
オープンカウンター方式による見積合せの公示

次のとおり、オープンカウンター方式による見積合せを実施します。

平成 28 年 12 月 5 日

独立行政法人都市再生機構

総務部長 関口 律

１ 調達内容

(1) 調達件名

平成２８年度【ＭＵＪＩ×ＵＲ】ＰＲに係るフライヤー・ポスター印

刷業務

(2) 調達品等の特質・数量等

仕様書による

(3) 納入期限

平成 28 年 12 月 26 日（月）

(4) 納入場所

仕様書による

(5) 見積方法

見積金額は、総価を記載すること。

契約の相手方の決定に当たっては、見積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。）をもって決

定価格とするので、見積書を提出する者は、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 に相当する金額を見積書に記載すること。

２ 参加資格

(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) 見積書提出時において平成 27・28 年度当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業種区分「製造」の資格を有す

ると認定された者であること。

(3) 公示日から見積合せ日までの期間に、当機構から本件業務の履行場所

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者若しくはこれに準

ずる者でないこと。

(5) 本公示、仕様書及びオープンカウンター方式による見積合せ説明書等



を承諾していること。

※オープンカウンター方式について

http://www.ur-net.go.jp/order/opencounter.html

３ 見積書の提出場所等

(1) 見積書の提出場所及び見積手続等に関する問合せ先

〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町６-50-１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

電話 045-650-0189 

(2) 見積書の提出期限及び提出方法

① 提出期限

平成 28 年 12 月 9 日（金） 17 時 00 分

② 提出方法

持参又は郵送とする。但し、郵送による場合は書留郵便とし、同日

同時刻必着とする。この場合、封緘した見積書を別封筒に入れ、(1)の

当機構会計チーム宛送付すること。

(3) 見積合せの日時

見積書の提出期限後、遅滞なく実施する。

なお、見積参加者の立会は求めない。

４ その他

(1) 契約保証金

免除

(2) 契約書作成の要否

要

(3) 見積りの無効 本公示に示した競争参加資格のない者のした見積り及

び見積りに関する条件に違反した見積りは無効とする。

(4) 契約の相手方の決定方法

独立行政法人都市再生機構会計規程第 52 条の規定に基づいて作成さ

れた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な見積りを行っ

た者を契約の相手方とする。

(5) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加

記２(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も、記３(2)

により見積書を提出することができるが、競争に参加するためには、見

積書の提出と同時に当該資格審査に係る申請書を提出し、当該資格の認

定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。

(6) 仕様書の内容に係る質問等の受付先

独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 営業推進チーム

（担当：大竹）

電話 045-650-0909

以 上



独立行政法人都市再生機構

平成２８年度【ＭＵＪＩ×ＵＲ】ＰＲに係るフライヤー・ポスター印刷業務

②ポスター

②128部

平成28年12月26日（月）

版下データ支給一式 　※色校時一部文字等修正の可能性有り

①　菊判　62.5kg　AライトスタッフGA-FS

②　菊判　93.5kg　AライトスタッフGA-FS

印刷物へリサイクル適性を表示すること。

・12月14日（水 ）午前11時までに色校正を3部提出すること。※本紙校正、断切ること

・最終チェックのための再色校正・再々色校正提出頂く場合あり。

営業推進チーム　大竹 連絡先：045-650-0909

　　　　　　　　　　　　　

仕　　　様　　　書　　

業 務 の 名 称

納入場所

納入年月日

規格

担 当

その他

・新宿アイランドタワーへ搬入の場合、高さ2.4ｍ、重さ2ｔ以下の車両を使用のこと（ロング不可）。
・ＵＲ西日本支社（ハービスエントオフィスタワー）については、高さ3.5ｍ以下の車輛を使用のこと。
・初校及び再校は、以下の3ヶ所に提出する。
　①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
　　 独立行政法人都市再生機構　住宅経営部　営業推進チーム
　②東京都豊島区東池袋4-26-3
　　 株式会社ＭＵＪＩ　ＨＯＵＳＥ　住空間事業部　広報・販促担当
　③東京都中央区銀座4-9-13
　　 株式会社日本デザインセンター　原デザイン研究所 森定

入稿

①A5　　両面4C　4種類

①９４，６９０部

色校正

紙 質

数量

②A1　　片面4C

納 品
・納品場所・納品数等については別紙参照のこと。
・①は100部単位で包装、②は10部単位で紙管で梱包、各品目ごとに品名・部数を明記。

平成28年12月9日（金）

①フライヤー
納入品目

住宅経営部　営業推進チーム　他　(詳細は別紙参照)
※納品先のリストはデータでも支給します。



納品先 郵便番号 住所 電話番号 エリア ポスター フライヤー

ＵＲ都市機構　住宅経営部　営業推進チーム 231-8315 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 045-650-0909 東日本 20 80

ＵＲ都市機構　東日本賃貸住宅本部住宅経営部
営業開発チーム 163-1382 東京都新宿西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー16階 03-5323-3706 東日本 5 10

ＵＲ都市機構　東日本賃貸住宅本部　住宅経営部
東京東エリア経営部　営業チーム 130-0022 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9階 03-5600-8732 東日本 10 200

