする。 

② 企画提案書の提出者として選定された者に対しては、選定された旨を書面で通知する。  

合わせて、以下の書類を発送する。（送付書類は予定） 

・UR都市再生機構会社案内 

・UR住まいガイド 

・ハーモネスタワー松原、豊四季第二の団地概要書（近隣団地） 

・コンフォール松原（第４次）、コンフォール柏豊四季台（第３次）、ヌーヴェル赤羽台（第

３次）募集パンフレット（参考） 

③ 選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨と、その理由（非選定理由）を書面

により通知する（選定・非選定通知は、平成 29年８月７日（月）以降の発送を予定)。 

④ 上記③の非選定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して 5日（休日を含まな

い。）以内に書面（様式自由）を持参（郵送又は電送によるものは受付けない。）することに

より、契約担当役に対して非選定理由を求めることができる。 

⑤ 上記④の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に書面

により行う。 

⑥ 非選定理由の説明に係る場所及び受付時間は以下のとおり。 

 受付場所：4(2）に同じ。 

 受付日時：土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時半から午後 5 時まで。（ただし、正午

から午後１時の間は除く。） 

5 企画提案書に求める内容 

 (1)市場環境、商品（物件）の分析 

(2)訴求対象の分析及び設定 

(3)広告宣伝の基本方針（事前ＰＲから本募集までの全体計画、広告媒体の組み合わせ等。なお、

空家ＰＲのタレントやキャッチコピーを用いることも可とする。） 

(4)実施計画スケジュール、業務の実施体制、企業特性 

(5)広告物等のデザイン案（パンフレット、ポスター、チラシ等） 

※募集パンフレット表１については、情報帯の高さを 7.5cm確保すること、また「4つのメリッ

ト」を表記すること。 

※プレゼンテーション時、パンフレット表紙案は説明を割愛し、簡易 1ページに集約すること。 

(6)オリジナルホームページ・交通広告の展開・制作イメージ案 

    ただし、ホームページについては、実施にあたっては外部サーバーの使用不可、当機構の技

術仕様書に準じたものとする。 
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(7)最寄駅から団地までの案内（誘導員配置、誘導図案及びプラカード案） 

(8)ＰＲ実施費見積り（項目別、印刷費等含む） 

(9)上記実施計画に基づいた目標倍率及び来場見込み者数の設定 

(10)その他必要と思われる事項 

6 企画提案書を特定するための方法・基準 

企画提案書を特定するための審査項目、評価基準及び評価点 

審査項目 審査の着目点 評価点(松原) 評価点(柏豊四季台) 

①市場環境分析 

 商品分析 

 訴求対象の設定 

・市場環境分析は的確になされているか 

・商品の特徴は的確に分析されているか 

・訴求対象設定は的確になされているか 

 

 

点数（0～10 点）

×２ 

 

点数（0～10 点） 

×１ 

②ＰＲ基本戦略 

 ＰＲ媒体 

・①に基づき、ＰＲ基本戦略が効果的に立

案されているか 

・①で設定した訴求対象に対するＰＲ媒体

が適切に立案されているか 

 

 

点数（0～10 点）

×２ 

 

点数(0～10点) 

×１ 

③広告物の表現 

デザイン 

・①に基づき、商品を効果的にＰＲするた

めにイメージカラーやデザイン等は適

切に表現できているか 

点数（0～10 点）

×１ 

点数（0～10 点） 

×0.5 

④ＰＲの基本方針ス

ケジュールの設定 

 

予算執行計画 

 

業務の遂行能力 

・企画の立案から事前ＰＲ、募集期間から

契約に至るまで効果的に広告等を行う

スケジュールとなっているか 

・掲示した予算額に対し、効果的な執行計

画がなされているか 

・必要十分な業務遂行能力を有しているか 

 

 

点数（0～10 点）

×２ 

 

 

点数（0～10 点） 

×1 

⑤価格の妥当性 ・実施（仮定）の各ＰＲ業務（交通広告、

折込チラシ、インターネットの３点）に

おける広告媒体料（定価）に対する割引

額が高い場合に優位に評価する 

 

点数（0～10 点）

×１ 

 

