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企画提案競技実施の公示 

 

 

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 

 

平成 28年９月 27 日 

独立行政法人都市再生機構 総務部長 関口 律 

 

１ 業務の概要 

(1)  業務名称 

ＵＲ賃貸住宅における共通ポイントの導入及びデータ分析等業務 

 (2)  業務の内容 

ＵＲ賃貸住宅居住者の支払家賃等に対して共通ポイント（※）を付与すること

によって、居住者還元とサービスの向上による顧客満足度の向上、多様な世代が

生き生きと暮らせるミクストコミュニティの形成など団地の魅力の向上及びＵＲ

賃貸住宅の認知度の向上を目指す。 

※ＵＲ都市機構が導入する共通ポイントとは 

現金決済に応じて付与され、資本関係が無くとも提携会社内であれば特段

の交換手続きを経ずに使用できるポイントを、現金ポイントカードを介して

提供するサービス。 

ＵＲ都市機構は本公募により選定した事業者が既に運営中の共通ポイント

アライアンスに加盟する。（ＵＲ都市機構が新たな共通ポイントサービスを開

始するものではない。） 

(3) 履行期間 

基本契約において定める日から平成 34 年３月 31 日まで 

２ 参加資格 

企画提案書の提出者は、次に掲げる資格を満たしている者であること。 

(1) 公示日時点において、日本国内において流通する共通ポイントの事業を自ら運

営していること。 

(2)  平成 27・28 年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る

競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定されたものである

こと。 

なお、当該競争参加資格を有しない場合は、参加表明書提出期限までに競争参加

資格審査の申請を行うこと。競争参加資格審査の申請書の提出先は次のとおり。 

申請方法等について 

〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地 1 横浜アイランドタワー 
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独立行政法人都市再生機構 本社 総務部会計チーム 契約等担当 

電話：045-650-0189 

(3) 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 条の規定に該当しない者であること。

（ http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/jishisaisoku.pdf を参照） 

(4)  当機構から本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。 

(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずるもの

でないこと。 

（定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「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」

http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照） 

(6) 関東地域に自社の本支店・営業所等の業務拠点が存在すること。 

（7）ISO/IEC27001:2013 若しくは JIS Q 27001:2014 に基づく情報セキュリティマネ

ジメントシステム（ISMS）適合性評価制度の認証を受けていること、プライバシ

ーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けていること又は個

人情報保護法に基づくプライバシーポリシー（個人情報保護方針）を整備してい

ること。 

３ 企画提案書の提出者を選定するための基準 

  別途交付する企画提案競技説明書による 

４ 企画提案書を特定するための主な評価基準 

  別途交付する企画提案競技説明書による 

５ 手続き等 

(1) 担当支社等 

   〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地 1 横浜アイランドタワー 

   独立行政法人都市再生機構 総務部会計チーム 契約等担当 

   電話：045-650-0189 

(2)  企画提案競技説明書の交付期間、場所及び方法 

①  交付期間 

平成 28 年９月 27 日（火）から平成 28 年 10 月 14日（金）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（ただし、正午から午後１

時の間は除く）まで。 

② 交付場所 

    〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地 1 横浜アイランドタワー 

    独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 営業推進チーム 

    電話：045-650-0633 
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③  交付方法 

５(2)②まで事前に電話連絡の上、来社し交付を受けること。 

(3)  参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 

①  提出期限  平成 28 年 10 月 14 日（金）午後５時   

②  提出場所   〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地 1  

横浜アイランドタワー   

独立行政法人都市再生機構 住宅経営部営業推進チーム 

電話 045-650-0633 

③  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。 

(4)  企画提案書特定までの流れ 

① 当機構において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者を選定し、５者に満たない場合は参加資格を満たす全ての参加表明

者を選定する。 

② 上記により企画提案書の提出者に選定された者のみ、企画提案書を提出する

ことができる。 

※プレゼンテーション実施予定 

③ 当機構において、提出された企画提案書について評価を行い、もっとも優れ

た企画提案書１件を特定する。 

(5)  本業務において、手続に参加する者が関係法人１者だった場合は、当該手続を

中止し、再公募を実施する。 

６ その他 

(1)  手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(2)  契約書作成の要否   要 

(3)  関連情報を入手するための照会窓口   ５(3)に同じ 

(4)  ２(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も５(3)により参加表明書

を提出することができるが、企画提案書を提出するためには、企画提案書の提出

の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 

(5)  詳細は企画提案競技説明書による。 

７ Summary 

⑴ Classification of the services to be procured：72 

⑵ Nature and quantity of the services to be required：Providing a multi point 

program and service of analysing the data based on the point program. 

⑶ Expected date of the contract award：16 January 2017 

⑷ Reasons for the use single tendering  procedures as provided for in the 

Agreement on Government Procurement：b “Protection of Exclusive Rights” 
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⑸ Contact point for the notice：Takehiko Nakamura, Sales Promotion Team, 

Housing Management Department, Public Relations Office, Head Office, Urban 

Renaissance Agency, 6-50-1 Honcho, Naka-ku, Yokohama City, Kanagawa Pref. 

231-8315, Japan TEL 045-650-0633   

以  上   


