
仕 様 書 

 

件名 平成 28 年度コピー用紙の購入 

 

１ 契約期間  

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで 

 

２ 納品場所 

別紙１「発注部署及び納品場所一覧表」のとおり。 

※なお、発注部署及び納品場所は平成 27 年 12 月 17 日現在のものであり、組織改編

等により新設・廃止・移転等が発生することがある。 

 

３ 使用予定数量 

  Ａ４ ：  17,108箱（2,500枚入） 

  Ａ３ ：   4,239箱（1,500枚入） 

  Ｂ４ ：     393箱（2,500枚入） 

  Ｂ５ ：     197箱（2,500枚入） 

 

※参考：別紙２「平成 28年度コピー用紙購入予定数量」のとおり 

※なお、使用予定数量は独立行政法人都市再生機構の過去の購入実績を元に算出し

た数量であり、購入を確約した数量ではない。 

 

４ 仕様 

 （１）大王製紙株式会社製 リサイクルＰＰＣ（基準品） 

  基本仕様  <試験条件：ＪＩＳ－Ｐ8111（温度 23℃±1℃、湿度 50±2％RH）>  

測定項目 単位 測定値 測定方法 

坪 量 g/㎡ 66.1 JIS-P8124 

紙 厚 μm 92.0 JIS-P8118 

ＩＳＯ白色度 ％ 68.1 JIS-P8148 

 

（２）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）第

６条に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」において定められてい

る【判断の基準】に基づく総合評価値算定式の総合評価値が 80 点以上であること。 

 （３）古紙配合率が 70％以上であること。 

（４）ＩＳＯ白色度が 68.1％以上であること。 

 （５）両面印刷が可能であること。 

 

 ５ 包装 



製品の包装が可能な限り簡易であり、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減

に配慮されていること。 

６ 証明書 

同等品申請提出時及び初回納品時に品質確認のため、製品の総合評価値及びその内

訳（指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値）が記載されたメーカーから

の品質証明書を提出すること。 

 

７ 発注方法及び納期 

(１)  発注方法はファクシミリ等による。（発注担当者が必要に応じて発注） 

(２)  納期は、発注後 3 営業日以内（※）に指定の場所へ納品すること。 

(３)  土日・祝日の発注は無いものとする。 

※宮城・福島震災復興支援本部及び岩手震災復興支援本部は、4 営業日以内 

 

 ８ 納品 

(１)  納品にかかる製品代、配送・梱包費用、サンプル提出費用等、製品の納入に関わ

る全ての費用を、受注者が負担すること。 

(２)  受注者は、製品の安定供給と、納期の遵守を行い欠品なきよう対応すること。万

が一、製品が欠品した場合、受注者は、発注者と協議の上、当該製品と同等品もし

くは、それ以上の品質のものを本件における同一条件・同一単価にて供給すること。 

(３)  納品後、商品の不良又は数量の誤り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。 

(４)  土曜日、日曜日及び祝日の納品は無いものとする。 

 

９ 請求書 

(１)  請求書は、発注部署に直接提出すること。 

(２)  発注、納品、請求先が異なる場合があり、その際受注者は、発注者の指示のもと

発注、納品、請求の対応を行うこととする。 

 

 

以 上 



納品先一覧表(平成２７年１２月１７日現在） 別紙１

部署名 住所

1 本社 総務部 会計チーム 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地１

2 本社 情報システムセンター 東京都江東区東陽二丁目

3 本社 技術研究所 東京都八王子市石川町2683-3

4
宮城・福島震災復

興支援本部
総務企画部　経理チーム 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-6-1　東武仙台第1ビル7階

