
 

 

 

 

 

蛍光管等の購入（南多摩住まいセンター） 
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 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ南多摩住まいセンター

の物品購入等の契約に係る入札公告（平成 30年 2月 6日付）に基づく入札については、関

係法令及びこの入札説明書によるものとする。 

 

 

１ 入札等実施要領 

２ 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務 

３ 入札心得書 

４ 使用印鑑届及び委任状（様式） 

５ 入札書及び封筒（様式） 

６ 内訳明細書（様式） 

７ 単価契約書（案） 

８ 仕様書 

９ 提出書類 

   

 

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者  

株式会社ＵＲコミュニティ 南多摩住まいセンター 
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1 入札等実施要領 

１ 契約担当役等の氏名及び名称 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ南多摩住まいセンター 

センター長 中村 景介 

 

２ 調達内容 

（1） 件名 

   蛍光管等の購入（南多摩住まいセンター） 

（2） 調達案件の仕様等 

仕様書による。 

（3） 履行期間 

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで 

（4） 納入場所 

仕様書による。 

（5） 入札方法 

イ 入札金額は、仕様書に示した品目の予定数量に見積もった単価を乗じた総価とし、

調達物品本体価格のほか納入までの一切の諸経費を含んだ総価を５ 入札書及び

封筒（様式）に示す入札書に記載するものとし、入札書（見積書）には６ 内訳明

細書（様式）に示す内訳書を添付すること。（この内訳書に記載された単価を契約

単価とする。） 

内訳書に記載の総額と入札書に記載の入札金額に差異があった場合及び内訳書

の記載に間違いがあった場合、当該入札書は無効とする。 

なお、予定数量は、過去の発注実績を基に算出した数量であり、発注量を約

束するものではない。 

ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 8に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分の 100に

相当する金額を入札書に記載すること。 

 

３ 入札保証金及び契約保証金 

免除 

 

４ 質問書の提出及び回答 
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（１）入札、仕様等に対する質問は、「質問書（任意様式）」を提出すること。（ＦＡＸ可） 

   イ 提出期限：平成 30年 2月 26日（月）17時 00分 

     ＦＡＸの場合は、質問書の送信後、送付した旨を電話で連絡すること。 

ロ 提出先：〒206-0025 東京都多摩市永山 1丁目 5番 ﾍﾞﾙﾌﾞ永山 6階 

          独立行政法人都市再生機構業務受託者 

          株式会社ＵＲコミュニティ 南多摩住まいセンター 

お客様相談課 

                   電話 042-373-1711   FAX 042-373-3271 

（２）質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。 

  イ 閲覧期間：平成 30年 3月 1日（木）から平成 30年 3月 7日（水）まで 

        （ただし、土曜、日曜及び祝日を除く毎日、9 時 15 分から 17 時 40 分まで（最終

日は 17時 00 分まで）） 

  ロ 閲覧場所 ： 〒206-0025 東京都多摩市永山 1丁目 5番 ﾍﾞﾙﾌﾞ永山 6階 

           独立行政法人都市再生機構業務受託者 

           株式会社ＵＲコミュニティ 南多摩住まいセンター 

 

５ 競争参加資格確認申請書の提出 

（１） 提出書類：９ 提出書類参照。 

（２） 提出期限：平成 30年 2月 19日（月）17時 00分  

ただし、郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。 

（３） 提出場所：〒206-0025 東京都多摩市永山 1丁目 5番 ﾍﾞﾙﾌﾞ永山 6階 

           独立行政法人都市再生機構業務受託者 

          株式会社ＵＲコミュニティ 南多摩住まいセンター 

 

６ 入札手続等 

（１）  競争参加資格の確認通知等 

イ 競争参加資格の確認通知 

   競争参加資格確認申請書を提出した者について、当センターにおいて審査を行い、

本入札に参加する資格を有する者を選定し、平成 30 年 2 月 26 日（月）までにその旨

を通知する。 

   ただし、競争参加資格確認申請書提出時点において参加資格を満たしていても、そ

の後開札の時までの期間に独立行政法人都市再生機構から指名停止措置を受けた者は

選定しない。 

また、選定を行った後、指名停止措置を受けた場合には、選定を取り消し、その旨

を当該者に通知する。なお、選定しなかった者に対しては、その旨及びその理由を通

知する。 
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  ロ 苦情申立て 

競争参加資格確認申請書を提出した者のうち、イで競争参加資格がないと認められ

た者は、通知した日の翌日から起算して５日（行政機関の休日に関する法律（昭和 63

年法律第 91号）第１条に規定する行政機関の休日（以下｢休日｣という。）を含まない。）

以内に、書面により、当センターに対して参加資格がないと認めた理由についての説

明を求めることができる。 

当センターは、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、

説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日以内（休日を含まない。）に

書面により回答する。 

（２）  入札手続及び落札者の決定 

 （１）イにより競争参加資格を有すると当センターが認めた者との間で、入札を行う。 

イ 入札書の提出期限及び場所 

平成 30年 3月 7日（水）17時 00分  

（郵送の場合書留郵便とし、同日同時刻必着のこと。） 

〒206-0025 東京都多摩市永山 1丁目 5番 ﾍﾞﾙﾌﾞ永山 6階 

独立行政法人都市再生機構業務受託者  

株式会社ＵＲコミュニティ 南多摩住まいセンター  

ロ 開札の日時及び場所 

平成 30年 3月 8日（木）10時 00分   

独立行政法人都市再生機構業務受託者  

株式会社ＵＲコミュニティ 南多摩住まいセンター 入札室 

（３）  再公募の実施 

本件業務において、入札に参加する者が独立行政法人都市再生機構の関係法人１

者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。 

 

