
Yourらうんじ（本冊） チラシ 年末年始緊急連絡先チラシ

偶数月7日頃
(8月号のみ7月17日頃)

（全6回実施）
Yourらうんじ（本冊）入稿と同日

Yourらうんじ（本冊）入稿と同日
（12月号のみ実施）

偶数月19日
(8月号のみ7月31日)

（全6回実施）
Yourらうんじ（本冊）入稿と同日

Yourらうんじ（本冊）入稿と同日
（12月号のみ実施）

サ イ ズ タブロイド判　全８Ｐ A4判　2Ｐ A4判　1Ｐ

４ 色 面 Ｐ.１・８、P４・５ 表・裏

１ 色 面 Ｐ.２・３、P６・７ 表

紙 質 等

古紙を含む
再生コート紙

    A判＜57.5ｋｇ＞
＊グリーン購入法の基準に適合したもの

古紙を含む
再生上質紙

 A判＜57.5ｋｇ＞
＊グリーン購入法の基準に適合したもの

古紙を含む
再生上質紙

 A判＜57.5ｋｇ＞
＊グリーン購入法の基準に適合したもの

毎号約44万部（全6回実施）
＊詳細は毎号別途通知する。

＊上記の部数を確約するものではない。

毎号約42万部（全6回実施）
＊詳細は毎号別途通知する。

＊上記の部数を確約するものではない。
※

６種類合計約44万部
（12月号のみ実施）

＊詳細は別途通知する。
＊上記の部数を確約するものではない。

※

輪転又は枚葉 輪転又は枚葉 輪転又は枚葉

納 品 先

梱 包 ・ 納 品 方 法
(1)本冊は1ページ目が表紙となるよう山折りにして納品すること。梱包の際は、250部を単位とし、厚手の紙で梱包すること。
(2)再生利用の容易さ、焼却処理時の負担軽減に配慮すること。

暴力団員等による不
当介入を受けた場合
の 措 置 に つ い て

(1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこ
れを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注
者に報告すること。
(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

別紙のとおり。

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　管理企画チーム
〒163-1382　新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー　16階
ＴＥＬ　03-5323-4257    ＦＡＸ　03-5323-4490

別冊

印 刷

担 当 部 署

そ の 他

※ 特 記 事 項

履 行 ・ 納 入 期 限

規
　
　
格

印 刷 部 数

仕様書

件 名 平成29年度住宅管理報「Yourらうんじ」及びチラシの印刷業務

印 刷 物 の 種 類

入 稿 予 定 日

チラシの印刷については、①東京23区エリア、②東京市部エリア、③千葉・茨城エリア、④神奈川エリア、⑤埼玉エリア、⑥遠
隔地エリア（北海道、宮城県）の各エリア単位での発生とし、毎号数量を通知する。

(１)オフセット印刷は植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1％未満の溶剤（動植物油系などの溶剤
を含む）のみを用いるインキを使用すること。
(２)具体のスケジュール、印刷部数等については毎号通知する。
(３)色校正は3部（簡易校正可）担当部署に提出すること。
(４)色校正時に軽微な字句の修正を行う場合があるので了承すること。
(５)版下データは原則として「イラストレーターCS3」形式又はPDFで、企画編集及び版下作成業者又は担当部署から渡す。



Yourらうんじ　納品先一覧（予定） 別紙

※納品先、納品数は随時増減が発生するため、毎号別途通知する。

配送先名 住所 部数

（株）URコミュニティ  本社　業務部　コミュニティ支援・調査企画課 東京都千代田区神田神保町二丁目５番地　北沢ビル　５階 30

（株）URコミュニティ  コミュニティ推進部(東日本)　エリア事務課 東京都新宿区西新宿６－５－１　新宿アイランドタワー　４２階 30

（株）URコミュニティ　コミュニティ推進部(西日本)　エリア事務課 大阪府大阪市城東区森之宮１－６－１１１NLC森之宮ビル８階 30

（株）URコミュニティ  福岡住まいセンター　総務収納課 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11　ＫＤＸ博多南ビル3階 30

