
ポイントサービスパンフレット等印刷業務

(1)A4　巻三つ折りリーフレット

　コート86.5kg

(2)申込書

　1P目　上質紙45㎏　剥離紙

　2P目　上質紙110kg

・グリーン購入法の基準に適合した紙を使用すること。

・色校正刷り　3部（本紙校正、糊付け部分については簡易でも可）

・色校時に修正があった場合、再色校を提出すること。

・発注者の色校正確認期間として3日程度確保すること。

連絡先：045-650-0909

版下 使用OS Mac OS 10.5.8

使用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ イラストレーターCS5　フォットショップCS5

使用フォント
全てアウトライン化

納品場所 別紙参照

納 品 に つ い て

○納品について、パンフレットと郵便ハガキを一部づつＯＰＰ袋に入れ、テープで閉じ納品するこ
と。
○再生利用の容易さ、焼却処理時の負担軽減に配慮されていること。
○250部ずつに梱包（端数がある場合は端数で梱包）し、表、横各２箇所に「ポイントサービスパン
フレット一式」を明記すること。
○発送に係る費用は受注者負担とすること。

その他

・制作予定物については見本を公開しており、制作にあたっては見本を優先とする。
 見本を確認したい場合は事前に下記に連絡の上、公開とする。見本の公開は7月24日（月）12
時までとする。
・初校及び再校は以下の場所に提出する。
 （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5階
　　　独立行政法人　都市再生機構
　　　住宅経営部　営業推進課　大竹
　　　　　℡045-650-0909
 （2）東京都渋谷区恵比寿1-18-14　恵比寿ファーストスクエア7階
　　　株式会社ロイヤリティ　マーケティング

印 刷 パンフレット：両面4色　　ハガキ：両面2色

色　校　正

担 当 営業推進チーム　大竹

規 格

(1)A4　巻三つ折りリーフレット
　620mmx297mm
(2)申込書（ハレルメール/目隠しシールを剥がしてそのまま糊付けできる仕様）
　197mmx147mm×2
(3)PP封筒
　230mmx305mm OPP封筒

紙 質

入稿予定日
平成29年7月24日（月）

・版下データ支給一式　　

数 量

(1)A4　巻三つ折りリーフレット
(2)申込書
(3)PP封筒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計65,700部

履行期間 平成29年7月24日（月）～平成29年8月31日（木）

納入年月日 平成29年8月31日（木）ＡＭ

仕　　　様　　　書　　

業 務 の 名 称

納 入 品 目 折パンフレット・郵便ハガキ・ＰＰ封筒



別紙　納品先一覧

送付先
住所
（都道府県）

住所
（市区町村）

住所
（町名・丁目・番地・ビル名）

納品部数

ＵＲ都市機構　住宅経営部　営業推進課 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 5,000

ＵＲ都市機構　東日本賃貸住宅本部 住宅経営部　営業企画課 東京都 新宿区 西新宿6-5-1新宿アイランドタワー16階 2,000

ＵＲ都市機構　ストック事業推進部 事業企画課 東京都 新宿区 西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階 750