７ 契約手続に使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

８ 支払条件 

契約書案による。 

 

９  問合せ先 〒206-0025 東京都多摩市永山 1丁目 5番 ﾍﾞﾙﾌﾞ永山 6 階 

    独立行政法人都市再生機構業務受託者 

    株式会社ＵＲコミュニティ 南多摩住まいセンターお客様相談課 

    電話 042-373-1711 （番号案内「４」）（業務時間 月～土 9：15～17：40 ） 
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２ 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務 

１ 競争参加資格 

(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。 

イ 契約を締結する能力を有しない者 

ロ 破産者で復権を得ない者 

ハ 入札書受領期限の日から起算して 2年前の日以降において、次の掲げる者の一に該

当している者。これを代理人、支配人として使用する者についてもまた同様とする。 

(イ) 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件及び財産の品質若しく

は数量に関して不正の行為をした者 

(ロ) 公正な競争の執行を妨げた者又公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得

るために連合した者 

(ハ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

(ニ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

(ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

(ヘ) (イ)～(ホ)に該当する事実があった後 2 年を経過しない者を契約の履行に当

たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

(ト) (イ)～(へ)に該当する者を入札代理人として使用する者 

(チ) 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者 

(リ) 不誠実な入札又は見積りをなしたと認められる者 

ニ 入札書受領期限の日において、独立行政法人都市再生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措置を受けている者 

ホ 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 

ヘ 会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続きをしている者 

ト 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に

属する者で組織される団体、法人で当該業務の請負業者として適当でないと当社が認

める者 

(2)  次の要件を満たしていること。 

イ 独立行政法人都市再生機構東日本地区における平成 29･30 年度物品購入等の契約

に係る競争参加資格審査において、開札の時までに業種区分「物品販売」の資格

を有すると認定された者であること。 

  なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認資料の提出より前に「物 

品購入等の契約に係る競争参加資格審査」の申請を行い、開札時には認定を受けてい 

ること。「物品購入等の契約に係る競争参加資格審査」の申請等に関する問合せ先は次 

のとおり。 

〒163-1382 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー19階 
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独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部経理課 

電話 03-5323-3171 

（土曜、日曜及び祝日を除く毎日、9 時 15 分から 17 時 40 分まで。ただし、12

時から 13時までを除く。） 

 

２ 競争参加者に求められる義務 

(1)  競争参加者は、上記１（２）の資格を有することを証明するため、1 入札等実施

要領５（２）に定める日時までに、競争参加資格確認申請書（様式１－１）に必要

書類を添えて提出しなければならない。 

(2)  (1)の提出後、１ 入札等実施要領６（１）イにより競争参加資格の確認通知を受

けた者は、５ 入札書及び封筒(様式)に示す入札書を１ 入札等実施要領６（２）イ

に定める提出期限までに提出しなければならない。 

(3) 入札は総価格によって行う。入札に当たっては、入札書とは別に６ 内訳明細書

(様式)に示す、総価格の記載された内訳明細書を作成し、入札書とともに封入

すること（この内訳明細書に記載された単価を契約単価とする。）。内訳明細書

には商号又は名称並びに住所及び業務名称を記載するとともに、入札書と同じ

く押印すること。内訳明細書に記載の総額と入札書に記載の入札金額に差異が

あった場合及び内訳明細書の記載に間違いがあった場合、当該入札書は無効と

する。なお、予定数量は、当該業務を実施する各団地の状況や当センターの事

業上の理由により変動するものであり、発注量を約束するものではない。 

（4） 提出された書類等は、当センターにおいて審査するものとし、仕様書に照らし採

用し得ると判断した書類等を添付した場合のみを開札対象とする。 

 

３ その他 

(1)   契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。 

(2)   入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。 

(3)   当センターに提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することは

ない。 

(4)  当センターに提出された書類は返却しない。 

(5)   当センターに一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。 

(6)   提出書類等に虚偽又は不正な記載をした者の入札は無効とする。 

(7)   競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時

において上記１の資格のない者は、落札対象としない。 
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３ 入札心得書 

入札心得書（物品購入等） 

 

  （目的） 

第１条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ（以下「ＵＲコ

ミュニティ」という。）が締結する蛍光管等の購入（南多摩住まいセンター）の契約に係

る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定める

もののほか、この心得書の定めるところにより行う。 

（入札等） 

第２条 一般競争に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、入札説明

書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。

この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明

を求めることができる。 

２ 入札書及び内訳書明細は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、１ 入札等実

施要領６（２）①に示した期限までに提出しなければならない。 

３ 前項の入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、封筒は

二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札日時を記載し

た中封筒に入札書及び内訳明細書のみを入れ、入札書の提出期限までに発注者あての

親書で提出しなければならない。（送付先は、１ 入札等実施要領６（２）イのとお

り。） 

４ 前項の入札書及びその他の書類について、１ 入札等実施要領６（２）イに示した

時刻までに到着しないものは無効とする。 

５ 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならな

い。 

６ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の

代理をすることはできない。 

７ 入札書には、総額を記載するものとする。なお根拠資料として、総価格の記載され

た内訳明細書を作成し、入札書とともに封入すること。なお、内訳明細書には商号又

は名称を記載するとともに、入札書と同じく押印すること。 

８ 入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をも

って落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

9 入札参加者等は、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
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る者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、