点数（0～10 点）  

×0.5 

⑥業務コストの妥当

性 

・提示した業務量の目安と大きくかけ離れ

ているか、又は提案内容に対して、見積

りが不適切な場合には特定しない。 

 

数値化しない 

 

数値化しない 

⑦その他 ・①～④以外に加点に値する項目（提案）

あるいは、減点に値する項目（提案）が

ある場合は、採点を行う。（上記項目が

特にない場合は３点とする） 

 

点数（0～5点）  

×１ 

 

点数（0～5点）  

×１ 

合計 （最大）85 点 （最大）45 点 

※審査項目①～⑤について、採点は 10 点満点（整数）とする。5 点を標準点とする。プレゼンテー

ション及びプレゼンテーションの際に行われる質問に対しての応答も採点の際の判断材料となる。 

※小数点以下は切り上げとする。 
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7 企画提案書の留意事項 

(1) 基本事項 

① 企画提案書の無効 

企画提案は、コンフォール松原（第５次）、コンフォール柏豊四季台（第４次）募集 PR 等

業務における具体的な取組み方法について提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求

めるものではない。本説明書において記載された事項又はこの書面及び別添の書式に示され

た条件に適合しない企画提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 

② 業務量の目安 

本業務に係る概算費用は、合計 52,000,000円（税込）程度を予定している。参考見積には、

概算費用の範囲内において企画提案書で提案したすべての実施内容の内訳を記載するものと

する。ただし、当該内訳に制作物の印刷等の業務の費用が含まれている場合、これらの発注

は機構が別途競争入札に付することとなる。また、上記金額はあくまで企画提案の目安とす

る予算規模であり、企画提案書特定者に対し上記予算での発注を確約するものではない。 

※以下の項目については、募集戸数未定のため今回の予算には含まないが、受託者に業務を

依頼する場合もある。 

   ・現地案内所の備品等の設置 

・先着順募集に移行した場合のＰＲ実施業務 

・インターネットお申込みサイトの制作業務 

・その他関連業務 

(2) 作成方法 

所定の様式（様式 6・様式 7）のほか、5 に記載の内容を A4 サイズにて作成を行うこと（様

式自由、ただし、文字サイズは 10ポイント以上とすること）。 

(3) 企画提案書の提出期間、提出場所、提出内容及び提出方法 

提出期間：平成 29年８月 31日（木）から平成 29年９月４日（月）まで 

午前９時半から午後 5時まで。（ただし、正午から午後 1時の間は除く。） 

 提出場所：〒163－1382 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ 16階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

住宅経営部営業開発課 電話 03－5323－2243 

 提出内容：7(2)により作成した資料 13部（ただし、様式 6については 1部）。後日実施する

プレゼンテーションの際に、補足資料の使用を希望する場合は、補足資料として

同じものを 13部、提出するものとする。 

 提出方法：あらかじめ提出日時を連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送

又は電送によるものは受け付けない。 

(4) 企画提案書の説明日時、説明場所及び説明方法 

 説明日時：平成 29年９月 15日（金）午前９時半から午後 5時までのうち所定の時間 

 説明場所：〒163－1382 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ 16階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 1601会議室（予定） 

 説明方法：プレゼンテーション方式による。プレゼンテーション時間は 1 者につき 50 分程

度を予定している。また、プレゼンテーション終了後、質疑応答を 1 者につき
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10 分程度を予定している。なお、企画提案書提出者のプレゼンテーションの順

番については、企画提案書を提出する際に実施するくじ引きにより決定する（く

じ引きの順番については、企画提案書提出者が企画提案書を提出する順とする）。 

(5) 特定・非特定通知 

① 企画提案書を提出した者のうち、評価の合計点が最上位であるものを 1者特定する。 

企画提案書が特定された者に対しては、特定された旨を書面により通知する。また、特定

されなかった者に対しては、特定されなかった旨とその理由（非特定理由）を、平成 29

年８月７日に、書面により通知する。 

② 上記①の非特定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して 5日（休日を含まな 

     い）以内に書面（様式自由）を持参（郵送又は電送によるものは受付けない）することに

より、契約担当役に対して非特定理由を求めることができる。 

③ 上記②の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10日以内に書面 

 により行う。 

④ 非特定理由の説明に係る場所及び受付時間は以下のとおり。 

  受付場所：７(１）に同じ。 

 受付日時:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前 10 時から午後 5 時まで(ただし、正午から