都市再生機構 本社　住宅経営部　企画チーム 神奈川県横浜市中区本町6-50-1　横浜アイランドタワー　７階 50

都市再生機構 本社　カスタマーコミュニケーション室 神奈川県横浜市中区本町6-50-1　横浜アイランドタワー　５階 100

都市再生機構 東日本賃貸住宅本部　住宅経営部　管理企画チーム 東京都新宿区西新宿６－５－１　新宿アイランドタワー　１６階 100

都市再生機構 東日本賃貸住宅本部　東京東エリア経営部　企画チーム 東京都墨田区江東橋４－２６－５　東京トラフィック錦糸町ビル本館７階 5

都市再生機構 東日本賃貸住宅本部　東京北エリア経営部　企画チーム 東京都豊島区東池袋１－１0－１　住友池袋駅前ビル７階 25

都市再生機構 東日本賃貸住宅本部　多摩エリア経営部　企画チーム 東京都立川市曙町1-14-13　立川MKビル4階 10

都市再生機構 東日本賃貸住宅本部　千葉エリア経営部　企画チーム 千葉市千葉市美浜区中瀬１－３　幕張テクノガーデンＤ棟１９階 7

都市再生機構 東日本賃貸住宅本部　神奈川エリア経営部　企画チーム 神奈川県横浜市中区本町6-50-1　横浜アイランドタワー　１６階 29

都市再生機構 東日本賃貸住宅本部　埼玉エリア経営部　企画チーム 埼玉県さいたま市南区沼影１－１０－１　ラムザタワー 20

都市再生機構 中部支社　住宅経営部　管理企画チーム 愛知県名古屋市中区錦３－５－２７　錦中央ビル 30

都市再生機構 西日本支社　住宅経営部　管理企画チーム 大阪府大阪市城東区森之宮１－６－８５ 30

都市再生機構 九州支社　住宅経営部　管理企画チーム 福岡県福岡市中央区長浜２－２－４ 20

都市再生機構 東日本賃貸住宅本部　ストック事業推進部　事業企画チーム 東京都新宿区西新宿６－５－１　新宿アイランドタワー　１9階 20

都市再生機構　東日本賃貸住宅本部　住宅経営部　首都圏営業企画チーム 東京都新宿区西新宿６－５－１　新宿アイランドタワー　1６階 100

全国公団住宅自治会協議会 東京都千代田区富士見１－７－９　東京瓦会館内 10

千葉・茨城公団住宅自治会協議会 千葉県船橋市南本町１－１６　森ビル201 10

多摩公団住宅自治会協議会 東京都国分寺市南町３－１５－１０ 10

日本総合住生活㈱ 広報課 東京都千代田区神田錦町１－９　東京天理ビル 55

日本総合住生活㈱ 東京支社 東京都大田区蒲田５－３７－１　ニッセイアロマスクエア9F 20

日本総合住生活㈱ 関東支社 東京都千代田区神田錦町１-９　東京天理ビル　５階 20

日本総合住生活㈱ 千葉西支店 千葉県習志野市袖ヶ浦３－２　袖ヶ浦団地内 5

東京東住まいセンター 東京都墨田区江東橋４－２６－５　東京トラフィック錦糸町ビル本館７階 30

城北住まいセンター　 東京都台東区東上野５－２－５　下谷ビル４階 20

北多摩住まいセンター 東京都立川市曙町２－３４－７　ファーレイーストビル１０階 70

東京北住まいセンター 東京都豊島区東池袋１－１0－１　住友池袋駅前ビル７階 30

南多摩住まいセンター 東京都多摩市永山１－５　ベルブ永山６階６０１号室 50

東京南住まいセンター 東京都港区芝１－７－１７　住友不動産芝ビル３号館１階 20

千葉住まいセンター 千葉県千葉市美浜区高洲４－５－１５ 50

納品先

以下の配送先の他、東京・千葉・埼玉・神奈川内の配布業者への納品を予定。
(Yourらうんじ本冊約42万部、チラシ約42万部、年末年始緊急連絡先チラシ約42万部)