入札書の提出をもって誓約したものとする。 

（入札の辞退） 

第２条の２ 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退すること

ができる。 

一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は郵

送（入札執行日の前日までに到着するものに限る。）して行う。 

二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する

者に直接提出して行う。 

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受け

るものではない。 

（公正な入札の確保） 

第２条の３ 入札参加者は、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）等に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格

又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開

示してはならない。 

（内訳明細書） 

第３条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の内訳明細書を用意しておかなければ

ならない。 

（入札の取りやめ等） 

第４条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に

執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、

又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

（入札書の引換の禁止） 

第５条 入札参加者は、入札書をいったん提出した後は、開札の前後を問わず、引換え、

変更又は取消しをすることはできない。 

（入札の無効） 

第６条 次の各号の一に該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加する

ことはできない。 

一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき 

二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき 

三 入札金額の記載を訂正したとき 

四 入札書の金額と内訳明細書の金額が一致しないとき 

五 入札書に添付された内訳明細書の計算が誤っていたとき 
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六 入札者（代理人を含む。）の記名押印のないとき又は記名（法人の場合はその名

称及び代表者の記名）の判然としないとき 

七 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって

入札を行ったとき 

八 １人で同時に２通以上の入札書をもって入札を行ったとき 

九 明らかに連合によると認められるとき 

十 第２条第９項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 

十一 前各号に掲げる場合のほか、当センターの指示に違反し、若しくは入札に関す

る必要な条件を具備していないとき 

（開札等） 

第７条 開札は、入札公告に示した場所及び日時に、入札者又はその代理人を立ち会わ

せて行うものとする。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事

務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 

（落札者の決定） 

第８条 落札者の決定は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内である者のうち、入札

価格の最も低い者を落札者とする。 

（再度の入札） 

第９条 開札の結果、落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。この場合に

おいて、入札をした者又はその代理人のすべてが出席している場合にあっては直ちに、

その他の場合にあっては別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。 

２ 前項の再度の入札は、原則として１回を限度とする。 

（同価の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定） 

第10条 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札

者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを

引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ

て落札者を決定するものとする。 

（入札参加者の制限） 

第11条 次の各号の一に該当する者は、その事実のあった後２年間競争入札に参加する

ことができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても

また同様とする。 

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正

の行為があった者 

二 独立行政法人都市再生機構の業務に関し、贈賄等刑法その他法令に定める罰則に

ふれる行為又は不正若しくは不誠実等の行為をした者 

三 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得る

ために連合した者 
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四 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者 

五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

七 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当た

り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

八 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者 

九 不誠実な入札をなしたと認められた者 

（契約書の提出） 

第12条 落札者は、落札決定の日から７日以内に契約書を提出しなければならない。た

だし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 

２ 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは当該落札はその効力を失う。 

（異議の申立） 

第13条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等について

の不明を理由として異議を申立てることはできない。 

 以 上 
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４ 使用印鑑届及び委任状（様式） 

入札に係る提出書類について 

 

１  代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、

実印の印影照合を行うため、使用印鑑届（実印を使用印とする場合も含む）

及び印鑑証明書正本（原本発行日から３か月以内）を提出してください。 

（一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 

（最長２年間））。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してくださ

い。 

 

２  代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年

間委任状及び印鑑証明書正本（原本発行日から３か月以内）を提出してくだ

さい。（一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効で

す。（最長２年間））。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してくだ

さい。 

 

３  入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してくださ

い。 

一 代表者本人が入札される場合：名刺など本人を確認できる書類を提出し

てください。  

 

二 代理人の方が入札される場合：委任状（年間委任状を提出した復代理人

を含む）及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 

 

名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身

分証明証（健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者

証など）で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。 

 

名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、

入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。 

 

なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せ

ず、厳重に取扱います。 

以 上 
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使 用 印 鑑 届 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使

用する印鑑としてお届けします。 

 

 

年   月   日 

 

 

住 所 

商号又は名称 

代 表 者                 印 

 

 

 

 殿 

 

 

 

注１ 本届には、印鑑証明書（原本・発行日から３か月以内）を添付すること。なお、

委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は１

部で足りる。 

２ 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、

記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を

変更する場合もその旨届け出ること。 

使用印 実印 
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使 用 印 鑑 届 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使

用する印鑑としてお届けします。 

 

 

年   月   日 

 

 

住 所  ○○○○○○○○○○○ 

商号又は名称  ○○○○株式会社 

代 表 者  代表取締役 ○○ ○○ 印                        

 

 

 

独立行政法人都市再生機構 ○○ 

○○長 ○○ ○○ 殿 

 

 

 

注１ 本届には、印鑑証明書（原本・発行日から３か月以内）を添付すること。なお、

委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は１

部で足りる。 

２ 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、

記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を

変更する場合もその旨届け出ること。 

 

使用印 実印 

記載例 

提出日 

実印 

使用印を届け出る機構の組織・組織の

長の役職及び氏名 
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委 任 状 

 
私は              を代理人と定め、独立行政法人都市再生機

構業務受託者ＵＲコミュニティ南多摩住まいセンターの発注する「蛍光管等の

購入（南多摩住まいセンター）」に関し、下記の権限を委任します。 

 

記 

 

