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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 29年３月 28 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 

平成 29年度ＵＲ賃貸住宅入居促進活動に係る広告宣伝等業務 

 (2)  業務の目的 

ＵＲ賃貸住宅のブランド価値及び社会的認知の向上を図り、入居促進に向けた

効果的な広告・宣伝業務の立案及びその実施による家賃収入の最大化を目的とす

る。 

 (3) 履行期間 

平成 29年６月 1日から平成 30年４月 30 日まで 

２ 参加資格 

企画提案書の提出者は、次に掲げる要件をすべて満たしている単体企業若しくは

共同企業体であること。共同企業体の場合は、構成員すべてが資格を満たしている

こと。ただし（５）及び（６）については、構成員すべてではなく、共同企業体と

して資格を満たしていること。 

(1)  平成 29・30 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。 

(2) 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） 

(3)  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。 

(4) 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。 

(5)  自社又は連結子会社 の業務拠点が関東地域、東海地域、関西地域、九州地

域、北海道地域のそれぞれに存在すること。 

(6)  平成 26 年度から平成 28 年度の間、関東・関西・中部・九州・北海道の圏

域における地上波テレビ局 25 局（ＮＴＶ，ＴＢＳ，ＣＸＴ，ＥＸ，ＴＸ/ＹＴ

Ｖ，ＭＢＳ，ＫＴＶ，ＡＢＣ，ＴＶＯ/ＣＴＶ，ＣＢＣ，ＴＨＫ，ＮＢＮ，ＴＶ
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Ａ/ＦＢＳ，ＲＫＢ，ＴＮＣ，ＫＢＣ，ＴＶＱ/ＳＴＶ，ＨＢＣ，ＵＨＢ，ＨＴ

Ｂ，ＴＶＨ）と、テレビＣＭ放映枠を単年度において合計 20,000ＧＲＰ以上確

保する取引を、直接テレビ局と行った実績があること（ＧＲＰは 15 秒換算とす

る。合計値は各都市圏の合計でも可とする。また、いずれか１局との直接取引

実績の合計が 20,000ＧＲＰ以上でも可とする。直接取引については連結子会社

によるものを含む）。  

(7)  平成 26年度から平成 28 年度の間、住宅・不動産の広告媒体取扱実績がある

こと。 

（ＴＶＣＭ・新聞広告（折込チラシ含む）・雑誌広告・交通広告・インターネット

広告（モバイル広告含む）・モデルルーム設営業務・看板等設営業務） 

(8) 平成 26年度から平成 28 年度の間、顧客対面方式の有人店舗のデザイン、改

修等業務を実施した経験があること。（業務を一括して受託し、業務全体の監理

等を自ら行い、事務作業や現地調査、工事施工を第三者に委託することで実施

した経験も含む。） 

３ 企画提案書の提出者を選定するための基準 

(1) 業務拠点が関東地域、東海地域、関西地域、九州地域、北海道地域内に自社又

は連結子会社の本支店・営業所が存在すること。 

(2) 関東地域、東海地域、関西地域、九州地域、北海道地域の拠点において業務品

質確保のために必要となる人員を配置すること。  

(3) 平成 26年度から平成 28 年度までのＴＶＣＭの取扱実績 

(4) 平成 26 年度から平成 28 年度までのＴＶＣＭの制作実績 

(5) 平成 26年度から平成 28 年度までの住宅・不動産広告取扱額実績 

(6) 平成 26年度から平成 28 年度までの住宅・不動産の広告媒体取扱実績 

(7) 平成 26年度から平成 28 年度までの顧客対面方式の有人店舗の改修工事等実績 

４ 企画提案書を特定するための主な評価基準 

(1) マスを中心としたプロモーションの提案  

(2) セールスプロモーション提案 

(3) 共通ポイント導入に係るプロモーションの提案 

(4) 効果検証手法 

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 住宅経営部営業推進チーム 

   電話：045-650-0738 

(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 
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平成 29 年３月 28 日（火）から平成 29 年４月 20 日（木）まで 

②  交付場所 

当機構ホームページからのダウンロードによる。 

(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 29 年４月 20 日（木） 17 時 00 分   

②  提出場所   4(1)に同じ。 

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)  企画提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 

①  提出期限   平成 29 年５月 19 日（金） 12 時 00 分   

②  提出場所   4(1)に同じ。 

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。 

(5)  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の提出者の参加資格について審査を行い、評価項

目の評価の高い者から原則５者を企画提案書の提出者として選定し、参加表明

者が５者に満たない場合は表明者数とする。 

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。 

(6)  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（関係法人を構

成員とする共同企業体１者だった場合を含む。）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(1)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：73 

⑵ Nature and quantity of the services to be required：Duties such as Unified 
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advertisement to affect recruitment unoccupied house lease houses in 2017 

⑶  Expected date of the contract award：1 June 2017 

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

Agreement on Government Procurement：b “Protection of Exclusive Rights” 

