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 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の調

達契約に係る入札公告（平成 28年５月 27日付機構ホームページ掲載）に基づく入札について

は、関係法令及び入札心得書（物品購入等）に定めるもののほか、この入札説明書によるもの

とする。 

 

１  分任契約責任者の氏名及び名称 

   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 

センター長 関口 健勇 

 

２  調達内容 

(１) 調達件名及び数量 

  独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 公田町団地 ほか３０団地で使用する従量

電灯及び低圧電力 

 予定契約電力  ：仕様書による。 

   予定使用電力量  ：仕様書による。 

(２)  調達案件の仕様等 

     仕様書による。 

(３)  供給期間 

   平成２８年１０月の検針日から平成３０年３月の検針日の前日まで 

(４)  供給場所 

 仕様書による。 

(５)  入札方法 

イ 入札金額は、各者において設定する契約電力等に対する単価（基本料金単価）及び使用

電力量に対する単価（電力量料金単価）を根拠（小数点以下を含むことができる。）とし、

あらかじめ当社が別途提示する各契約における月ごとの予定契約電力等及び予定使用電力

量に基づき算出した各契約の対価の総価を入札金額とする。なお、入札書には、別紙様式

１による入札価格の内訳を添付し、力率割引及び割増、使用電力量及び季節等により単価

が変動する場合は、その根拠も記載すること。この場合において、燃料価格変動の調整額

及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は加算しないものとする。また、入札書と内訳書

に記載された金額が相違する場合には無効とする。 

  別紙様式１については、６（１）の競争参加資格の確認通知の際に、競争参加資格を有

する者に対して様式のデータを送付するので、これを用いて作成し、入札書とともに、書

面及びデータＣＤを提出すること。 

ロ 落札決定に当たっては、入札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。）をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者



 2 

であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に記

載すること。 

  ハ 上記イの入札書及び内訳書の提出方法は以下のとおりとする。 

二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々、入札心得書のとおり必要事項を記載し、封かん

すること。中封筒には、入札書のみを入れ、表封筒には、次の書類３点を入れること。 

（１）入札書在中の中封筒 

（２）別紙様式１ 内訳書（書面） 

（３）別紙様式１ 内訳書（データＣＤ） 

   （注）上記に示した方法以外での入札書は一切受付けない。 

３   競争参加資格 

（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）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと又は民事再生 

    法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（一般競争参加資格の再 

認定を受けた者を除く。） 

（３）独立行政法人都市再生機構東日本地区における平成 27・28年度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「物品販売」の資格を有すると認定された者であ 

ること。 

     なお、当該競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが

競争に参加するためには、申請書等の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、

確認を受け、かつ開札日までに当該資格の認定を受けていなければならない。 

（※「全省庁統一資格」は独立行政法人都市再生機構の競争参加資格とは関係がありませ

んのでご注意ください。） 

競争参加資格審査等に関する問い合わせ先は、次のとおり。 

  〒163－1382 

  東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー19階 

  独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

  総務部経理チーム 

  電話 03－5323－2565 

    （土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9 時 15 分から 17 時 40 分まで。ただし 12 時か

ら 13時までを除く。） 

 （４）競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの

期間、独立行政法人都市再生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。  

 （５）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でないこと。 

 （６）不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属す

る者で組織される団体、法人で当該業務の受注者として適当でないと当社が認める者でない

こと。 
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  （７）電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。 

 

４ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期間、場所及び方法 

（１）提出期間 

   平成 28年５月 27日（金）から平成 28年６月 27日（月）までの土曜日、日曜日、休日及

び祝日を除く毎日 

（２）受付期間 

    10時から 17時まで（ただし、12時から 13時の間は除く） 

（３）提出場所  

   〒234－0054     

神奈川県横浜市港南区港南台３－３－１港南台 214ビル３階 

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お客様相談課 

電話 045－835－0061 

（４）提出方法 

   持参又は書留郵便による郵送とする。ただし、持参の場合は予め来所日時を連絡の上、持

参することとし、郵送の場合は簡易書留とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に「申請

書在中」と朱書すること。 

 

５ 本説明書及び仕様書に関する質問と回答 

(１)  本説明書及び仕様書に関する質問は、「質問書」（様式は任意）の提出をもって行うこと。 

イ 提出期限 平成 28年６月 27日（月）17時 00分 

ロ 提出場所 ４（３）に同じ 

ハ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこ

と。なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。 

(２)  原則として質問書の回答は、「回答書」の閲覧をもって行う。 

イ 閲覧期間 平成 28年７月４日（月）から平成 28年８月 16日（火） 

ロ 閲覧場所 ５(１)ロに同じ。 

 