午後 1時の間は除く）。 

8 業務説明書に対する質問 

(1) この説明書に対する質問がある場合には、次に従い、書面（様式自由）により提出する 

 ことができる。 

 提出期間：平成 29年７月 14日（金）から平成 29年８月 14日（月）までの土曜日、日曜日

及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで（ただし、正午から午後 1 時

の間は除く）。 

 提出場所：〒163－1382 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ 16階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

住宅経営部営業開発課 電話 03－5323－2243 

 提出方法：あらかじめ提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参するものとし、郵

送又は電送によるものは受け付けない。 

(2) 8(1)の質問に対する回答書は、質問書を受領してから７日（休日を含まない）以内に、以下

のとおり閲覧に供する。 

 閲覧期間：平成 29年７月 26日（水）から平成 29年８月 28日（月）までの土曜日、日曜日

及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで（ただし、正午から午後 1 時

の間は除く）。 

 閲覧場所：8(1）に同じ。 

9 その他の留意事項 

(1) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び企画提案書の提出者に選定された旨の通知 

   を受けなかった者は、企画提案書を提出できないものとする。 

(2) 参加表明書及び企画提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

(3) 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び企画提案書を無効 

 とするとともに、虚偽を記載した者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

(4)  本件業務において、企画競争に参加する者が当機構の関係法人１者だった場合は、当該手続  
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きを中止し、再公募を実施する。 

(5) 企画提案書提出者の選定通知を受けた者が参加辞退する場合には、不誠実な行為とみなす場 

 合がある。 

(6) 提出された参加表明書は返却しない（ただし再公募になった場合は返却する）。なお、提出    

された参加表明書は、企画提案書の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 

(7) 提出された企画提案書は返却しない（ただし再公募になった場合は返却する）。なお、提出  

された企画提案書は、企画提案書の特定以外に提出者に無断で使用しない。また、特定され

た企画提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。 

(8) 参加表明書及び企画提案書の提出後において、原則として、参加表明書及び企画提案書に記    

載された内容の変更を認めない。また、プレゼンテーション時に企画提案資料を追加で配布

することも認めない。 

(9) 参加表明書及び企画提案書に記載した業務実施責任者は、原則として、変更できない。   

ただし、やむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の者であることの発注者の

了解を得なければならない。 

(10) 企画提案書の特定後、業務の具体的実施内容について提案を求めることがある。 

(11) 採用する企画提案の実施業務及び成果品に係る一切の著作権及び版権は、原則として当機構

に  

帰属するものとし、協議が必要な場合は予め申し出るものとする。 

(12) 企画提案書の特定後の業務の実施にあたっては、業務の主たる部分（全体を統括・調整する 

業務に該当する業務）についての再委託は認めない。また、再委託の必要が生じた場合は、

企画提案書特定者自らが実施する業務の範囲を書面で提出するものとする。ただし、広告宣

伝等業務の慣習上、企画提案書特定者が自ら行わないことが想定される業務（媒体制作、媒

体掲出、ポスティングやイベント開催等の業務等）については、再委託の申請は要しない。

なお、軽微なものについても再委託の申請を要しない。 

(13) 企画提案者の特定後、別添「コンフォール松原（第５次）、コンフォール柏豊四季台（第４     

次）募集ＰＲ等業務の実施に関する覚書」を締結する。なお、企画提案書特定後の発注形態

については、個別の業務毎に契約を締結するものとする。また、代金の支払いについては、

各業務の完了後に行われる。 

(14) 契約締結の際に提出する見積書については、媒体費等定価に対する割引率、割引金額を記載 

することとし、原則、今回様式７で提案された定価に対する割引率を上回るものとすること。 

(15) この企画提案により得た当機構の情報を第三者に漏らしたり、他の目的に使用してはならな  

い。 

(16) 2(2)に掲げる参加資格の認定を受けていない者も、4(2）により参加表明書を提出すること 

ができるが、その者が企画提案書の提出者として選定された場合であっても、企画提案書提

出期限までに当該競争参加資格に係る申請書を提出し、その認定を受けていることで、企画

提案書を提出することができる。 

(17)「企画競争実施の掲示」のうち「9 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」に  

示した内容を了解した上で参加表明書を提出すること。 

 