ＵＲ都市機構　東日本賃貸住宅本部
多摩エリア経営部　営業チーム 190-0012 東京都立川市曙町1-14-13　立川MKビル4階 042-521-5555 東日本 20 0

ＵＲ都市機構　東日本賃貸住宅本部　住宅経営部
東京北エリア経営部　企画チーム 170-0013 東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4階 03-6907-0930 東日本 5 100

ＵＲ都市機構　東日本賃貸住宅本部
千葉エリア経営部　営業チーム 261-8501 千葉市美浜区中瀬１-3　幕張テクノガーデン20階 043-296-7352 東日本 5 200

ＵＲ都市機構　中部支社　住宅経営部　営業推進チーム 460-8484 名古屋市中区錦三丁目5番27号　錦中央ビル1階 052-968-3108 中部 3 500

ＵＲ都市機構　西日本支社　住宅経営部　営業開発チーム 530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22　ﾊｰﾋﾞｽｴﾝﾄｵﾌｨｽﾀﾜｰ12階 06-6346-7766 西日本 50 1,000

ＵＲ都市機構　九州支社　住宅経営部　営業推進チーム 810-8610 福岡県福岡市中央区長浜2-2-4 092-722-1074 九州 10 2,000

無印良品 そごう千葉 260-8557 千葉県千葉市中央区新町１０００　そごう千葉店　９Ｆ 043-204-5077 東日本 400
無印良品 アリオ蘇我  260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町５２−７　アリオ蘇我　１F 043-305-2921 東日本 400
無印良品 ユニモちはら台 290-0194 千葉県市原市ちはら台西3-4　ユニモちはら台1F 0436-75-0821 東日本 400
無印良品 イオンモール富津  293-0012 千葉県富津市青木1-5-1　イオンモール富津１F 0439-80-1162 東日本 400
無印良品 プラーレ松戸 271-0092 千葉県松戸市松戸１１４９‐１　プラーレ松戸３Ｆ 047-703-6087 東日本 400
無印良品 コルトンプラザ 272-0015 千葉県市川市鬼高１−１−１　ニッケコルトンプラザ　イーストモール　３F 047-314-7800　 東日本 400
無印良品 船橋西武 273-0005 千葉県船橋市本町1-2-1 船橋西武8F 047-425-5629 東日本 400
無印良品 ららぽーとTOKYO-BAY 273-8530 千葉県船橋市浜町２－１－１　ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ　北館　２Ｆ 047-432-7551 東日本 600
無印良品 津田沼パルコ 274-0825 千葉県船橋市前原西２－１８－１　津田沼パルコＢ館　５Ｆ 047-479-5678 東日本 600
無印良品 柏ステーションモール  277-0842 千葉県柏市末広町１−１　柏高島屋ステーションモール　６F 04-7148-2361 東日本 400
無印良品 ららぽーと柏の葉  277-0871 千葉県柏市若柴１７５　ららぽーと柏の葉　１Ｆ　１２５０ 04-7168-1634 東日本 400
無印良品 セブンパークアリオ柏 277-0922 千葉県柏市大島田９５０－１　セブンパークアリオ柏　２Ｆ２０８０ 04-7191-0225 東日本 400
無印良品 MONA 279-0012 千葉県浦安市入船1-5-1 MONA新浦安B館2F 047-381-2608 東日本 400
無印良品 イオンモール千葉ニュータウン 270-1350 千葉県印西市中央北3-2 イオンモール千葉ニュータウン2F 0476-48-5591 東日本 600
無印良品 イオンモール八千代緑が丘 276-0049 千葉県八千代市緑が丘2-1-3　イオンモール八千代緑が丘　3F 047-458-3870 東日本 600
無印良品 イオンモール成田 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋24番地 イオンモール成田1F 0476-23-8330 東日本 600
無印良品 イオンタウン守谷 302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘３丁目２４９−１　イオンタウン守谷ＳＣ　１F 0297-47-8262 東日本 600
無印良品 イーアスつくば 305-0817 茨城県つくば市研究学園Ｃ５０街区１　イーアスつくば２Ｆ 029-848-5570 東日本 600
無印良品 イオンモール土浦 300-0811 茨城県土浦市上高津３６７　イオンモール土浦１Ｆ 029-835-5158 東日本 800
無印良品 ファッションクルーズひたちなか 312-0005 茨城県ひたちなか市新光町３５　ニューポートひたちなかファッションクルーズ　１Ｆ 029-265-1201 東日本 800
無印良品 イオンモール水戸内原 319-0317 茨城県水戸市内原２－１　イオンモール水戸内原　１Ｆ 029-259-1662 東日本 400
無印良品 水戸エクセル 310-0015 茨城県水戸市宮町１－１－１　水戸駅ビルＥＸＣＥＬ　４Ｆ 029-222-2465 東日本 400
無印良品 浦和パルコ 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和パルコ3F 048-871-2805 東日本 400
無印良品 ルミネ大宮 330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 ルミネ大宮2　5F 048-658-5221 東日本 400
無印良品 そごう大宮 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１-６-２　そごう大宮店７Ｆ 045-465-3181 東日本 400
無印良品 コクーンシティさいたま新都心 330-9559 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４―２６３―１　コクーンシティコクーン２　１Ｆ 048-650-5277 東日本 400
無印良品 ステラタウン大宮 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１-８５４-１　ステラタウン大宮　３F 048-661-8355 東日本 400
無印良品 キュポ･ラ川口 332-0015 埼玉県川口市川口1-1-1 キュポ･ラ本館棟2F 048-227-5277 東日本 600