 １．入札に関する一切の件 

 

 ２．  

 

代理人使用印鑑  

 

 

   平成    年    月    日 

 

 

住 所 

商号又は名称 

氏 名                印 

   

                   

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ南多摩住まいセンター 

 センター長 中村 景介 殿 
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５ 入札書及び封筒（様式） 

入 札 書 

 

    

金         円也（税抜） 
 

 

ただし、蛍光管等の購入（南多摩住まいセンター） 

 

入札心得書（物品購入等）及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札しま

す。 

 

 

   平成  年    月  日 

 

 

 

 

住 所 

                商号又は名称 

                氏 名                印 

   

                代理人                印 

 

 

 

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 南多摩住まいセンター 

 センター長  中村 景介 殿 
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 表             裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委任している場合は、代理人の氏名及び印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
業
務
受
託
者 

 
 

株
式
会
社
Ｕ
Ｒ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

 

 
 
 

南
多
摩
住
ま
い
セ
ン
タ
ー
長 

中
村 

景
介
殿 

 
 

（
件
名
…
蛍
光
管
等
の
購
入
（
南
多
摩
住
ま
い
セ
ン
タ
ー
） 

 
 
 

入
札
書
） 

  
 

 

   

所
在
地 

会
社
名 

氏 

名 

印 

印 

印 
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６ 内訳明細書（様式） 

内訳明細書 

 

総 額          円 
 

  ［税抜］ 

NO. 品名 規   格 
数量 

（Ａ） 

単価 

（Ｂ） 

予定額 

（Ａ）×（Ｂ） 

1 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL6W 10   

2 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL10W 6,060   

3 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL15W 180   

4 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL20SW 720   

5 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL30SW 20   

6 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL40SW 20   

7 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL20SSW 850   

8 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL40SSW 10   

9 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL65SSEX 10   

10 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 環形 FCL20W 20   

11 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 環形 FCL30W 30   

12 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 環形 FCL40W 20   

13 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 環形スリム FHC20EN 10   

14 ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾀ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FLR20SW 10   

15 ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾀ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FLR40SW 70   

16 ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾀ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FLR110H 10   

17 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本管形 FDL9EX 10   

18 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本管形 FDL13EX 20   

19 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本管形 FDL18EX 30   

20 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本管形 FDL27EX 370   

21 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL6EX 10   

22 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL9EX 10   

23 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL13EX 60   

24 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL18EX 10   
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NO. 品名 規   格 
数量 

（Ａ） 

単価 

（Ｂ） 

予定額 

（Ａ）×（Ｂ） 

25 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL27EX 10   

26 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL36EX 20   

27 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML9EX 30   

28 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML13EX 40   

29 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML18EX 190   

30 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML27EX 10   

31 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML36EX 10   

32 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML55EX 10   

33 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHT16EX 20   

34 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHT24EX 30   

35 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHT32EX 70   

36 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHT42EX 60   

37 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHP23 20   

38 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHP32 20   

39 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ（ｱﾏﾙｶﾞﾑﾀｲﾌﾟ） DULUX FHT57EX-N 130   

40 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（Hf型） FHF16EX 70   

41 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（Hf型） FHF32EX 130   

42 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（電球型） EFA15 10   

43 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（電球型） EFD10 10   

44 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（電球型） EFD15 590   

45 白熱電球（シリカ電球） LW100V36W 1   

46 白熱電球（シリカ電球） LW100V54W 1   

47 白熱電球（シリカ電球） LW100V90W 1   

48 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ LDS110V36WWK 40   

49 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ KR100/110V22W 1   

50 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ KR100/110V36W 1   

51 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ KR100/100V54W 30   

52 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ KR100/100V90W 1   

53 白熱電球 ﾎﾞｰﾙ電球 G50E17 100/110V-40W 1   

54 白熱電球 ﾎﾞｰﾙ電球 G50E26 100/110V-40W 20   

55 白熱電球 ﾎﾞｰﾙ電球 GW100V-95W/95 20   

56 白熱電球 非常灯用電球 PIL12V40WS35E17 1   

57 白熱電球 非常灯用電球 PIL14.4V40WS35E17 1   
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NO. 品名 規   格 
数量 

（Ａ） 

単価 

（Ｂ） 

予定額 

（Ａ）×（Ｂ） 

58 ﾚﾌﾗﾝﾌﾟﾐﾆ形(屋内用） RF110V40WR45E17 1   

59 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB4.8V13W 1   

60 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB3.6V9W 1   

61 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB10.8V30W 1   

62 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB8.4V30W 1   

63 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB12V23W 1   

64 ハロゲンランプ J110V500W 1   

65 蛍光水銀ランプ HF40X 10   

66 蛍光水銀ランプ HF80X 1   

67 蛍光水銀ランプ HF100X 20   

68 蛍光水銀ランプ HF200X 10   

69 蛍光水銀ランプ HF250X 10   

70 蛍光水銀ランプ HF400X 10   

71 バラストレス水銀ランプ BH100-110V/100WWN 10   

72 バラストレス水銀ランプ BH100-110V/100WCN 10   

73 高圧ナトリウムランプ NHT50FSD 1   

74 高圧ナトリウムランプ NHT70FSD 10   

75 高圧ナトリウムランプ NHT100SDX 1   

76 高圧ナトリウムランプ NHT140SD 10   

77 高圧ナトリウムランプ K-HICA250F・G 10   

78 フィリップスマスターカラー CDM-Ｔ35W/830PAR20 10 30   

79 フィリップスマスターカラー CDM-TP70W 10   

80 点灯管 P形口金  FG1P・FG4P 50   

81 点灯管 E形口金  FG1E・FG7E 7,950   

82 高輝度放電灯 MT150CE LWK 60   

83 高輝度放電灯 MT70CE LW 50   

84 ハタヤリミテッド蛍光ランプ KC-52（4個ｾｯﾄ） 10   

 合計 円 
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(注１)内訳書に記載の総額と入札書に記載の入札金額に差異があった場合及び内訳書の記