以 上 
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別添２ 

コンフォール松原（第５次）、コンフォール柏豊四季台（第４次） 

募集ＰＲ等業務の実施に関する覚書(案) 

 

１ 業務名称 コンフォール松原（第５次）、コンフォール柏豊四季台（第４次） 

募集ＰＲ等業務 

  

２ 実施期間  平成29年９月28日から平成30年９月28日まで 

 

発注者独立行政法人都市再生機構と受注者 とは、発注者が受注者を業務実施者として特定した

頭書の業務について、次のとおり覚書を交換する。 

この覚書交換の証として、本書２通を作成し、発注者と受注者の記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 平成 年 月 日 

 

（発注者） 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 

          独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

      氏 名    本部長  岡 雄一  印 

 

（受注者） 住 所  

           

      氏 名                    印 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、頭書の業務が円滑に推進できるよう努めるものとする。 

（企画提案） 

第２条 受注者は、発注者の指示する条件及び受注者の企画提案書等に基づいて、頭書の実施期間、

必要な都度、発注者に広告・宣伝業務に係る企画提案を行うものとする。 

 この場合において、受注者は、その企画提案に係る見積書を提出するものとする。 

２ 発注者は、前項の規定により提出された企画提案及び見積書について確認を行い、その採否を

決定するものとする。この場合において、発注者は、当該採否の結果を受注者に通知しなければ

ならない。 

（業務請負契約等の締結） 

第３条 発注者及び受注者は、前条の規定により企画提案を採用することとしたときは、発注者が

適切と認めた見積書に記載された金額に取引に係る消費税及び地方消費税の額を加算した額をも

って、別添広告契約書等により、業務請負契約等を締結するものとする。この場合において、見

積に用いる定価に対する平均割引率が企画提案時に提案した比率（様式７）を下回る場合には、

発注者の承諾を得るものとする。 

（その他） 

第４条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるも

のとする。 

（以下余白） 
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広 告 契 約 書(案) 

１ 広告の名称 

２ 契 約 金 額   金         円 

  （うち取引に係る消費税及び地方消費税額） 

３ 契 約 期 間       年  月  日から 

年  月  日まで 

発注者独立行政法人都市再生機構と受注者        は、次のとおり広告の請負に関

する契約を締結する。 

この契約締結の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通

を保有する。 

 

年  月  日 

 

発注者 住 所 

氏 名            印 

受注者 住 所 

氏 名            印 

 

（総則） 

第１条 受注者は、別添仕様書（以下「仕様書」という。）に基づき、頭書の広告（以下「広告」

という。）を、頭書の契約金額（以下「契約金額」という。）をもって、頭書の契約期間（以

下「契約期間」という。）内に掲出するものとする。 

（権利義務の譲渡の制限） 

第２条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて

はならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（再委託等の制限） 

第３条 受注者は、広告の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。た

だし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（広告の一時中止等） 

第４条 発注者は、発注者が必要と認めるときは、仕様書の内容を変更し、又は広告の全部若

しくは一部の履行を一時中止することができる。この場合において、契約金額又は契約期間

を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して、定めるものとする。 

２ 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

（契約期間の変更） 

第５条 受注者は、天災その他受注者の責めに帰すことができない理由又は正当な理由により

契約期間内に広告の掲出を完了することができないときは、遅滞なく、その理由を付けて契

約期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議し

て定めるものとする。 

（確認検査） 

第６条 受注者は、広告の掲出を完了したときは、完了を証する資料を添えて発注者に完了届



 10 

を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の完了届を受理した日から起算して14日以内に確認検査を行うものとする。 