６ 競争参加資格の確認通知等 

（１） 競争参加資格の確認通知 

  申請書等を提出した者について、当社で審査を行い、本入札に参加する資格を有するか確認

し、平成 28年７月 11日（月）までに競争参加資格の有無について通知する。ただし、競争参

加資格確認申請書提出時点において参加資格を満たしていても、その後開札の時までの期間に

本件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措置を受けた者は選定しない。 

（２） 苦情申立て 

  申請書等を提出した者のうち、（１）で競争参加資格がないと認められた者は、通知した日の

翌日から起算して７日（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規
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定する行政機関の休日（以下「休日」という）を含まない）以内に、書面により、当社に対し

て参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。 

  当社は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求めるこ

とができる最終日の翌日から起算して７日以内（休日を含まない）に書面により回答する。 

 

７  入札手続き及び落札者の決定 

 （１）入札書の提出期限及び場所  

イ 提出期限 平成 28年８月 16日（火）17時 00分 

 （持参または郵送とする。郵送の場合、書留郵便とし、同日同時刻必着とすること） 

  ロ 提出場所 ４（３）に同じ。 

（２）開札の日時及び場所  

平成 28年８月 17日（水）16時 00分 

株式会社ＵＲコミュニティ横浜南住まいセンター４階会議室 

（３）落札者の決定方法について 

  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入札を行ったものを落札者とする。 

  なお、入札参加者が開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り

扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものとして取り扱う

こととする。 

 

８ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

 日本語及び日本国通貨 

 

９ 入札保証金及び契約保証金 

 免除 

 

10 入札の無効 

本説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、申請書及び資料に虚偽の記

載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札

は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の

時において上記３に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 

 

11 入札不調（不落）時の取扱い 

  開札の結果、落札者がない場合は、当社がみなし小売電気事業者（旧一般電気事業者）

と締結している従前の契約が継続される。 

 

12 入札手続きにおける交渉の有無 
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 無 

 

 

13 契約書作成の要否 

  要 

 落札者は、落札決定の日から７日以内に当社との間で、別に定める「契約書」の締結及び「覚

書」の交換を行うものとする。 

 

14 支払条件 

  毎月、検査後全箇所の一括払とし、電力使用量の算定は、直近の検針日を標準とする。なお、

請求にあたり、供給場所ごとに料金の根拠を示した資料を添付すること。（仕様書別紙２を参照） 

   

15 その他 

（１） 事業者切り替え手続きに必要な情報（供給地点特定番号等）については、落札者に対し、

別途、通知する。 

(２) 入札参加者は、入札心得書（物品購入等）を熟読し、入札心得を遵守すること。 

(３)  入札に必要な提出書類の作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

(４)  当社に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。 

(５)  当社に一旦提出された書類は返却しない。 

(６)  当社に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない。 

以 上 



所在地：

商号又は名称：

代表者氏名： 印

代理人氏名： 印

【入札書 記載金額：（④*100/108）】→ 合　計　（税抜）　　　⑤ 円

低圧電力　　合計　（税込）　　③ 円

　合　　計　（税込）　④＝①+②+③ 円

入札内訳書

件名：独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部公田町団地ほか30団地で使用する従量電灯及び低圧電力