無印良品 イオンモール川口前川 333-0842 埼玉県川口市前川1-1-11 イオンモール川口前川1F 048-263-5057 東日本 400
無印良品 ビーンズ戸田公園 335-0023 埼玉県戸田市本町４－１５－１　ビーンズ戸田公園　１Ｆ 048-430-3150 東日本 400
無印良品 イオンモール北戸田 335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－３－１　イオンモール北戸田　１Ｆ 048-449-7071 東日本 400
無印良品 まるひろ南浦和 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町1-7-4 まるひろ百貨店南浦和店2F 048-844-8387 東日本 400
無印良品 イオンモール浦和美園 336-8760 埼玉県さいたま市緑区大字大門３７１０　イオンモール浦和美園１Ｆ 048-812-2012 東日本 400
無印良品 イオンモール与野 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西５－２－９　イオンモール与野　１Ｆ 048-851-6033 東日本 400
無印良品 アリオ鷲宮 340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田７－１　アリオ鷲宮１Ｆ 0480-57-1127 東日本 400
無印良品 ららぽーと新三郷 341-0009 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1　ららぽーと新三郷 １階　13800 048-950-1127 東日本 400
無印良品 越谷レイクタウン 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン４―２―２　イオンレイクタウンｋａｚｅ　２Ｆ 048-990-6371 東日本 800
無印良品 ヴァリエ新越谷 343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-11-4 東武新越谷ヴァリエ2F 048-961-3171 東日本 400
無印良品 ララガーデン春日部 344-0064 埼玉県春日部市南1-1-1 ララガーデン春日部2F 2150 048-731-6748 東日本 400
無印良品 モラージュ菖蒲 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５―１　モラージュ菖蒲　１Ｆ 0480-87-1015 東日本 400
無印良品 イオンモール羽生  348-0039 埼玉県羽生市川崎２−２８１−３　イオンモール羽生　２F 048-560-0645 東日本 800
無印良品 本川越ペペ  350-0043 埼玉県川越市新富町１−２２　西武本川越ぺぺ　３Ｆ 049-229-4506 東日本 400
無印良品 アトレ川越 350-1122 埼玉県川越市脇田町１０５　アトレマルヒロ　６Ｆ 049-223-1170 東日本 400
無印良品 マルイファミリー志木 353-0004 埼玉県志木市本町5-26-1 マルイファミリー志木7F 048-486-6631 東日本 400
無印良品 ららぽーと富士見 354-8560 埼玉県富士見市山室１－１３１３　ららぽーと富士見　１Ｆ　１３７００ 049-275-1521 東日本 400
無印良品 ピオニウォーク東松山 355-8606 埼玉県東松山市あずま町４丁目３番地　ピオニウォーク松山　１Ｆ 0493-31-0081 東日本 400
無印良品 新所沢パルコ 359-1111 埼玉県所沢市緑町1-2-1 新所沢パルコレッツ館2F 04-2998-8333 東日本 400
無印良品 所沢西武 359-1123 埼玉県所沢市日吉町12-1　6F 04-2927-3336 東日本 400
無印良品 熊谷ティアラ２１ 360-0037 埼玉県熊谷市筑波３−２０２　ティアラ２１　１F 048-527-0111 東日本 400
無印良品 丸広上尾 362-0036 埼玉県上尾市宮本町1-1 丸広百貨店上尾店1F 048-777-1181 東日本 400
無印良品 ベニバナウォーク桶川 363-8555 埼玉県桶川市下日出谷東42街区1区画　ベニバナウォーク桶川1F 048-789-1711 東日本 400
無印良品 アリオ深谷 366-0052 埼玉県深谷市上柴町西４ー２ー１４　アリオ深谷　１F 048-551-4781 東日本 400
無印良品 東京ミッドタウン 107-0052 東京都港区赤坂9-7-3　東京ミッドタウン　Ｅ―Ｂ１０１ 03-5413-3771 東日本 400
無印良品 MUJI 新宿 160-0022 東京都新宿区新宿3-15-15 新宿ピカデリー B1～2F 03-5367-2710 東日本 400
無印良品 有楽町 100-0005 東京都千代田区丸の内３−８−３　インフォス有楽町　２～３F 03-5208-8241 東日本 400
無印良品 コレド室町 103-0022 東京都中央区日本橋室町１－５－５　コレド室町３　４階７４０２０ 03-3510-7883 東日本 400
無印良品 アキバ・トリム 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-6-5 アキバ・トリム3F 03-5295-7371 東日本 400
無印良品 上野マルイ 110-0005 東京都台東区上野６－１５－１　上野マルイ　Ｂ２Ｆ 03-3836-1414 東日本 400
無印良品 赤羽アピレ 115-0055 東京都北区赤羽西１-５-１　赤羽アピレ３F 03-5924-3271 東日本 400
無印良品 浅草ROX 111-0032 東京都台東区浅草１－２５－１５　ＲＯＸ　３Ｆ 03-5806-5067 東日本 400
無印良品 ルミネ北千住 120-0026 東京都足立区千住旭町４２−２　ルミネ北千住　７F 03-5813-8520 東日本 400
無印良品 アリオ西新井 123-0843 東京都足立区西新井栄町1-20-1 アリオ西新井1F 03-3849-8700 東日本 600
無印良品 アリオ亀有 125-0061 東京都葛飾区亀有３−４９−３　アリオ亀有　２F 03-5629-1815 東日本 600
無印良品 SUNAMO 136-0075 東京都江東区新砂３－４－３１南砂町ショッピングセンターＳＵＮＡＭＯ　２Ｆ 03-5617-3401 東日本 400
無印良品 アルカキット錦糸町 130-0013 東京都墨田区錦糸２－２－１　アルカキット錦糸町６Ｆ 03-5637-1650 東日本 400
無印良品 アトレ亀戸 136-0071 東京都江東区亀戸5-1-1 アトレ亀戸3F 03-5628-7666 東日本 400