5
宮城・福島震災復

興支援本部
宮城北復興住宅工事事務所 宮城県石巻市中里1-3-3　中里セントラルビル4階

6
宮城・福島震災復

興支援本部
宮城南復興住宅工事事務所 宮城県仙台市宮城野区岡4-6-1　東武仙台第1ビル6階

7
宮城・福島震災復

興支援本部
気仙沼復興支援事務所 宮城県気仙沼市東新城3-10-3

8
宮城・福島震災復

興支援本部
南三陸復興支援事務所 宮城県本吉郡南三陸町志津川字平井田85-8　2階

9
宮城・福島震災復

興支援本部
女川復興支援事務所 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原376

10
宮城・福島震災復

興支援本部
石巻復興支援事務所 宮城県石巻市東中里1-11-2

11
宮城・福島震災復

興支援本部
東松島復興支援事務所 宮城県東松島市牛網字駅前1-3-1

12
宮城・福島震災復

興支援本部
いわき復興支援事務所

福島県いわき市中央台飯野4-2-4　いわきニュータウンセン
タービル4階

13
宮城・福島震災復

興支援本部
福島復興支援部 福島県いわき市平字大町7-1　平セントラルビル９階

14
岩手震災復興支援

本部
総務企画部　経理チーム 岩手県盛岡市中央通1-7-25　朝日生命盛岡中央通ビル8階

15
岩手震災復興支援

本部
岩手復興住宅工事事務所 岩手県釜石市鵜住居町第10地割30-1　1階

16
岩手震災復興支援

本部
宮古復興支援事務所 岩手県宮古市栄町2-5　カリヤビル4階

17
岩手震災復興支援

本部
山田復興支援事務所 岩手県下閉伊郡山田町中央町13-20

18
岩手震災復興支援

本部
大槌復興支援事務所 岩手県上閉伊郡大槌町上町1-6

19
岩手震災復興支援

本部
釜石復興支援事務所 岩手県釜石市鵜住居町第10地割30-1　2階

20
岩手震災復興支援

本部
大船渡復興支援事務所 岩手県大船渡市盛町字みどり町3-6

21
岩手震災復興支援

本部
陸前高田復興支援事務所 岩手県陸前高田市竹駒町字相川28-1

22 東日本都市再生本部 総務部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー13階

23 東日本都市再生本部 事業管理部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー13階

24 東日本都市再生本部 アセット戦略部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー13階

25 東日本都市再生本部 事業企画部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー13階

26 東日本都市再生本部 基盤整備部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー15階

27 東日本都市再生本部 事業推進部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー15階

28 東日本都市再生本部 密集市街地整備部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー15階

29 東日本都市再生本部 まちづくり支援部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー15階

30 東日本都市再生本部 都心業務部品川担当 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー15階

31 東日本都市再生本部 都心業務部
東京都中央区八重洲1-3-7　八重洲ファーストフィナンシャルビ
ル18階

32 東日本都市再生本部 晴海・勝どき都市再生事務所
東京都中央区晴海1-8-12　晴海ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱ　ｵﾌｨｽﾀﾜｰ
Ｚ3階

33 東日本都市再生本部 湊都市再生事務所 東京都中央区入船2-2-6　NTイリフネビル5階



部署名 住所

34 東日本都市再生本部 四谷駅前再開発事務所 東京都新宿区本塩町９番地　光丘（ｺｳｷｭｳ）四谷ビル７階

35 東日本都市再生本部 墨田都市再生事務所 東京都墨田区東向島2-16-14　ナンカイ３ビル3階

36 東日本都市再生本部 三鷹駅南口再開発事務所 東京都三鷹市下連雀3-28-20　三鷹中央ビル2階

37 東日本都市再生本部 東京西部都市再生事務所 東京都立川市曙町一丁目２１番1号　ユニゾ立川ビル２階

38 東日本都市再生本部 渋谷現地事務所
東京都渋谷区渋谷2-17-3
渋谷アイビスビル６階

39 東日本都市再生本部 さいたま都市再生事務所 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1ラムザタワー５階

40 東日本都市再生本部 東日本公園事務所 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー15階

41 東日本賃貸住宅本部 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

42 東日本賃貸住宅本部 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

43 東日本賃貸住宅本部 ＵＲ立川営業センター 東京都立川市曙町2-13-1　ＴＫ立川ビル6階

44 東日本賃貸住宅本部 ＵＲ津田沼営業センター 千葉県船橋市前原西2-14-5　榊原第二ビル4階

45 東日本賃貸住宅本部 ＵＲ津田沼営業センター稲毛海岸分室
千葉県千葉市美浜区高洲4-5-10　（千葉住宅管理センター
隣）

46 東日本賃貸住宅本部 ＵＲ横浜営業センター
神奈川県横浜市神奈川区金港町1-4　横浜イーストスクエア2
階

47 東日本賃貸住宅本部 UR藤沢営業センター 神奈川県藤沢市南藤沢22-1　神中第2ビル6階

48 東日本賃貸住宅本部 ＵＲ大宮営業センター 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-1　ＪＲ大宮西口ビル1階

49 東日本賃貸住宅本部 総務部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー19階

50 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー19階

51 東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー18階

52 東日本賃貸住宅本部 設計部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー18階

53 東日本賃貸住宅本部 設計部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー17階

54 東日本賃貸住宅本部 工務検査部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー17階

55 東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー16階

56 東日本賃貸住宅本部 関東地域住宅経営部 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー16階

57 東日本賃貸住宅本部
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコ

ミュニティ分譲管理・収納センター
東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー4階

58 東日本賃貸住宅本部 関東地域工事事務所　埼玉本部 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1　ラムザタワー６階

59 東日本賃貸住宅本部 関東地域工事事務所　神奈川分室 神奈川県横浜市西区平沼1-39-3

60 東日本賃貸住宅本部 関東団地再生業務事務所　浜見平分室 神奈川県茅ケ崎市浜見平12-19

61 東日本賃貸住宅本部 関東団地再生業務事務所　草加松原分室 埼玉県草加市松原3丁目2番3　Ｃ街区商店街内3006号室

62 東日本賃貸住宅本部 関東団地再生業務事務所　武里分室 埼玉県春日部市大枝89　武里団地6街区1-104

63 東日本賃貸住宅本部 東京東エリア経営部 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　　

64 東日本賃貸住宅本部 多摩エリア経営部 埼玉県立川市曙町2-34-7　ファーレイーストビル6階

65 東日本賃貸住宅本部 千葉エリア経営部 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンＤ棟20階