（契約金額の支払い） 

第７条 受注者は、前条第２項の確認検査に合格したときは、契約金額の支払いを支払請求書

により発注者に請求するものとし、発注者は、その支払請求書を受理した日から起算して30

日以内に契約金額を受注者に支払うものとする。 

（広告の修補等） 

第８条 広告に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修

補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 

２ 前項の規定による修補又は損害賠償の請求は、契約期間満了の日の翌日から起算して１か

年以内に行うものとする。 

（延滞金） 

第９条 受注者は、契約期間内に広告の掲出を完了しないときは、契約金額について、契約期

間満了の日の翌日から起算して広告の掲出を完了した日までの日数に応じ、年（365日当たり）

５パーセントの割合で計算した額を延滞金として、発注者に支払わなければならない。ただ

し、その理由が天災その他受注者の責めに帰することができない理由又は正当な理由による

場合は、この限りでない。 

（履行遅滞金） 

第10条 前条の場合のほか、発注者は、自己の責めに帰すべき理由により、この契約による債

務の履行を遅滞したときは、その金額相当額に対し、遅滞日数に応じ、年（365日当たり）2.7

パーセントの割合で計算した履行遅滞金を受注者に支払うものとする。 

２ 前条の場合のほか、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により、この契約による債務の

履行を遅滞したときは、その金額相当額に対し、遅滞日数に応じ、年（365日当たり）５パー

セントの割合で計算した履行遅滞金を発注者に支払うものとする。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第10条の２  受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請

求に基づき、契約金額（この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約

金額）の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならな

い。 

一  この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法

律第54号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者

である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取

引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において

準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）

を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項

の規定により取り消された場合を含む。）。 

二  納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これ

らの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）

に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対し

て行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令

をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関
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し、独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為の実行としての事業

活動があったとされたとき。 

三  納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１項第１

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引

分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、

公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令に

おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書

の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

四  この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明

治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号

に規定する刑が確定したとき。 

２  受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期

間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年５パーセントの割合で計算した額

の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

（発注者の契約解除権） 

第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、催告しないで、

この契約を解除することができる。 

一 正当な理由なく契約期間内に広告の掲出を完了しないとき、又は完了の見込みがないと

き。 

二 この契約の履行に関し、不正の行為があったとき。 

三  受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ  役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役

員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下こ

の号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下こ

の号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

ロ  暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同

じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ  役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

るとき。 

ホ  役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

ヘ  再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当する

ことを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト  受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方

としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の

解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

四 その他この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。 



 12 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第11条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の１

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 前条の規定によりこの契約が解除された場合 

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者

の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75

号）の規定により選任された破産管財人 

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律

第154号）の規定により選任された管財人 

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律

第225号）の規定により選任された再生債務者等 

（契約解除） 

第12条 発注者は、第11条各号の場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することが

できる。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者が損害を被ったときは、発注者は、

その損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して

定めるものとする。 

（受注者の契約解除権） 

第13条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告しないで、この契約を解除す

ることができる。 

一 第４条第１項の規定により仕様書の内容を変更したため、当初の契約金額が２分の１以

上減少したとき。 

二 第４条第１項の規定による広告の中止期間が６か月以上に達したとき。 

三 発注者がこの契約に違反し、その違反によって広告の掲出を完了することが不可能とな

ったとき。 

（秘密の保持） 

第14条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に

使用してはならない。 

（相殺） 

第15条 発注者は、発注者が受注者に対して支払うべき金銭債務と受注者が発注者に対して支

払うべき金銭債務とを相殺し、なお不足を生ずるときは、更に追徴することができる。 

（協議事項） 

第16条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協

議して定めるものとする。 
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                                  （様式－1） 

 

 

 

参加表明書 

 

                             平成  年  月  日 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

 本部長 岡 雄一 殿 

 

                     提出者） 住所 

                          商号又は名称 

                          代表者氏名 

                     作成者） 担当部署 

                          氏名 

                          電話番号 

                          FAX 

 

 平成 29 年７月 14 日付けで手続開始の掲示がありましたコンフォール松原（第５次）コンフォー

ル柏豊四季台（第４次）募集ＰＲ等業務に係る企画競争への参加に関心がありますので、参加表明

書を提出します。 

 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16年独立行政法人都市再生機構達第 95号）

第 331 条及び 332 条各号の規定に該当する者でないこと及び参加表明書の内容については事実と相

違ないことを誓約します。 
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（様式－2） 

・物品購入等の契約に係る競争参加資格の登録状況 

平成 29・30年度物品購入等に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定書の写し 

（認定書の写しがない場合は、参加資格申請書の写しでも可とする。） 

 