載に間違いがあった場合、当該入札書は無効とする。 

(注２)予定数量は、過去の発注実績を基に算出した数量であり、発注を約束するもので

はない。 

(注３)入札書と同じ封筒に封入すること。 

 

 

住所                   

商号又は名称               

代表者                   印 

 

                 代理人                   印 
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７ 単価契約書（案）  

単 価 契 約 書 

 

 

１ 契 約 名 称    蛍光管等の購入（南多摩住まいセンター） 

２ 契 約 期 間    平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 

 

 

 発注者独立行政法人都市再生機構業務受託社株式会社ＵＲコミュニティと受注者 

                 は頭書の物品（以下「物品」という。）の売買

に関する契約を次のとおり締結する。 

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。 

 

 

  平成    年    月    日 

 

 

 

 

       発注者 住 所 東京都多摩市永山１丁目５番 ベルブ永山６階 

氏 名 独立行政法人都市再生機業務受託者 

    株式会社ＵＲコミュニティ 南多摩住まいセンター 

     センター長  中村 景介            印 

 

 

 

         受注者 住 所 

           氏 名                        印 
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（総則） 

第１条 発注者は、別紙１の仕様書に定める物品をこの契約に定める条件で受注者から

買い受け、受注者は、これを売り渡すものとする。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

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ときは、この限りではな

い。 

（再委託等の制限） 

第３条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、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ときは、この限

りではない。 

（発注手続） 

第４条 発注者は、物品を受注者に発注するときは、その都度、その物品の種類、規格、

数量、納入場所及び納入期限を記載した発注者所定の注文書（以下「注文書」という。）

を受注者に対して発行するものとし、受注者は、この注文書に基づき物品を納入する

ものとする。 

（納入期限の延長） 

第５条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された納入期限（以下

「納期」という。）内に、当該注文書に基づく物品を納入することができないときは、

あらかじめ、発注者に届け出て、納期を延長することができる。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。 

（危険負担） 

第６条 物品の納入に当たり、次条第１項の発注者の確認（同条第３項の再検査がある

場合には、当該再検査）の前に生じた損害は、受注者がこれを負担するものとする。 

（検査） 

第７条 受注者は、注文書に基づく物品の納入後、直ちに発注者に届け出て、その物品

について、発注者の確認を受けなければならない。 

２ 発注者は、前項の確認（以下「検査」という。）を同項の規定による届出を受けた

日から起算して10日以内に行うものとする。 

３ 受注者は、検査の結果、不合格となり、発注者から修正又はやり直しを命ぜられた

ときは、発注者の指定する日までに代品を納入し、発注者の再検査を受けなければな

らない。この場合、再検査の期限については、前項の規定を準用する。 

４ 検査又は前項の再検査に合格した日をもって、注文書に基づく物品の納入は完了し

たものとし、当該物品は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。 

（瑕疵担保責任） 

第８条 受注者は、前条第４項に規定する注文書に基づく物品の引渡日から１年間当該
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物品の瑕疵を補修するものとする。 

（売買代金） 

第９条 発注者は、第７条第４項の規定により物品の引渡しが完了したときは、当該物

品の対価（以下「売買代金」という。）として、別紙２の単価表に基づき算定した額

を受注者に支払うものとする。 

２ 受注者は、売買代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求

書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30

日以内に、これを受注者に支払うものとする。 

３ 発注者がその責めに帰すべき理由により第７条第２項の期間内に検査又は同条第

３項の再検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査又は再検

査を行った日までの日数は、前項の期間（以下「約定期間」という。）の日数から差

し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるとき

は、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみな

す。 

（単価の改定） 

第10条 物価に変動があり、前条１項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と

受注者とが協議の上、これを改定することができる。 

（延滞金） 

第11条 受注者の責めに帰する理由により、受注者が納期内に注文書に基づく物品を納

入しない場合において、納期経過後相当期間内に納入する見込みがあると発注者が認

めたときは、発注者は、受注者から延滞金を徴収して、当該納期を延長することがで

きる。 

２ 前項の延滞金は、その延滞日数に応じ、同項の注文書に基づく売買代金に対し、年

（365日当たり）５パーセントの割合で計算した金額とする。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第11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、本契約期間中に発注した総額の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。）。 
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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。 

（支払遅延利息） 

第12条 受注者は、発注者がその責めに帰する理由により約定期間を超えて売買代金の

支払いを行った場合には、その遅延日数に応じ、当該支払額に対し、年（365日当た

り）2.7パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として発注者に請求することが

できる。 

（発注者の解除権） 

第13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るときは、催告によ

らないで、この契約を解除することができる。 

一 受注者の責めに帰する理由により、納期内又は納期経過後相当期間内に注文書に

基づく物品を納入する見込みがないとき。 

二 第２条、第３条又は第８条の規定に違反したとき。 

三 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。 

四  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
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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。(ﾁ) 