66 東日本賃貸住宅本部 神奈川エリア経営部 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

67 東日本賃貸住宅本部 埼玉エリア経営部 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1　ラムザタワー６階



部署名 住所

68 東日本賃貸住宅本部 北海道エリア経営センター 札幌市中央区北3条西3-1-44　ヒューリック札幌ビル　５F

69 東日本賃貸住宅本部
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　　

70 東日本賃貸住宅本部
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10階

71 東日本賃貸住宅本部
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

72 東日本賃貸住宅本部
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
東京都多摩市永山1-5　ベルブ永山6階

73 東日本賃貸住宅本部
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

74 東日本賃貸住宅本部
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

75 東日本賃貸住宅本部
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会

社URコミュニティ北海道住まいセンター
札幌市中央区北3条西3-1-44　ヒューリック札幌ビル

76 東日本賃貸住宅本部
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会

社URコミュニティ千葉住まいセンター
千葉県千葉市美浜区高洲 4丁目5番15号

77 東日本賃貸住宅本部
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3Ｆ

78 東日本賃貸住宅本部
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会

社URコミュニティ松戸住まいセンター
千葉県松戸市松戸1307-1　　松戸ビル13階

79 東日本賃貸住宅本部
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコ

ミュニティ松戸住まいセンター茨城分室
茨城県つくば市竹園1-12-2　第3・ＩＳＳＥＩビル201

80 東日本賃貸住宅本部
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコ

ミュニティ横浜住まいセンター総務収納課
神奈川県横浜市西区北幸1－1－8エキニア横浜７階

81 東日本賃貸住宅本部
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコ

ミュニティ神奈川西住まいセンター　総務収納課
神奈川県藤沢市藤沢462　日本生命藤沢駅前ビル９階

82 東日本賃貸住宅本部
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコ

ミュニティ横浜南住まいセンター総務収納課
神奈川県横浜市港南区港南台3－3－1港南台214ビル３階

83 東日本賃貸住宅本部
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会

社URコミュニティ東埼玉住まいセンター
埼玉県草加市松原1-1-6　ﾊｰﾓﾈｽﾀﾜｰ松原A棟3階

84 東日本賃貸住宅本部
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会

社URコミュニティ浦和住まいセンター
埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1　ラムザタワー5階

85 東日本賃貸住宅本部 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

86 首都圏ニュータウン本部 総務企画部経理チーム 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー21階

87 首都圏ニュータウン本部 販売営業部販売企画チーム 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー21階

88 首都圏ニュータウン本部 販売業務部業務管理チーム 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー22階

89 首都圏ニュータウン本部 工事検査・技術指導室 東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー22階

90 首都圏ニュータウン本部 千葉常磐業務部 千葉県流山市駒木176

91 首都圏ニュータウン本部 千葉常磐業務部柏分室 千葉県柏市小青田326

92 首都圏ニュータウン本部 千葉中部業務事務所
千葉県八千代市緑が丘1-1120-3
　東葉高速鉄道株式会社本社ビル内

93 首都圏ニュータウン本部 千葉東部業務事務所 千葉県四街道市物井613

94 首都圏ニュータウン本部 埼玉業務部 埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻4124番地

95 首都圏ニュータウン本部 大宮西部業務事務所 埼玉県さいたま市北区宮原町2-42-7

96 首都圏ニュータウン本部 千葉業務部 千葉県印西市中央南一丁目501

97 首都圏ニュータウン本部 茨城業務部 茨城県つくば市竹園1-2-1

98 首都圏ニュータウン本部 神奈川中部開発事務所 神奈川県伊勢原市伊勢原4丁目13-4

99 首都圏ニュータウン本部 埼玉中央業務事務所 埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻4124番地



［別紙2］

別紙2 平成28年度コピー用紙購入予定数量

数量(箱数）

A4(５冊入り） 2,550
A3(３冊入り） 221
B4(５冊入り） 20
B5(５冊入り） 3
A4(５冊入り） 800
A3(３冊入り） 400
B4(５冊入り） 0
B5(５冊入り） 0
A4(５冊入り） 600
A3(３冊入り） 400
B4(５冊入り） 0
B5(５冊入り） 0
A4(５冊入り） 1,540
A3(３冊入り） 600
B4(５冊入り） 1
B5(５冊入り） 1
A4(５冊入り） 10,021
A3(３冊入り） 2,034
B4(５冊入り） 371
B5(５冊入り） 192
A4(５冊入り） 1,597
A3(３冊入り） 584
B4(５冊入り） 1
B5(５冊入り） 1
A4(５冊入り） 17,108
A3(３冊入り） 4,239
B4(５冊入り） 393
B5(５冊入り） 197

※１冊あたり500枚

【首都圏ＮＴ本部】

【総合計】

【東日本賃貸住宅本部】

【東日本都市再生本部】

【岩手震災復興支援本部】

【宮城・福島震災復興支援本部】

【本社】