以下の配送先については、Yourらうんじ本冊及び年末年始緊急連絡先チラシのみ納品。



配送先名 住所 部数

千葉西住まいセンター 千葉県船橋市前原西2-12-7　津田沼第一生命ビル3階 50

千葉北住まいセンター 千葉県柏市柏4-8-1　柏東口金子ビル５階 30

花見川団地管理サービス事務所 千葉県千葉市花見川区花見川2-38-101 30

横浜住まいセンター 神奈川県横浜市西区北幸１－１－８　エキニア横浜７階 100

神奈川西住まいセンター 神奈川県藤沢市藤沢４６２　日本生命藤沢駅前ビル９階 70

横浜南住まいセンター 神奈川県横浜市港南区港南台３－３－１　港南台２１４ビル 20

ＵＲ新宿営業センター 東京都新宿区西新宿６－５－１　新宿アイランドタワー　２階 5

ＵＲ八重洲営業センター 東京都中央区八重洲１-６-６　八重洲センタービル　１階 5

UR賃貸住宅港北サービスセンター 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-1-3　ショッピングセンターあいたい５階 50

中山駅前ハイツ現地案内所 神奈川県横浜市緑区中山町329-1-6-105 20

本牧エリア現地案内所 神奈川県横浜市中区本牧原21-6-108 50

星ヶ丘現地案内所 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷３－１星ヶ丘パークランドつぐみ台7号棟101号室 20

保土ヶ谷エリア現地案内所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西久保町1-4-2-115 50

左近山現地案内所 神奈川県横浜市旭区左近山1186-6-7-2-201 20

井土ヶ谷東現地案内所 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町２１５－１井土ヶ谷東2号棟1020号室 20

UR賃貸ショップ洋光台 神奈川県横浜市磯子区洋光台3-13-2-306 50

UR賃貸ショップ港南台 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1　港南台214ビル３階 50

UR賃貸ショップ相模大野モアーズ 神奈川県相模原市南区相模大野3-9-1　相模大野駅前92ビル相模大野モアーズ5階 50

奈良北団地現地案内所 神奈川県横浜市青葉区奈良町2913-1-208 20

ＵＲ賃貸ショップ日吉 神奈川県横浜市港北区日吉本町１－２－２慶月堂ビル2階 20

UR賃貸ショップ湘南 神奈川県平塚市明石町10-1　ＫＡＤＯＫＵＲＡ1階 50

UR賃貸ショップ新百合ヶ丘 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-5-1　りそな新百合ヶ丘ビル５階 50

ビューコート小港現地案内所 神奈川県横浜市中区小港町1-1-2-6-308 50

プロムナード矢部現地案内所 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321-8-806 50

ＵＲ賃貸ショップ金沢シーサイドタウン 神奈川県横浜市金沢区並木1金沢シーサイドタウン並木一丁目第一 2-4-102 50

虹ヶ丘現地案内所 神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘2-2　虹ヶ丘団地管理サービス事務所隣 50

コンフォールさがみ南現地案内所 神奈川県相模原市南区相南1-24　コンフォールさがみ南8-107号室 50

サンラフレ百合ヶ丘現地案内所 神奈川県川崎市麻生区百合丘2-6-11-301 50

東埼玉住まいセンター　総務収納課 埼玉県草加市松原１－１－６　ハーモネスタワー松原３階 100

浦和住まいセンター　総務収納課 埼玉県さいたま市南区沼影１－１０－１　ラムザタワー5階 30

西埼玉住宅管理センター 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘１－２－２７－３０１　ココネ上福岡二番館３階 80

北海道住まいセンター　お客様相談課 北海道札幌市中央区北３条西３－１－４４　ヒューリック札幌ビル５階 70

（一財）函館住宅都市施設公社 北海道函館市美原１－２６－８ 30

宮城県住宅供給公社　入居管理課 宮城県仙台市青葉区上杉１－１－２０　ふるさとビル1階 40

URコミュニティ茨城分室 茨城県つくば市竹園1－12－2　第3・ISSEIビル2階 30

（財）新潟県住宅供給公社　　事業部　賃貸住宅課 新潟県新潟市中央区新光町15番地２　新潟県公社総合ビル 30

鍋屋横丁 東京都港区芝1-7-17　住友不動産ビル３号館1F 45

ボナージュ横浜 神奈川県横浜市都筑区仲町台５－７－８ 170

アクティ目黒駅前 東京都品川区目黒1-3-2 172

シティーコート目黒 東京都品川区上大崎2-10-34 396



配送先名 住所 部数

品川シーサイドビュータワー管理サービス事務所 東京都品川区東品川四丁目１２－９ 540

ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ21 ｲｰｽﾄﾀﾜｰｽﾞ 東京都中央区佃2-2 541

ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ21 新川 東京都中央区新川2-27-4 381

ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ21 ｲｰｽﾄﾀﾜｰｽﾞⅡ 東京都中央区佃2-1-2 584