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。 

（契約が解除された場合の違約金） 

第13条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者は、契約単価に予定数量を

乗じた額の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 

（発注者の都合による解除） 

第14条 発注者は、第l3条各号の場合のほか、発注者の都合により、この契約を解除す
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ることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により契約を解除するときは、少なくとも１か月前までに、

書面により受注者に通知しなければならない。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者が損害を被ったと

きは、発注者は、これ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。 

（相殺） 

第15条 発注者は、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、更に追徴するものとする。 

（協議事項） 

第16条 この契約に定めが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。 

 

 

（別紙１） 仕様書 

（別紙２） 単価表 
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別紙２ 

単  価  表 

      ［税抜］ 

NO. 品   名 規   格 単価（円/個） 

1 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL6W  

2 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL10W  

3 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL15W  

4 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL20SW  

5 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL30SW  

6 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL40SW  

7 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL20SSW  

8 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL40SSW  

9 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL65SSEX  

10 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 環形 FCL20W  

11 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 環形 FCL30W  

12 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 環形 FCL40W  

13 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 環形スリム FHC20EN  

14 ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾀ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FLR20SW  

15 ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾀ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FLR40SW  

16 ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾀ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FLR110H  

17 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本管形 FDL9EX  

18 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本管形 FDL13EX  

19 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本管形 FDL18EX  

20 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本管形 FDL27EX  

21 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL6EX  

22 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL9EX  

23 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL13EX  

24 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL18EX  

25 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL27EX  

26 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL36EX  

27 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML9EX  

28 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML13EX  

29 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML18EX  
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NO. 品   名 規   格 単価（円/個） 

30 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML27EX  

31 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML36EX  

32 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML55EX  

33 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHT16EX  

34 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHT24EX  

35 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHT32EX  

36 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHT42EX  

37 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHP23  

38 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHP32  

39 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ（ｱﾏﾙｶﾞﾑﾀｲﾌﾟ） DULUX FHT57EX-N  

40 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（Hf型） FHF16EX  

41 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（Hf型） FHF32EX  

42 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（電球型） EFA15  

43 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（電球型） EFD10  

44 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（電球型） EFD15  

45 白熱電球（シリカ電球） LW100V36W  

46 白熱電球（シリカ電球） LW100V54W  

47 白熱電球（シリカ電球） LW100V90W  

48 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ LDS110V36WWK  

49 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ KR100/110V22W  

50 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ KR100/110V36W  

51 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ KR100/100V54W  

52 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ KR100/100V90W  

53 白熱電球 ﾎﾞｰﾙ電球 G50E17 100/110V40W  

54 白熱電球 ﾎﾞｰﾙ電球 G50E26 100/110V40W  

55 白熱電球 ﾎﾞｰﾙ電球 GW100V-95W/95  

56 白熱電球 非常灯用電球 PIL12V40WS35E17  

57 白熱電球 非常灯用電球 PIL14.4V40WS35E17  

58 ﾚﾌﾗﾝﾌﾟﾐﾆ形(屋内用） RF110V40WR45E17  

59 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB4.8V13W  

60 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB3.6V9W  

61 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB10.8V30W  

62 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB8.4V30W  

63 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB12V23W  
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NO. 品   名 規  格 単価（円/個） 

64 ハロゲンランプ J110V500W  

65 蛍光水銀ランプ HF40X          

66 蛍光水銀ランプ HF80X  

67 蛍光水銀ランプ HF100X  

68 蛍光水銀ランプ HF200X  

69 蛍光水銀ランプ HF250X  

70 蛍光水銀ランプ HF400X  

71 バラストレス水銀ランプ BH100-110V/100WWN  

72 バラストレス水銀ランプ BH100-110V/100WCN  

73 高圧ナトリウムランプ NHT50FSD  

75 高圧ナトリウムランプ NHT70FSD  

76 高圧ナトリウムランプ NHT100SDX  

77 高圧ナトリウムランプ NHT140SD  

77 高圧ナトリウムランプ K-HICA250F・G  

78 フィリップスマスターカラー CDM-Ｔ35W/830PAR20 10  

79 フィリップスマスターカラー CDM-TP70W  

80 点灯管 P形口金  FG1P・FG4P  

81 点灯管 E形口金  FG1E・FG7E  

82 高輝度放電灯 MT150CE LWK  

83 高輝度放電灯 MT70CE LW  

84 ハタヤリミテッド蛍光ランプ KC-52（4個ｾｯﾄ）  

 ※蛍光ランプの色については、注文の際指定することとする。  
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８ 仕様書 

別紙１ 

仕 様 書 
 

１  件名 

    蛍光管等の購入（南多摩住まいセンター） 

 

２  対象品目及び予定数量 

     仕様書別紙１「対象品目一覧表」のとおり。 

     なお、予定数量は発注者の過去の購入実績を基に算出した数量であり、購入を確約

した数量ではない。 

 

３ 仕様 

  JIS・JEL規格品、JIL適合品、グリーン購入法適合品であること。 

 

４ 納品場所 

  仕様書別紙２「納品場所一覧表」のとおり。 

 

５  発注手続 

  発注者から受注者に、仕様書別紙３「注文書（様式）」をファックス又は送付すること

により行う。 

  なお、発注者より「注文書（様式）」を受領した際は、受領書をファックスにて返送す

ること。 

 

６  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。 

 