 

 

 

（様式－3） 

 

・本支店等の所在 

住所  

 

電話番号  

 

FAX  

 

会社名  

 

役職名 代表者氏名  

 

 

 

（様式－4） 

・住宅・不動産の広告媒体取扱実績 

広告種類 年度 具体的な内容 

（契約先、契約金額、履行期間、業務内容） 

新聞広告   

雑誌広告   

折込広告   

交通広告   

インターネット広告   

モバイル広告   

ラジオＣＭ   

 

→平成 26年度から平成 28年度までの広告媒体取扱い実績     種類 
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（様式－5） 

 

・平成 26年度以降に完了した類似業務実績 

業務分類  

業務名  

契約金額  

履行期間  

発注機関名 

住所 

TEL 

 

 

業務の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務の技術的特徴 
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（様式－6） 

 

 

 

企画提案書 

 

 

 

業務名称 コンフォール松原（第５次）、コンフォール柏豊四季台（第４次）募集ＰＲ等業務 

 

履行期限 平成 30年９月 28日 

 

 

         標記業務について、企画提案書を提出します。 

 

 

 

                              平成  年 月  日 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

 本部長 岡 雄一 殿 

 

                     提出者） 住所 

                          商号又は名称 

                          代表者氏名 

                     作成者） 担当部署 

                          氏名 

                          電話番号 

                          FAX 
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広告媒体料（定価）に対する平均割引率について 

募集ＰＲ業務を実施するにあたり、広告媒体を下表のとおり出稿すると想定した場合、各々の広告媒体料（定価）に対する貴社における平均割引率および割引額を記載

してください。なお、「広告媒体料（定価）」に記載の金額については定価が存在する広告媒体料のみであるものとし、広告制作費等は含まないものとする。 

また、実際の発注においては平均割引率の適用は、広告媒体料のみに適用し、広告制作費等には適用されません。 

   【コンフォール松原(第５次)】 

広告媒体 交通広告 折込チラシ インターネット広告 

広告媒体料（定価）  12,000（千円） 3,000（千円） 20,000（千円） 

広告媒体料（定価）に対する

貴社の平均割引率 
％ ％ ％ 

広告媒体料（定価）に対する

貴社の平均割引額 
   （千円）    （千円）    （千円） 

 【コンフォール柏豊四季(第４次)】 

広告媒体 交通広告 折込チラシ インターネット広告 

広告媒体料（定価）  6,000（千円） 1,000（千円） 10,000（千円） 

広告媒体料（定価）に対する

貴社の平均割引率 
％ ％ ％ 

広告媒体料（定価）に対する

貴社の平均割引額 
   （千円）    （千円）    （千円） 

 

※１「広告媒体料（定価）」に記載の金額については割引率を算出するための業務量を目安とした仮定であり、発注を約束したものではありません。 

※２「交通広告」とは、車内・駅のメディアを含んだ総合的な交通広告を指します。 

※３「折込チラシ」についての詳細は様式 7‐別紙のとおりです。 

※４「インターネット広告」とは Yahoo をはじめとした純広告（枠売型）及びネットワーク配信（運用型）を含んだ総合的なものを指します。 

※５ 平均割引率および割引額は、小数点以下第１位まで記載してください。 

 

 

 

 

様式－７ 
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（コンフォール松原（第５次）記載例） 

広告媒体 交通広告 折込チラシ インターネット 

広告媒体料（定価） 12,000（千円） 3,000（千円） 20,000（千円） 

上記広告媒体料（定価）に対

する貴社の平均割引率 
5.0％ 3.3％ 1.7％ 

上記広告媒体料（定価）に対

する貴社の平均割引額 
600（千円） 99（千円） 340（千円） 

 (コンフォール柏豊四季台（第４次）記載例) 

広告媒体 交通広告 折込チラシ インターネット 

広告媒体料（定価） 6,000（千円） 1,000（千円） 10,000（千円） 

上記広告媒体料（定価）に対

する貴社の平均割引率 
4.0％ 3.0％ 1.0％ 

上記広告媒体料（定価）に対

する貴社の平均割引額 
240（千円） 30（千円） 100（千円） 

 