無印良品 ららぽーと豊洲 135-8614 東京都江東区豊洲２－４－９　アーバンドックららぽーと豊洲　２Ｆ　２２５００ 03-6910-1331 東日本 600
無印良品 イトーヨーカドー葛西 134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-3 イトーヨーカドー葛西店1F 03-5675-6815 東日本 400
無印良品 イオン板橋 175-0083 東京都板橋区徳丸２-６-１　イオン板橋ショッピングセンター　４F 03-5922-3191 東日本 400
無印良品 セブンタウン小豆沢 174-0051 東京都板橋区小豆沢３-９-５ セブンタウン小豆沢Ａ棟１F 03-5914-6321 東日本 400
無印良品 東京ドームシティ ラクーア  112-0003 東京都文京区春日１-１-１　ラクーアビル３Ｆ 03-5802-6022 東日本 400
無印良品 池袋西武 171-0022 東京都豊島区南池袋1-18-5 TKビルB1～2F 03-3989-1171 東日本 600
無印良品 ルミネ池袋 171-0021 東京都豊島区西池袋１−１１−１　ルミネ池袋店７F 03-5928-5855 東日本 600
無印良品 リヴィンオズ大泉 178-0063 東京都練馬区東大泉２－１０－１１　リヴィンオズ大泉　２Ｆ 03-5933-0682 東日本 400
無印良品 リヴィン光が丘 179-0072 東京都練馬区光が丘５－１－１　リヴィン光が丘　６Ｆ 03-5968-6690 東日本 400
無印良品 新宿 160-0022 東京都新宿区新宿3-17-1 いさみやビルB1～3F 03-3350-8271 東日本 400
無印良品 ルミネ新宿 160-0022 東京都新宿区新宿３-３８-２　ルミネ新宿２　６F 03-5325-5971 東日本 400
無印良品 新宿ぺぺ 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 西武新宿ビル西武新宿ペペ7F 03-5292-3951 東日本 400
無印良品 中野マルイ 164-0001 東京都中野区中野3-34-28　中野マルイ4F 03-5328-0250 東日本 400
無印良品 渋谷西武 150-0042 東京都渋谷区宇田川町２１－１　渋谷西武パーキング館　Ｂ１Ｆ 03-3770-1636 東日本 400
無印良品 アトレ恵比寿 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南１－５－５　アトレ恵比寿　４Ｆ 03-3280-5051 東日本 400
無印良品 三軒茶屋 154-0004 東京都世田谷区太子堂4-22-8 ファンタピアビルB1～2F 03-3410-2323 東日本 400
無印良品 下北沢 155-0031 東京都世田谷区北沢２－２６－１ 03-3468-3296 東日本 400
無印良品 二子玉川 158-0094 東京都世田谷区玉川2-27-5　玉川高島屋S・Cマロニエコート1～3F 03-5797-0230 東日本 400
無印良品 自由が丘 158-0083 東京都世田谷区奥沢5-26-9 03-3723-4474 東日本 400
無印良品 アトレ目黒 141-0021 東京都品川区上大崎2-16-9　アトレ目黒1　A館4F 03-6408-8478 東日本 400
無印良品 レミィ五反田 141-0022 東京都品川区東五反田２-１-２　レミィ五反田３F 03-5791-3121 東日本 400
無印良品 アトレ大井町 140-0014 東京都品川区大井１－２－１　アトレ大井町　３Ｆ 03-5718-3161 東日本 400
無印良品 武蔵小山 142-0062 東京都品川区小山３丁目４番８号　武蔵小山駅ビル　１F 03-5749-4461 東日本 400
無印良品 グランデュオ蒲田 144-0051 東京都大田区西蒲田7-68-1 グランデュオ蒲田西館5F 03-5710-8523 東日本 400
無印良品 丸井吉祥寺 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-7-1 丸井吉祥寺店6F 0422-76-1150 東日本 400
無印良品 吉祥寺ロフト 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１０－１　吉祥寺ロフト５Ｆ 0422-29-2505 東日本 400
無印良品 イトーヨーカドー武蔵境 180-0023 東京都武蔵野市境南町２－３－６　イトーヨーカドー武蔵境西館４Ｆ 0422-30-3022 東日本 400
無印良品 モリタウン昭島 196-0014 東京都昭島市田中町５６２-１　モリタウン昭島１F 042-549-2551 東日本 600
無印良品 セレオ国分寺 185-0021 東京都国分寺市南町３―２０―３　セレオ国分寺　６Ｆ 042-320-2151 東日本 600
無印良品 ルミネ立川 190-0012 東京都立川市曙町２－１－１　ルミネ立川　７Ｆ 042-548-7120 東日本 600
無印良品 ららぽーと立川立飛 190-0015 東京都立川市泉町935-1　ららぽーと立川立飛　1F 042-540-6175 東日本 600
無印良品 イオンモール武蔵村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1-1-3 イオンモールむさし村山2F 042-566-8185 東日本 600
無印良品 イオンモール日の出 190-0100 東京都あきる野市大字平井字三吉野桜木557番地 イオンモール日の出2F 042-588-8672 東日本 600
無印良品 セレオ八王子 192-0083 東京都八王子市旭町１－１　セレオ八王子北館４Ｆ 042-620-0777 東日本 600
無印良品 イオンモール多摩平の森 191-0062 東京都日野市多摩平2-4-1　イオンモール多摩平の森2F 042-589-8651 東日本 600