７  納品方法 

  （１）  納品は、発注者の指定する場所（仕様書別紙２「納品場所一覧表」）へ直接行うこ

と。 

  （２）  納品する商品には、発注部署名、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、発注部署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
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やかに且つ適切に対応すること。 

 

８  請求書等 

     請求書は、発注部署に直接提出すること。 

 

９  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

注者受注者協議の上、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、故障した場合に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。 

 

以  上 
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対象品目一覧表 

仕様書別紙１ 

 

NO. 品名 規   格 
数量 

（Ａ） 

1 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL6W 10 

2 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL10W 6,060 

3 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL15W 180 

4 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL20SW 720 

5 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL30SW 20 

6 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL40SW 20 

7 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL20SSW 850 

8 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL40SSW 10 

9 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FL65SSEX 10 

10 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 環形 FCL20W 20 

11 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 環形 FCL30W 30 

12 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 環形 FCL40W 20 

13 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 環形スリム FHC20EN 10 

14 ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾀ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FLR20SW 10 

15 ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾀ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FLR40SW 70 

16 ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾀ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 直管形 FLR110H 10 

17 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本管形 FDL9EX 10 

18 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本管形 FDL13EX 20 

19 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本管形 FDL18EX 30 

20 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本管形 FDL27EX 370 

21 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL6EX 10 

22 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL9EX 10 

23 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL13EX 60 

24 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL18EX 10 

25 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL27EX 10 

26 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 2本管形 FPL36EX 20 

27 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML9EX 30 

28 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML13EX 40 

29 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML18EX 190 

30 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML27EX 10 

31 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML36EX 10 
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NO. 品名 規   格 
数量 

（Ａ） 

32 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ 4本平行管形 FML55EX 10 

33 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHT16EX 20 

34 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHT24EX 30 

35 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHT32EX 70 

36 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHT42EX 60 

37 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHP23 20 

38 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHP32 20 

39 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟ（ｱﾏﾙｶﾞﾑﾀｲﾌﾟ） DULUX FHT57EX-N 130 

40 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（Hf型） FHF16EX 70 

41 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（Hf型） FHF32EX 130 

42 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（電球型） EFA15 10 

43 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（電球型） EFD10 10 

44 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（電球型） EFD15 590 

45 白熱電球（シリカ電球） LW100V36W 1 

46 白熱電球（シリカ電球） LW100V54W 1 

47 白熱電球（シリカ電球） LW100V90W 1 

48 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ LDS110V36WWK 40 

49 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ KR100/110V22W 1 

50 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ KR100/110V36W 1 

51 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ KR100/100V54W 30 

52 白熱電球 ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ KR100/100V90W 1 

53 白熱電球 ﾎﾞｰﾙ電球 G50E17 100/110V40W 1 

54 白熱電球 ﾎﾞｰﾙ電球 G50E26 100/110V40W 20 

55 白熱電球 ﾎﾞｰﾙ電球 GW100V-95W/95 20 

56 白熱電球 非常灯用電球 PIL12V40WS35E17 1 

57 白熱電球 非常灯用電球 PIL14.4V40WS35E17 1 

58 ﾚﾌﾗﾝﾌﾟﾐﾆ形(屋内用） RF110V40WR45E17 1 

59 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB4.8V13W 1 

60 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB3.6V9W 1 

61 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB10.8V30W 1 

62 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB8.4V30W 1 

63 ﾊﾛｹﾞﾝ電球（非常用ﾊﾛｹﾞﾝ） JB12V23W 1 

64 ハロゲンランプ J110V500W 1 
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NO. 品名 規   格 
数量 

（Ａ） 

65 蛍光水銀ランプ HF40X 10 

66 蛍光水銀ランプ HF80X 1 

67 蛍光水銀ランプ HF100X 20 

68 蛍光水銀ランプ HF200X 10 

69 蛍光水銀ランプ HF250X 10 

70 蛍光水銀ランプ HF400X 10 

71 バラストレス水銀ランプ BH100-110V/100WWN 10 

72 バラストレス水銀ランプ BH100-110V/100WCN 10 

73 高圧ナトリウムランプ NHT50FSD 1 

74 高圧ナトリウムランプ NHT70FSD 10 

75 高圧ナトリウムランプ NHT100SDX 1 

76 高圧ナトリウムランプ NHT140SD 10 

77 高圧ナトリウムランプ K-HICA250F・G 10 

78 フィリップスマスターカラー 
CDM- Ｔ 35W/830PAR20 

10 
30 

79 フィリップスマスターカラー CDM-TP70W 10 

80 点灯管 P形口金  FG1P・FG4P 50 

81 点灯管 E形口金  FG1E・FG7E 7,950 

82 高輝度放電灯 MT150CE LWK 60 

83 高輝度放電灯 MT70CE LW 50 

84 ハタヤリミテッド蛍光ランプ KC-52（4個ｾｯﾄ） 10 
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仕様書別紙２  