⑸ Contact point for the notice：Aki Tachibana ,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 045-650-0738   

 

以  上   
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競争参加者の資格に関する掲示  

 

平成 29年度ＵＲ賃貸住宅入居促進活動に係る広告宣伝等業務に係る共同企業体

としての競争参加者の資格（以下「共同企業体としての資格」という。）を得よう

とする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。  

平成29年３月28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) 件  名  平成 29年度ＵＲ賃貸住宅入居促進活動に係る広告宣伝等業務  

(2) 業務の目的  

ＵＲ賃貸住宅のブランド価値及び社会的認知の向上を図り、入居促進対策

の実施に向けた効果的な広告・宣伝業務の立案及びその実施による家賃収入

の最大化を目的とする。  

(3) 履行期間  

平成 29 年 6 月 1 日から平成 30 年４月 30 日まで  

 

２ 申請の時期  

平成 29年３月 28日から平成 29年４月 20日まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）。  

 

３ 申請の方法  

(1) 申請書の入手方法  

「競争参加資格審査申請書」（以下「申請書」という。）は、平成29年３月28

日から平成 29年度ＵＲ賃貸住宅入居促進活動に係る広告宣伝等業務において

共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。当機構ホームページか

らダウンロードすること。  

(2) 申請書の提出方法  

申請者は、申請書に平成29年度ＵＲ賃貸住宅入居促進活動に係る広告宣伝等

業務共同企業体協定書（４(4)の条件を満たすものに限る。）の写しを添付し、

持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。  

提出場所：〒231-8315 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住宅経営部営業推進チーム  

電話：045-650-0738 

 

４ 共同企業体としての資格及び審査  

次に掲げる条件を満たさない共同企業体については、共同企業体としての資格

がないと認定する。  

(1) 組合せ  
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構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。  

①  平成 29・30 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、開札日までに業種区分「役務提供」の資格を

有すると認定された者であること。  

② 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）  

③  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。  

④  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。  

⑤  自社又は連結子会社 の業務拠点が関東地域、東海地域、関西地域、九州地

域、北海道地域のそれぞれに存在すること。  

⑥ 平成 26 年度から平成 28 年度の間、関東・関西・中部・九州・北海道の圏域

における地上波テレビ局 25 局（ＮＴＶ，ＴＢＳ，ＣＸＴ，ＥＸ，ＴＸ /ＹＴ

Ｖ，ＭＢＳ，ＫＴＶ，ＡＢＣ，ＴＶＯ /ＣＴＶ，ＣＢＣ，ＴＨＫ，ＮＢＮ，Ｔ

ＶＡ /ＦＢＳ，ＲＫＢ，ＴＮＣ，ＫＢＣ，ＴＶＱ /ＳＴＶ，ＨＢＣ，ＵＨＢ，

ＨＴＢ，ＴＶＨ）と、テレビＣＭ放映枠を単年度において合計 20,000ＧＲＰ

以上確保する取引を、直接テレビ局と行った実績があること（ＧＲＰは 15 秒

換算とする。合計値は各都市圏の合計でも可とする。また、いずれか１局と

の直接取引実績の合計が 20,000ＧＲＰ以上でも可とする。直接取引について

は連結子会社によるものを含む）。   

⑦  平成 26 年度から平成 28 年度の間、住宅・不動産の広告媒体取扱実績がある

こと。  

（ＴＶＣＭ・新聞広告（折込チラシ含む）・雑誌広告・交通広告・インターネ

ット広告（モバイル広告含む）・モデルルーム設営業務・看板等設営業務）  

⑧ 平成 26 年度から平成 28 年度の間、顧客対面方式の有人店舗のデザイン、改

修等業務を実施した経験があること。（業務を一括して受託し、業務全体の監

理等を自ら行い、事務作業や現地調査、工事施工を第三者に委託することで実

施した経験も含む。）  

 (2) 業務形態  

  ①  構成員の業務分担が、業務の内容により、平成 29年度ＵＲ賃貸住宅入居

促進活動に係る広告宣伝等業務共同企業体協定書において明らかであるこ

と。  

  ②  一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについ

て、平成29年度ＵＲ賃貸住宅入居促進活動に係る広告宣伝等業務共同企業体

協定書において明らかであること。  

(3) 代表者要件  

構成員において決定された代表者が、平成 29年度ＵＲ賃貸住宅入居促進活動

に係る広告宣伝等業務共同企業体協定書において明らかであること。  
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(4) 共同企業体の協定書  

共同企業体の協定書が、別紙１に示す「平成29年度ＵＲ賃貸住宅入居促進活

動に係る広告宣伝等業務共同企業体協定書」によるものであること。  

 

５  一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体の取扱

い 

４(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体も２及び３により

申請をすることができる。この場合において、共同企業体としての資格が認定さ

れるためには、４(1) ①の認定を受けていない構成員が４ (1) ①の認定を受ける

ことが必要である。また、この場合において、４ (1) ①の認定を受けていない構

成員が、開札の時までに４ (1) ①の認定を受けていないときは、共同企業体とし

ての資格がないと認定する。  

 