従量電灯B　合計　（税込）　　① 円

従量電灯C　合計　（税込）　　② 円

別紙様式１ 



東京・中部・九州・北海道電力管内用

＜電灯契約：従量電灯B相当＞

◆ 内訳書（平成27年11月分）【標記例】

最初の120KW時まで
○○円○○銭/KWｈ

120KW時を超え300KW
時まで

○○円○○銭/KWh

300KWを超える
○○円○○銭/KWｈ

1 磯子杉田台 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑2 50 830

2 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 30 740

3 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 40 890

4 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 30 540

5 グリーンメゾン平戸 神奈川県横浜市戸塚区平戸一丁目2 30 950

6 本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目4 60 650

7 本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目4 30 710

8 本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目4 40 620

9 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 30 540

10 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 60 980

11 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 30 990

12 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 50 1,870

13 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 40 1,510

14 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 50 2,030

15 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 50 1,210

16 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 50 1,960

17 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 30 990

18 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 30 920

19 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 30 1,300

20 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 40 770

21 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東8 60 3,200

22 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東8 60 1,970

23 コンフォール上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259 30 700

24 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 40 550

25 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 30 1,020

26 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 40 1,080

27 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 30 490

28 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一 神奈川県横浜市金沢区並木一丁目 40 780

29 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一 神奈川県横浜市金沢区並木一丁目 40 530

30 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一 神奈川県横浜市金沢区並木一丁目 40 540

31 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 30 520

合　　計 1,240 32,380

※料金その他の計算における単価は内税とし、合計金額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

※電力量料金の単価が４種類以上ある場合は列を追加し、2種類以下の場合は列を削除して記入する。

基本料金
（円）

電力量料金（円）

合計
予定使用
電力量
（ｋWｈ）

仕様書
№

団地名
供給場所
（住所）

契約電流
（A）

別紙様式１ 



東京・中部・九州・北海道電力管内用

＜電灯契約：従量電灯C相当＞

◆ 内訳書（平成27年11月分）【標記例】

最初の120KW時まで
○○円○○銭/KWｈ

120KW時を超え300KW
時まで

○○円○○銭/KWh

300KWを超える
○○円○○銭/KWｈ

32 磯子杉田台Ⅱ 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑2 10 1,170

33 磯子杉田台 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑2 17 330

34 磯子杉田台 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑2 12 1,670

35 洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台四丁目 8 680

36 洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台四丁目 15 850

37 洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台四丁目 12 900

38 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 8 920

39 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 7 370

40 洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台四丁目 12 1,340

41 洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台四丁目 9 330

42 港南台かもめ 神奈川県横浜市港南区港南台二丁目１ 15 540

43 港南台ちどり 神奈川県横浜市港南区港南台二丁目2 12 700

44 ウェルシティ横須賀ポートバレーヌ４番館 神奈川県横須賀市東逸見町一丁目1-62 12 3,210

45 コンフォール横須賀本町 神奈川県横須賀市本町二丁目1-22 20 6,360

46 飯島 神奈川県横浜市栄区飯島町527 12 660

47 コンフォール上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259 13 2,190

48 コンフォール上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259 13 2,070

49 コンフォール上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259 12 520

50 コンフォール上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259 23 4,830

51 コンフォール上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259 20 4,190

52 公田町 神奈川県横浜市栄区公田町740 13 550

53 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 10 1,040

54 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 10 1,260

55 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 10 1,240

56 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 10 1,080

57 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 10 1,180

58 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 15 390

59 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 10 820

60 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 10 1,070

61 東戸塚ビューハイツ 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町799-2 10 2,330