花川中央 北海道石狩市花川北３条３－４－１６ 566

大麻宮町 北海道江別市大麻宮町４－５ 425

大麻園町 北海道江別市大麻園町３４－１８ 451

大麻中町 北海道江別市大麻宮町４－５ 112

北広島駅前 北海道北広島市栄町１－２ 142

北広島北進町 北海道北広島市北進町２－１ 293

北広島若葉町 北海道北広島市若葉町２－１ 202

薄野 北海道札幌市中央区北３条西３－１－４４ヒューリック札幌ビル５階 56

南三条第一 北海道札幌市中央区南３条西２－６ 113

あけぼの 北海道札幌市南区真駒内曙町１－1-３２ 1253

円山北町 北海道札幌市中央区北６条西２８－２－１ 142

札幌豊平 北海道札幌市豊平区豊平４条１－３ 118

札幌菊水 北海道札幌市白石区菊水５条１－８－１４ 92

札幌琴似 北海道札幌市中央区北３条西３－１－４４ヒューリック札幌ビル５階 114

五輪 北海道札幌市南区真駒内緑町４－１ 839

札幌南三条第二 北海道札幌市中央区南３条西８－７ 114

札幌北十二条 北海道札幌市中央区北１２条西２３－１－２ 73

札幌南三条第三 北海道札幌市中央区南３条西１１－３３０－２ 172

札幌北二十四条 北海道札幌市北区北２４条西６－１－７ 172

札幌本郷 北海道札幌市白石区本郷通３丁目北２ 142

札幌琴似第二 北海道札幌市西区琴似２条７－１－３５ 142

札幌月寒中央通 北海道札幌市豊平区月寒中央通１０－６－３４ 71

札幌平岸 北海道札幌市豊平区平岸６条１０－１－５８－１ 118

東札幌六条 北海道札幌市白石区東札幌６条３－１－１ 488

西月寒 北海道札幌市豊平区月寒西４－９－３－２ 211

北一条 北海道札幌市中央区北３条西３－１－４４ヒューリック札幌ビル５階 46

澄川 北海道札幌市南区澄川６条３－２－５ 398

札幌北十一条 北海道札幌市東区北１１条東７－１ 142

羊ヶ丘 北海道札幌市豊平区月寒東２－１７－１－２ 122

札幌北十条 北海道札幌市東区北１０条東７－１－１０－１ 92

札幌狸小路 北海道札幌市中央区南２条西１０ 119

菊水三条 北海道札幌市白石区菊水３条－５－２ 239

新木の花 北海道札幌市豊平区平岸１条４－３－２ 242

函館湯の川 北海道函館市湯川町１－１６－１８ 78

函館赤川通り 北海道函館市美原４－１５ 223

仙台花壇 宮城県仙台市青葉区花壇３－２ 98



配送先名 住所 部数

仙台桜ヶ岡 宮城県仙台市青葉区上杉１－１－２０ふるさとビル１階 240

仙台中山 宮城県仙台市青葉区中山８－１４－２ 105

仙台外記丁 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目３番９ 140

黒松 宮城県仙台市泉区黒松３－２－３ 365

将監 宮城県仙台市泉区将監９－１－７ 350

将監 宮城県仙台市泉区将監９－２－１ 280

仙台榴ヶ岡 宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目４番２２号 135

仙台幸町 宮城県仙台市宮城野区幸町３－６－３ 460

仙台鶴ヶ谷 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷２－５－２ 225

仙台鶴ヶ谷 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷２－５－１４ 255

仙台鶴ヶ谷五丁目 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷５－２３－１０ 350

ﾀｳﾝﾊｳｽ鶴ヶ谷西 宮城県仙台市青葉区上杉１－１－２０ふるさとビル１階 42

仙台宮城野 宮城県仙台市宮城野区東宮城野４－２ 220

仙台宮城野 宮城県仙台市宮城野区東宮城野４－３ 200

仙台沖野 宮城県仙台市若林区沖野６－６－５ 150

合計 17,372