無印良品 クイーンズ伊勢丹仙川 182-0002 東京都調布市仙川町１－４８－５　クイーンズ伊勢丹仙川　２Ｆ 03-5969-1401 東日本 600
無印良品 京王聖蹟桜ヶ丘 206-0011 東京都多摩市関戸1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターA館7F 042-357-8521 東日本 600
無印良品 多摩センター三越 206-0033 東京都多摩市落合1-46-1 多摩センター三越2F 042-355-7830 東日本 600
無印良品 ルミネ町田 194-0013 東京都町田市原町田６－１－１１　ルミネ町田　８Ｆ 042-710-1118 東日本 600
無印良品 名古屋パルコ  460-0008 愛知県名古屋市中区栄３−２９−１　名古屋パルコ西館　Ｂ１ 052-264-8484 中部 400
無印良品 栄スカイル 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３−４−５　スカイル　Ｂ２ 052-238-1865 中部 400
無印良品 栄アネックス 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３−５−４　セントラルパークアネックス　４Ｆ 052-957-8071 中部 400
無印良品 名古屋名鉄百貨店 450-8505 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－４　名鉄百貨店本店メンズ館　６Ｆ 052-588-5860 中部 600
無印良品 イオンモール熱田 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野１丁目２番１１号　イオンモール熱田　２F 052-882-5601 中部 600
無印良品 イオンモール名古屋茶屋 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋２－１１　イオンモール名古屋茶屋　２Ｆ 052-309-5287 中部 400
無印良品 星が丘テラス 464-0802 愛知県名古屋市千種区星が丘元町16-50 052-781-6401 中部 600
無印良品 アピタ千代田橋  464-0011 愛知県名古屋市千種区千代田橋２−１−１　アピタ千代田橋　３F 052-719-1227 中部 600
無印良品 イオンモール大高 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字奥平子１−１　イオンモール大高　１Ｆ 052-626-1691 中部 400
無印良品 ザ・モール安城 446-0065 愛知県安城市大東町９－３１　ザ・モール安城　２Ｆ 0566-73-6014 中部 400
無印良品 エアポートウォーク名古屋 480-0288 愛知県西春日井郡豊山町豊場林先1-8 エアポートウォーク名古屋2F 0568-39-1552 中部 400
無印良品 mozoワンダーシティ 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０　ｍｏｚｏ　ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ　２Ｆ 052-506-7085 中部 800
無印良品 イオンモール新瑞橋 457-0012 愛知県名古屋市南区菊住１−７−１０F 052-829-3212 中部 400
無印良品 イオン八事 466-0834 愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂２－１　イオン八事３Ｆ 052-861-7603 中部 600
無印良品 ヒルズウォーク徳重ガーデンズ 458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重１８-４４ ヒルズウォーク徳重ガーデンズ１F 052-879-6856 中部 400
無印良品 ザ・モール春日井 486-0842 愛知県春日井市六軒屋町字東丘22　B1F 0568-84-3131 中部 400
無印良品 岡崎竜美丘  444-0863 愛知県岡崎市東明大寺町１５−７　竜美丘ガーデンプレイスＷＯＲＫ　ＳＴＵＤＩＯ　１F 0564-28-3783 中部 400
無印良品 ヴェルサウォーク西尾 445-0064 愛知県西尾市高畠町３－２３－９　ヴェルサウォーク西尾２階 0563-55-7310 中部 400
無印良品 イオンモール岡崎 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字外山３８−５　イオンモール岡崎　３F 0564-59-2064 中部 400
無印良品 豊田Ｔ−ＦＡＣＥ  471-0026 愛知県豊田市若宮町１−５７−１　豊田Ｔ−ＦＡＣＥ　４F 0565-35-7733 中部 400
無印良品 豊橋カルミア 440-0888 愛知県豊橋市花田町西宿無番地　豊橋カルミア　４F 0532-56-6007 中部 400
無印良品 アピタ阿久比 470-2214 愛知県知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉1-12 アピタ阿久比2F 0569-49-3088 中部 400
無印良品 アピタ稲沢 492-8681 愛知県稲沢市天池五反田町１　アピタ稲沢店Ｂ館　１Ｆ 0587-34-1671 中部 400
無印良品 イオンモール木曽川 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1 イオンモール木曽川1F 0586-84-3903 中部 400
無印良品 テラスウォーク一宮 491-0022 愛知県一宮市両郷町１－２　テラスウォーク一宮　１Ｆ 0586-26-0166 中部 400
無印良品 イオンモール長久手 480-1100 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内５・１０・１１街区　イオンモール長久手0561-64-5752 中部 400