６ 資格審査結果の通知  

「競争参加資格認定通知書」により通知する。  

 

７ 資格の有効期間  

６の共同企業体としての資格の有効期間は、共同企業体としての資格の認定日

から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以

外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。  

 

８ その他  

 共同企業体の名称は「平成29年度ＵＲ賃貸住宅入居促進活動に係る広告宣伝等業

務〇〇・△△共同企業体」とする。  

 また当該業務に係る特定手続に参加するためには、企画提案書の提出の時にお

いて、共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、企画提案書の提出者として

選定されていなければならない。  

以 上   
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別紙１  

平成29年度ＵＲ賃貸住宅入居促進活動に係る広告宣伝等業務  

共同企業体協定書  

 

 

（目的）  

第１条  当共同企業体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。  

一 独立行政法人都市再生機構（以下「発注者」という。）が調達する平成29年

度ＵＲ賃貸住宅入居促進活動に係る広告宣伝等業務  

二 前号に附帯する業務  

（名称）  

第２条  当共同企業体は、平成 29年度ＵＲ賃貸住宅入居促進活動に係る広告宣伝

等業務○○・△△共同企業体（以下「当共同体」という。）と称する。  

（事務所の所在地）  

第３条  当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。  

（成立の時期及び解散の時期）  

第４条  当共同体は、平成○年○月○日に成立し、履行期限終了までの間は、次

条に掲げる構成員の一方が営業の廃止等により存続できなくなった場合を除

き、解散することはできない。  

２  当業務を受注できなかったときは、当共同企業体は、前項の規定にかかわら

ず、発注者と他者により平成 29年度ＵＲ賃貸住宅入居促進活動に係る広告宣伝

等業務協定が締結された日に解散するものとする。  

（構成員の住所及び名称）  

第５条  当共同体の構成員は、次のとおりとする。  

○○県○○市○○町○○番地     ○○株式会社  

△△県△△市△△町△△番地     △△株式会社  

（代表者の名称）  

第６条  当共同体は、○○株式会社を代表者とする。  

（代表者の権限）  

第７条  当共同体の代表者は、当業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注

者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって当共同体に属する

財産を管理する権限を有するものとする。  

２ 構成員は、第１条の業務実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、

実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代

表者である企業に委任するものとする。  

（分担業務）  

第８条  各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。  

マスを中心としたプロモーションに係る業務  ○○株式会社  

セールスプロモーションに係る業務  

関東地域                 △△株式会社  
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東海地域                  △１株式会社  

関西地域                  △２株式会社  

九州地域                  △３株式会社  

北海道地域                 △４株式会社  

（運営委員会）  

第９条  当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当

たるものとする。  

（構成員の責任）  

第 10条  構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進

捗を図り、第１条に定める業務の履行に関し連帯して責任を負うものとする。  

（構成員の相互間の責任の分担）  

第 11条  構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該

構成員がこれを負担するものとする。  

２  構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構

成員が協議するものとする。  

３  前２項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に

従うものとする。  

４  前３項の規定は、いかなる意味においても第 10条に規定する共同体の責任を

逃れるものではない。  

（権利義務の譲渡の制限）  

第12条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。  

（業務途中における構成員の脱退）  

第 13条  構成員は、当共同体が第１条に定める業務を完了する日までは脱退する

ことができない。  

（業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置）  

第 14条  構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合にお

いては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業

務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困

難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共

同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した

構成員の分担業務を完了するものとする。  

（解散後のかしに対する構成員の責任）  

第 15条  当共同体が解散した後１年以内において、当業務につきかしがあったと

きは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。  

（協定書に定めのない事項）  

第 16条  この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるも

のとする。  

 

○○株式会社他○社は、上記のとおり当業務共同企業体協定を締結したので、そ

の証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自１通を保
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有するものとする。  

 

年  月  日  

○○株式会社  代表取締役  ○○  ○○   印  

○○株式会社  代表取締役  ○○  ○○   印  
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別紙２  

競争参加資格審査申請書  

 

 

 

 

貴機構本社で行われる平成29年度ＵＲ賃貸住宅入居促進活動に係る広告宣伝等業

務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。  

なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約しま

す。  

 

 

 

 

平成  年  月   日  

独立行政法人都市再生機構  

総務部長 関口 律  殿  

 

 

 

共同企業体名  平成29年度ＵＲ賃貸住宅入居促進活動に係る広告宣伝等業務  

○○・△△共同企業体 

 

 

 

（代表者）  住 所 

 商号又は名称  

 代 表 者 氏 名      印 

 担当者氏名  

 電 話 

 Ｆ Ａ Ｘ 

 

 

 

（構成員）  住 所 

 商号又は名称  

 代 表 者 氏 名      印 

 