納品場所一覧表 

No. 団地名 住所 

1 (株)UR ｺﾐｭﾆﾃｨ南多摩住まいセンター 多摩市永山 1-5 ﾍﾞﾙﾌﾞ永山 6階 

2 豊田駅前第二 日野市多摩平 2-3-3 

3 鶴川 町田市鶴川 5、6 

4 町田山崎 町田市山崎町 2130 ほか 

5 百草 日野市百草 999、多摩市和田 1261 

6 藤の台 町田市本町田 3486 

7 高幡台 日野市程久保 650 

8 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 諏訪 多摩市諏訪 2 

9 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ グリーンメゾン諏訪 多摩市諏訪 3 

10 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 永山 多摩市永山 3、4 

11 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 永山二丁目 多摩市永山 2-3 

12 館ヶ丘 八王子市館町 1097 

13 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 貝取 多摩市貝取 2、4、5 

14 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 豊ヶ丘 多摩市豊ヶ丘 4、5、6 

15 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 豊ヶ丘二丁目 多摩市豊ヶ丘 2 

16 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 松が谷 八王子市松が谷 27、30 

17 日野大久保 日野市大坂上 4-10-1 

18 南原台 八王子市大和田 1-2 

19 成瀬駅前ハイツ 町田市成瀬 1-2-1 

20 グリーンヒル寺田 八王子市寺田町 432 

21 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ エステート鶴牧-5 多摩市鶴牧 5-1-1 

22 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ エステート貝取-1 多摩市貝取 1-45 

23 小山田桜台 町田市小山田桜台 1-10 

24 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 落合六丁目ハイツ 多摩市落合 6-1 

25 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ シティハイツ南大沢 八王子市南大沢 4-10 

26 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ エステート聖ヶ丘-2 多摩市聖ヶ丘 2-25 
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No. 団地名 住所 

27 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 諏訪一丁目ハイツ 多摩市諏訪 1-66 

28 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ メゾン聖ヶ丘-1 多摩市聖ヶ丘 1-13 

29 八王子パークヒル宇津木台 八王子市久保山町 1、2 

30 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ グリーンヒル豊ヶ丘-1、2 多摩市豊ヶ丘 1、2 

31 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ リベレ向陽台 稲城市向陽台 5-10 

32 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ ライフステージ豊ヶ丘-1 多摩市豊ヶ丘 1-58 

33 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ ベルコリーヌ南大沢 5-3 八王子市南大沢 5-3 

34 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ ベルコリーヌ南大沢 5-16 八王子市南大沢 5-16 

35 シティハイツ日野旭が丘 日野市旭ヶ丘 4-7-5 

36 町田もみじ台 町田市図師町 3-730-1 

37 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ コリナス長池 八王子市別所 2-12 

38 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ ビュープラザ向陽台 稲城市向陽台 4-4-2 

39 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ プラザ永山 多摩市永山 1-3-3 

40 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ ビスタノーレ向陽台 稲城市向陽台 6-11 

41 トワコート西八王子 八王子市台町 3-21 

42 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 長池公園せせらぎ通り北 八王子市別所 2-42 

43 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 南大沢学園二番街 八王子市上柚木 5-3 

44 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 蓮正寺公園通り二番街 八王子市別所 1-31 

45 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ エステート愛宕 多摩市愛宕 4-35-1 

46 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 長池公園せせらぎ通り南 八王子市別所 2-46 

47 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 南大沢学園四番街 八王子市上柚木 3-10 

48 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 長峰杜の一番街 稲城市長峰 3-2 

49 

 

多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ ステラ聖ヶ丘 多摩市聖ヶ丘 1-26-1 

50 グリーンヒル八王子南 八王子市子安町 3-35-22 

51 ヴェルディールみなみ野西 八王子市みなみ野 1-11-4 

52 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ 南大沢絹の道一番街 八王子市鑓水 2-81 

53 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ ビューコート若葉台 稲城市若葉台 4-33 

54 ヴェルディールふれあい通り 八王子市みなみ野 1-9 



36 

 

No. 団地名 住所 

55 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ グランピア南大沢 八王子市上柚木 2-63 

56 多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ ビューコート別所 八王子市別所 1-38-3 

57 多摩平の森 日野市多摩平 4-6 

  

 ※納品場所について発注者が別途指示する場合がある。 
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仕様書別紙３  

 

注  文  書 

 

       

              御中    

TEL       

FAX         

      ※納品日・納品場所を確認して下さい。 

件名 蛍光管等の購入について（南多摩住まいセンター） 
 

 

NO. 規格 数量 単価 金   額 消費税 計 納品団地 納品日時 

           

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

          

    発注日 平成○年○月○日  

       

     上記の通り発注いたします。 

 

株式会社ＵＲコミュニティ   

南多摩住まいセンター  

 

受領確認 

受領確認欄     受領日      受領者      備考 

             印  



38 

 

９ 提出書類 

 

（様式１－１） 

競争参加資格確認申請書 

                 
                                                平成    年    月    日 

   

    独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 南多摩住まいセンター 

センター長  中村 景介 殿 

 

 

                                       住        所 

                                       商号又は名称 

                                       代表者氏名                            印 

 

 

 

平成 30年 2月 6日付けで公示のありました「蛍光管等の購入（南多摩住まいセンタ

ー）」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331条及び第 332条の規定に該当す

る者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

 

                                       記 

 

   1 会社概要書  様式１-2（添付資料を含む。） 

2 競争参加資格認定通知書の写し 
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（様式 1-2） 

 

会  社  概  要  書 

 

称号又は名称、代表者名 

 

設 立 年 月 日 

 

本  店 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ)  
 

最 寄 り 

の 支 店 

営 業 所 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 
 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 
 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 
 

都市再生機構東日本地区 

（平成 29･30年度） 

競争参加資格物品購入等 

登録番号 

登録番号： 

注）会社案内等を添付してください。 