無印良品 ルクア大阪 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３-１-３　ルクア大阪　８階 06-6347-0172 西日本 400
無印良品 グランフロント大阪 530-0011 大阪府大阪市北区大深町３−１グランフロント大阪　ショップ&レストラン　北館４Ｆ 06-6359-2171 西日本 400
無印良品 京阪モール 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町２−１−３８　京阪モールホテル館　３～４Ｆ 06-6242-8696 西日本 600
無印良品 天満橋京阪シティモール 540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町１−１　京阪シティモール　４F 06-4790-0511 西日本 400
無印良品 難波 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前１２－２２　難波センタービル　Ｂ２～２Ｆ 06-6648-6461 西日本 600
無印良品 上本町ＹＵＦＵＲＡ 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６-５-１３　上本町ＹＵＦＵＲＡ　２Ｆ 06-6775-8686 西日本 600
無印良品 天王寺MIO 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO 8F-8019 06-6775-4711 西日本 400
無印良品 あべのand 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 and4F 06-6626-2770 西日本 400
無印良品 ららぽーとEXPOCITY 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園２－１　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ　１Ｆ　１００１０ 06-4864-8438 西日本 400
無印良品 イオンモール茨木 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－４　イオンモール茨木　１Ｆ 072-620-1301 西日本 600
無印良品 オーロラモール高槻  569-1116 大阪府高槻市白梅町４−１　オーロラモール高槻　４F 072-682-3900 西日本 600
無印良品 イオンモール大日 570-0016 大阪府守口市大日東町１ー１８　イオンモール大日３Ｆ 06-6780-2444 西日本 400
無印良品 くずはモール 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール2F 072-864-0511 西日本 400
無印良品 泉北パンジョ 590-0115 大阪府堺市南区茶山台1-3-1 パンジョ専門店街3F 072-290-2280 西日本 400
無印良品 イオンモールりんくう泉南 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-1内 イオンモールりんくう泉南2F 072-480-6755 西日本 800
無印良品 堺プラットプラット 590-0985 大阪府堺市堺区戎島町3-22-1 プラットプラット1F 072-226-5539 西日本 600
無印良品 イオンモール堺北花田 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町４-１-１２　イオンモール堺北花田　１F 072-252-2444 西日本 400
無印良品 アリオ鳳 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12 アリオ鳳アリオモール1F1310 072-260-5723 西日本 400
無印良品 ららぽーと和泉 594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7　ららぽーと和泉2F 0725-51-3052 西日本 400
無印良品 近鉄あべのハルカス 545-8545 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３　あべのハルカス近鉄本店ウイング館　２ 06-6624-2111 西日本 400
無印良品 イオンモールＫＹＯＴＯ 601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地ー１２３４０　イオンモールＫＹＯＴＯ　２F 075-693-7262 西日本 400
無印良品 イオンモール京都五条 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町２５－１　イオンモール京都五条　１Ｆ 075-323-6424 西日本 400
無印良品 京都ＢＡＬ 604-8032 京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町２５１　京都ＢＡＬ５Ｆ 075-213-3737 西日本 400
無印良品 ゼスト御池 604-8091 京都府京都市中京区御池通寺町東入下本能寺前町４９２－１　ゼスト御池Ｂ１Ｆ 075-255-5530 西日本 400
無印良品 北大路ビブレ 603-8142 京都府京都市北区小山北上総町４９－１　北大路ビブレ２Ｆ 075-494-5051 西日本 400
無印良品 MOMOテラス 612-8002 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下３２　ＭＯＭＯテラス　１Ｆ 075-623-4311 西日本 400
無印良品 イオン洛南 601-8327 京都府京都市南区吉祥院御池町３１　イオン洛南ショッピングセンター　１Ｆ 075-693-1268 西日本 400