ＵＲ都市機構　ストック事業推進部　資産活用調整課 東京都 新宿区 西新宿6-5-1新宿アイランドタワー18階 250

ＵＲ都市機構　東京東エリア経営部　営業課 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 2,000

ＵＲ都市機構　多摩エリア経営部　営業課 東京都 立川市 曙町1-14-13　立川MKビル4階 2,000

UR都市機構　東京北エリア経営部　営業課 東京都 豊島区 東池袋1-10-1住友池袋駅前ビル4階 2,000

ＵＲ都市機構　千葉エリア経営部　営業課 千葉県 千葉市 美浜区中瀬1-3　幕張テクノガーデンD棟　20F 2,000

ＵＲ都市機構　神奈川エリア経営部　営業課 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 2,000

ＵＲ都市機構　埼玉エリア経営部　営業課 埼玉県 さいたま市南区 沼影1-10-1　ラムザタワー6階 2,000

ＵＲ都市機構　北海道エリア経営センター 北海道 札幌市中央区 北３条西３丁目－１－４４ヒューリック札幌ビル５Ｆ 2,000

ＵＲ都市機構　中部支社　住宅経営部　営業推進課 愛知県 名古屋市中区 錦3-5-27　錦中央ビル１Ｆ 2,000

ＵＲ都市機構　西日本支社　住宅住宅経営部　営業開発課 大阪府 大阪市北区 梅田2-2-22　ハービスエントオフィスタワー12F 3,000

ＵＲ都市機構　西日本支社　ストック事業推進部　事業調整課 大阪府 大阪市城東区 森之宮１－６－８５　4Ｆ 350

ＵＲ都市機構　西日本支社　ストック事業推進部　資産活用課 大阪府 大阪市城東区 森之宮１－６－８５　4Ｆ 100

UR都市機構　九州支社　住宅経営部　営業推進課 福岡県 福岡市中央区 長浜2-2-4 2,000

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 1,250

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1階 1,250

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 1,250

ＵＲ池袋営業センター 東京都 豊島区 東池袋1-10-１　住友池袋駅前ビル４階 1,250

ＵＲ渋谷営業センター 東京都 渋谷区 渋谷区道玄坂１－３－３　楠本ビル６階 1,250

ＵＲ多摩営業センター 東京都 多摩市 多摩市落合１－１１－２　多摩センター駅１階 750

ＵＲ錦糸町営業センター 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8階 1,250

ＵＲ町田営業センター 東京都 町田市 町田市中町１－１－１６　東京建物町田ビル８階 750

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 1,250

ＵＲ稲毛海岸営業センター 千葉県 千葉市美浜区 高洲４－５－１０ 1,250

ＵＲ松戸営業センター 千葉県 松戸市 松戸市本町７－１０　ちばぎん松戸ビル８階 1,250

ＵＲ賃貸ショップ成田ニュータウン 千葉県 成田市 橋賀台３－５－２５　成田ニュータウン管理センター内 500

ＵＲ賃貸ショップ柏駅前 千葉県 柏市 旭町１－１－５　浜島ビル６階 500

ＵＲ賃貸ショップ取手駅前 茨城県 取手市 取手３－４－８　海方ビル４階 500

ＵＲ賃貸ショップつくば駅前 茨城県 つくば市 吾妻１－５－４　ＭＯＧ２階 500

ＵＲ賃貸ショップ新浦安駅前 千葉県 浦安市 入船１－５－１　モナ新浦安Ａ館３階 500

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 1,250

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 1,250

ＵＲ賃貸ショップ洋光台 神奈川県 横浜市磯子区 洋光台３ 洋光台中央団地１３－２号棟103号室 500

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 1,250

ＵＲ新越谷営業センター 埼玉県 越谷市 南越谷1-17-2　朝日生命越谷ビル７F 1,250

ＵＲ上福岡営業センター 埼玉県 ふじみ野市 ふじみ野市霞ヶ丘１－４　コンフォール霞ヶ丘１１号棟１０５号室 750

ＵＲ所沢営業センター 埼玉県 所沢市 所沢市日吉町１５－１４　所沢第一生命ビル４階 750



別紙　納品先一覧

送付先
住所
（都道府県）

住所
（市区町村）

住所
（町名・丁目・番地・ビル名）

納品部数

ＵＲ名古屋営業センター 愛知県 名古屋市中区 錦３－５－２７錦中央ビル1階 1,250

ＵＲ梅田営業センター 大阪府 大阪市北区 梅田２－２－２２　ハービスエントオフィスタワー１２階 1,250

ＵＲなんば営業センター 大阪府 大阪市中央区 難波４－１－１５　近鉄難波ビル７階 750

ＵＲ泉北営業センター 大阪府 堺市南区 茶山台1丁2-3（南専門店街ビル1階） 1,250

ＵＲ千里営業センター 大阪府 豊中市 新千里東町１－４－２　千里ライフサイエンスセンタービル１９階 1,250

ＵＲ天王寺営業センター 大阪府 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１丁目３番２１号　岸本ビル５階 750

ＵＲ枚方営業センター 大阪府 枚方市 岡東町１４－４１ 750

ＵＲ森之宮営業センター 大阪府 大阪市城東区 森之宮１－６－８５ 750

ＵＲ高槻営業センター 大阪府 高槻市 高槻町９－２４　スクエアビル１階 750

ＵＲ神戸営業センター 兵庫県 神戸市中央区 雲井通５－３－１　サンパルビル４階 1,250

ＵＲ京都営業センター 京都府 京都市中京区 烏丸御池下ル虎屋町５６６－１　井門明治安田生命ビル１階 1,250

ＵＲ奈良営業センター 奈良県 奈良市 右京１－４　サンタウンプラザひまわり館２階 750

ＵＲ福岡営業センター 福岡県 福岡市中央区 大名２－６－２０ 1,250

UR北九州営業センター 福岡県 北九州市小倉北区 京町3丁目1-1　コレット・I'm 専門店街9F 750

65,700