折込チラシ詳細 

【折込媒体】朝日新聞／読売新聞／日経新聞 

【折込サイズ等】B3 サイズ、カラー、コート紙、四六版、73 ｷﾛ 

【折込エリア】東京都 23 区、埼玉県内、千葉県内 

【折込部数】300,000 部 

※１ 割引率は下表に記載している部数を想定し算出すること。 

※２ 下表は仮定であり、他エリアに拡大、もしくは縮小する可能性もある。また、発注を約束するものではない。            

 

 

 

媒体 合計 

朝日 50,000 

読売 50,000 

日経 50,000 

計 150,000 

様式７-別紙 
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広告媒体料（定価）に対する平均割引率について 

募集ＰＲ業務を実施するにあたり、広告媒体を下表のとおり出稿すると想定した場合、各々の広告媒体料（定価）に対する貴社における平均割引率および割引額を記載

してください。なお、「広告媒体料（定価）」に記載の金額については定価が存在する広告媒体料のみであるものとし、広告制作費等は含まないものとする。 

また、実際の発注においては平均割引率の適用は、広告媒体料のみに適用し、広告制作費等には適用されません。 

   【コンフォール松原(第５次)】 

広告媒体 交通広告 折込チラシ インターネット広告 

広告媒体料（定価）  12,000（千円） 3,000（千円） 20,000（千円） 

広告媒体料（定価）に対する

貴社の平均割引率 
％ ％ ％ 

広告媒体料（定価）に対する

貴社の平均割引額 
   （千円）    （千円）    （千円） 

 【コンフォール柏豊四季(第４次)】 

広告媒体 交通広告 折込チラシ インターネット広告 

広告媒体料（定価）  6,000（千円） 1,000（千円） 10,000（千円） 

広告媒体料（定価）に対する

貴社の平均割引率 
％ ％ ％ 

広告媒体料（定価）に対する

貴社の平均割引額 
   （千円）    （千円）    （千円） 

 

※１「広告媒体料（定価）」に記載の金額については割引率を算出するための業務量を目安とした仮定であり、発注を約束したものではありません。 

※２「交通広告」とは、車内・駅のメディアを含んだ総合的な交通広告を指します。 

※３「折込チラシ」についての詳細は様式 7‐別紙のとおりです。 

※４「インターネット広告」とは Yahoo をはじめとした純広告（枠売型）及びネットワーク配信（運用型）を含んだ総合的なものを指します。 

※５ 平均割引率および割引額は、小数点以下第１位まで記載してください。 

 

 

 

 

様式－７ 
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（コンフォール松原（第５次）記載例） 

広告媒体 交通広告 折込チラシ インターネット 

広告媒体料（定価） 12,000（千円） 3,000（千円） 20,000（千円） 

上記広告媒体料（定価）に対

する貴社の平均割引率 
5.0％ 3.3％ 1.7％ 

上記広告媒体料（定価）に対

する貴社の平均割引額 
600（千円） 99（千円） 340（千円） 

 (コンフォール柏豊四季台（第４次）記載例) 

広告媒体 交通広告 折込チラシ インターネット 

広告媒体料（定価） 6,000（千円） 1,000（千円） 10,000（千円） 

上記広告媒体料（定価）に対

する貴社の平均割引率 
4.0％ 3.0％ 1.0％ 

上記広告媒体料（定価）に対

する貴社の平均割引額 
240（千円） 30（千円） 100（千円） 
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折込チラシ詳細 

【折込媒体】朝日新聞／読売新聞／日経新聞 

【折込サイズ等】B3 サイズ、カラー、コート紙、四六版、73 ｷﾛ 

【折込エリア】東京都 23 区、埼玉県内、千葉県内 

【折込部数】300,000 部 

※１ 割引率は下表に記載している部数を想定し算出すること。 

※２ 下表は仮定であり、他エリアに拡大、もしくは縮小する可能性もある。また、発注を約束するものではない。            

 

＜東京 23 区、千葉、埼玉＞ 

 

 

 

媒体 合計 

朝日 50,000 

読売 50,000 

日経 50,000 

計 150,000 

様式７-別紙 