無印良品 イオンモール久御山 613-0024 京都府久世郡久御山町森南大内156-1　イオンモール久御山　1F 075-633-0771 西日本 400
無印良品 イオンモール高の原 619-0223 京都府木津川市相楽台１－１－１　イオンモール高の原３Ｆ 0774-71-8650 西日本 400
無印良品 イオンモール大和郡山 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町７４１−１１２ 0743-51-2770 西日本 400
無印良品 近鉄生駒  630-0251 奈良県生駒市谷田町１６００　近鉄百貨店生駒店　５F 0743-72-2150 西日本 400
無印良品 ならファミリー 631-0821 奈良県奈良市西大寺東町２－４－１　ならファミリー　４Ｆ 0742-30-1170 西日本 400
無印良品 イオンモール橿原 634-0837 奈良県橿原市曲川町７−２０−１　イオンモール橿原　１F 0744-21-8153 西日本 400
無印良品 ガーデンパーク和歌山 640-8421 和歌山県和歌山市松江向鵜ノ島１４６９-１　ガーデンパーク和歌山　１Ｆ 073-480-4770 西日本 400
無印良品 イオンモール神戸北 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台8－1－1 イオンモール神戸北1F 078-983-3814 西日本 400
無印良品 御影クラッセ 658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町3-2-1 御影クラッセ3F 078-858-7271 西日本 400
無印良品 神戸BAL 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町3-6-1 神戸BAL3～5F 078-391-9225 西日本 400
無印良品 須磨パティオ 654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-1 パティオ1番館2F 078-797-0911 西日本 400
無印良品 イオンモール伊丹 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木１−１−１　イオンモール伊丹　２F 072-787-4114 西日本 400
無印良品 イオンモール伊丹昆陽 664-0027 兵庫県伊丹市池尻４-１-１　イオンモール伊丹昆陽　２F 072-787-8860 西日本 400
無印良品 つかしん  661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町４−８−１　つかしん　ひがしまち南館　４F 06-4961-5202 西日本 400
無印良品 あまがさきキューズモール 660-0808 兵庫県尼崎市潮江１-３-１　あまがさきキューズモール３F 06-6470-3287 西日本 400
無印良品 ららぽーと甲子園 663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町１−１００　ららぽーと甲子園　１F 0798-81-6455 西日本 400
無印良品 アクタ西宮 663-8035 兵庫県西宮市北口町１−１　アクタ西宮西館　３F 0798-69-3391 西日本 400
無印良品 明石ビブレ 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り１－３－２　明石ビブレ３F 078-936-7271 西日本 400
無印良品 ピオレ姫路 670-0914 兵庫県姫路市豆腐町222 ピオレ姫路1F 079-226-6553 西日本 400
無印良品 ザ・モール姫路 670-0055 兵庫県姫路市神子岡前3-12-17 ザ・モール姫路3F 079-295-1333 西日本 400
無印良品 イオンモール姫路大津 671-1146 兵庫県姫路市大津区大津町２-５　イオンモール姫路大津１F 079-230-2126 西日本 400
無印良品 コレット井筒屋 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1 コレット6F 093-512-3225 九州 600
無印良品 サンリブシティ小倉 800-0255 福岡県北九州市小倉南区上葛原２－１４－１　サンリブシティ小倉　１Ｆ 093-932-8011 九州 600
無印良品 小倉井筒屋 802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借１－３－９　クエスト第２ビル　１Ｆ 093-522-2523 九州 600
無印良品 ゆめタウン行橋 824-0031 福岡県行橋市西宮市３－８－１　ゆめタウン行橋２Ｆ 0930-26-2727 九州 400
無印良品 イオンモール八幡東 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田３－２－１０２　イオンモール八幡東２F 093-663-5523 九州 600
無印良品 黒崎井筒屋 806-8511 福岡県北九州市八幡西区黒崎１－１－１　黒崎井筒屋　４Ｆ 093-643-5308 九州 600
無印良品 イオンモール直方 822-0008 福岡県直方市湯野原2-1-1 イオンモール直方1F 0949-29-2558 九州 400
無印良品 イオンモール福津 811-3208 福岡県福津市７９３番地（福間駅東地区１００街区１画地）　イオンモール福津２Ｆ 0940-38-5533 九州 400
無印良品 イオンモール香椎浜 813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜３－１２－１　イオンモール香椎浜　２Ｆ 092-663-7715 九州 400
無印良品 MUJIキャナルシティ博多 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉１−２−１　シアタービル　３～４F 092-282-2711 九州 800
無印良品 アミュプラザ博多 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１番１号　ＪＲ博多シティ６F 092-413-5170 九州 400
無印良品 ミーナ天神 810-0001 福岡県福岡市中央区天神４−３−８　ミーナ天神３Ｆ 092-737-3302 九州 400
無印良品 天神大名 810-0041 福岡県福岡市中央区大名１－１５－４１ 092-734-5112 九州 400
無印良品 木の葉モール橋本 819-0031 福岡県福岡市西区橋本２ー２７ー２　木の葉モール橋本１Ｆ 092-811-5007 九州 400
無印良品 イオンモール筑紫野 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１　イオンモール筑紫野　１Ｆ 092-919-5181 九州 400
無印良品 イオンモール福岡 811-2300 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２−１　イオンモール福岡　１Ｆ 092-939-7661 九州 400
無印良品 かやの森 820-0011 福岡県飯塚市大字柏ノ森字大谷8-5　1F 0948-29-5655 九州 400
無印良品 ゆめタウン久留米 839-0865 福岡県久留米市新合川１−２−１　ゆめタウン久留米　１F 0942-45-7433 九州 400
無印良品 イオンモール大牟田 836-0037 福岡県大牟田市岬町３-４　イオンモール大牟田　１F 0944-41-0535 九州 400
無印良品 ゆめタウン佐賀 849-0915 佐賀県佐賀市兵庫町兵庫北土地区画整理地内22街区 ゆめタウン佐賀1F 0952-36-8125 九州 400

合計 128 94,690



別記様式第２号

見   積   書

金              円也(税抜)

ただし、（件名）平成２８年度【ＭＵＪＩ×ＵＲ】ＰＲに係るフライヤー・ポス   

ター印刷業務

オープンカウンター方式による見積合せ説明書を承諾の上、見積りします。

平成  年  月  日

住 所

会 社 名

代 表 者 氏 名         印

独立行政法人都市再生機構

総務部長 関口 律 殿



印

印

印

表                裏

※  競争参加資格認定通知書に記載されている登録番号を必ず記載すること。

  なお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載すること。

提出された見積書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをする

ことができないことから、登録番号の記載漏れ、間違い等については無効となるので注

意すること
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契  約  書

１ 印刷物の名称   平成２８年度【ＭＵＪＩ×ＵＲ】ＰＲに係るフライヤー・ポスタ

ー印刷業務

２ 仕    様  別紙仕様書のとおり

３ 納 入 場 所  別紙仕様書のとおり

４ 納    期  別紙仕様書のとおり

５ 契 約 金 額  金○○円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金○○円）

上記の印刷物について、発注者独立行政法人都市再生機構と受注者            は、

次のとおり請負契約を締結する。

この契約締結の証として、本書２通を作成し、発注者と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  神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1

独立行政法人都市再生機構

氏 名  総務部長  関  口   律    印

受注者 住 所

氏 名                 印

（総則）

第１条 受注者は、頭書の仕様により、頭書の契約代金額をもって、頭書の納期（以下

「納期」という。）までに、頭書の納入場所に、頭書の印刷物（以下「印刷物」とい

う。）を納入するものとする。

（諸費用の負担）

第２条 頭書の契約代金額には、梱包費及び運賃を含むものとする。

（権利義務の譲渡の制限）

第３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

させないものとする。



（再委託等の制限）

第４条 受注者は、この契約の債務の履行について、その全部又は大部分を一括して第

三者に委託し、又は請け負わせないものとする。

（完了検査）

第５条 受注者は、印刷物を納入したときは、その旨発注者に通知し、発注者の指定す

る職員（以下「検査員」という。）の検査を受けるものとする。

（納入前検査）

第６条 発注者は、前条の印刷物の納入前に、検査員をして必要な検査を行わせること

がある。

（再検査）

第７条 受注者は、前２条の検査の結果、検査員が補修、訂正又は取替えを命じたとき

は遅滞なく補修、訂正又は取替えを行ない、再検査を受けるものとする。

（検査等の諸費用）

第８条 前３条の検査を受けるため通常必要な経費及び印刷物の変質、変形、消耗、損

傷等は、すべて受注者の負担とする。

（引渡し）

第９条 受注者は、第５条又は第７条の検査に合格したときは、遅滞なく、印刷物を発

注者に引き渡すものとする。

（危険負担）

第10条 第５条の印刷物の納入の前に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、そ

の損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負

担するものとする。

（契約代金額の支払い）

第11条 受注者は、前条の引渡しをしたときは、契約代金の支払請求書を発注者に提出

するものとする。

２ 発注者は、前項の支払請求書を受理した日から起算して30日以内に、契約代金を支

払うものとする。

（品質の保証）

第12条 受注者は、第９条の引渡しをした日から12か月間印刷物の品質の保証をするも

のとする。

（納期の延長）

第13条 受注者は、納期内に印刷物を納入することができない理由が生じたときは、そ

の理由を付して、納期以前に発注者に届け出て、その承諾を得て納期を延長すること

ができるものとする。この場合において、受注者は、自己の責めに帰すべき理由によ

り納期を延長したときは、その部分の契約代金相当額に対し、延長日数に応じ年（365

日当たり）５パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者の指示により発注



者に支払うものとする。

（履行遅滞金）

第14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、その部分の契約代金相当額に対し、遅滞日数に応じ

年（365日当たり）2.8パーセントの割合で計算した額の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、その部分の契約代金相当額に対し、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額の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14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。(ﾁ)

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15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告によらないで、

この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

一 正当な理由なく解約を申し入れ、又はこの契約による債務の全部又は一部を履行

しないとき。

二 受注者の責めに帰すべき理由により、納期内にこの契約による債務の全部を履行

する見込みがないと発注者が認めたとき。

三 第７条の再検査の結果不合格となったとき。

四 その他この契約による債務の履行に関し不正の行為をし、又はこの契約に違反し

たとき。

五  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。(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。

（違約金）

第16条 受注者は、前条の規定により契約の全部又は一部を解除されたときは、解除部

分の契約代金相当額の10分の１に相当する額を違約金として発注者に支払うものと

する。

（秘密の保持）

第17条 受注者は、この契約の債務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18条 発注者は、この契約によって生じた受注者に対する金銭債権があるときは、受

注者に対する契約代金と相殺することができるものとする。

（協議事項）

第19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。