電力量料金（円）

合計
仕様書

№
団地名

供給場所
（住所）

契約容量
（KVA）

予定使用
電力量
（ｋWｈ）

基本料金
（円）

別紙様式１ 



62 本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目4 23 7,680

63 本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目4 15 340

64 本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目4 23 8,630

65 本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目4 19 7,150

66 本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目4 19 6,460

67 前田町 神奈川県横浜市戸塚区前田町67-3 12 2,240

68 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 35 420

69 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 10 1,740

70 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 10 1,850

71 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 15 3,500

72 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 15 3,410

73 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 12 1,880

74 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 13 2,890

75 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 12 2,170

76 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 8 1,250

77 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 8 1,710

78 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 10 1,630

79 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 10 1,840

80 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 8 1,680

81 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 8 1,750

82 コーポレート東戸塚 神奈川県横浜市戸塚区品濃町1835-29他 20 3,340

83 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一 神奈川県横浜市金沢区並木一丁目 17 660

84 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二 神奈川県横浜市金沢区並木一丁目 10 350

85 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 20 330

86 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 15 3,420

87 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 20 5,350

88 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 20 3,580

89 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 20 4,470

90 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 15 3,300

91 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 15 3,170

92
ビーコンヒル能見台イーストプラザ 神奈川県横浜市金沢区能見台東1-1 25 2,580

93 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東8 15 4,060



94 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東8 20 4,370

95 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東8 10 2,530

96 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東8 20 4,770

97 金沢文庫第一 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-5-1 14 2,510

98 金沢文庫第二 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-25-2 10 1,920

99 金沢文庫第三 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-25-3 10 2,080

100 金沢文庫第四 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-25-4 7 1,560

101 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 19 6,480

102 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 20 5,860

103 ビーコンヒル能見台イーストプラザ 神奈川県横浜市金沢区能見台東1-1 8 2,070

合　　計 1,005 173,770

※料金その他の計算における単価は内税とし、合計金額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

※電力量料金の単価が４種類以上ある場合は列を追加し、2種類以下の場合は列を削除して記入する。



全電力管内共通

＜動力契約：低圧電力相当＞

◆ 内訳書（平成27年11月分）【標記例】

基本料金
○○
割引・
割増

○○割引・割増
摘要後料金

夏季月（７～9月）
○○円○○銭/KWｈ

その他季月
○○円○○銭/KWｈ

104 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 8 210

105 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 3 70

106 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 8 210

107 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 8 210

108 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 5 150

109 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 8 220

110 磯子杉田台 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑2 20 150

111 磯子杉田台 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑2 7 230

112 磯子杉田台 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑2 13 90

113 磯子杉田台 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑2 7 280

114 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 12 700

115 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 11 340

116 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 47 2,590

117 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 12 320

118 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 14 100

119 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 5 120

120 洋光台北 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目 33 1,690

121 洋光台中央 神奈川県横浜市磯子区洋光台四丁目 12 90

122 洋光台西 神奈川県横浜市磯子区洋光台5-19 3 40

123 磯子三丁目 神奈川県横浜市磯子区磯子3-6 3 20

124 港南台かもめ 神奈川県横浜市港南区港南台二丁目１ 12 80

125 ウェルシティ横須賀ポートバレーヌ４番館 神奈川県横須賀市東逸見町一丁目1-62 11 460

126 ウェルシティ横須賀ポートバレーヌ４番館 神奈川県横須賀市東逸見町一丁目1-62 15 510

127 飯島 神奈川県横浜市栄区飯島町527 8 140

128 コンフォール上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259 11 610

129 コンフォール上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259 11 580

130 コンフォール上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259 11 120

131 コンフォール上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259 20 890

132 コンフォール上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259 17 830

合計
契約
電力

（KW ）

仕様書
№

団地名
供給場所
（住所）

予定使用
電力量
（ｋWｈ）

電力量料金（円）基本料金（円）

別紙様式１ 



合計
契約
電力

（KW ）

仕様書
№

団地名
供給場所
（住所）

予定使用
電力量
（ｋWｈ）

電力量料金（円）基本料金（円）

133 グリーンメゾン平戸 神奈川県横浜市戸塚区平戸一丁目2 14 40

134 公田町 神奈川県横浜市栄区公田町740 7 60

135 公田町 神奈川県横浜市栄区公田町740 2 30

136 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 4 80

137 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 5 90

138 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 5 90

139 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 5 100

140 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 5 90

141 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 5 90

142 コンフォール小松ヶ丘 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町615-1他 5 90

143 本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目4 23 1,320

144 本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目4 21 1,260

145 本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目4 21 1,130

146 本郷台駅前 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目4 21 1,100

147 前田町 神奈川県横浜市戸塚区前田町67-3 11 290

148 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 9 390

149 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 13 600

150 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 11 840

151 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 7 340

152 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 7 380

153 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 7 450

154 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 5 230

155 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 4 190

156 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 4 200

157 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 4 230

158 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 7 240

159 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 4 210

160 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 5 210

161 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二 神奈川県横浜市金沢区並木一丁目 6 40



合計
契約
電力

（KW ）

仕様書
№

団地名
供給場所
（住所）

予定使用
電力量
（ｋWｈ）

電力量料金（円）基本料金（円）

162 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二 神奈川県横浜市金沢区並木一丁目 6 50

163 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二 神奈川県横浜市金沢区並木一丁目 6 40

164 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 8 170

165 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 5 60

166 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 8 180

167 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 8 210

168 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 8 230

169 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 8 210

170 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 8 210

171 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 8 170

172 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 8 160

173 金沢シーサイドタウン並木二丁目 神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 8 190

174 金沢シーサイドタウン並木三丁目 神奈川県横浜市金沢区並木三丁目 1 10

175 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一 神奈川県横浜市金沢区並木一丁目 3 40

176 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二 神奈川県横浜市金沢区並木一丁目 5 40

177 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 7 380

178 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 9 630

179 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 7 440

180 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 9 620

181 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 7 350

182 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 4 20

183 ビーコンヒル能見台サウスヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東11 9 480

184 ビーコンヒル能見台イーストプラザ 神奈川県横浜市金沢区能見台東1-1 17 630

185 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東8 11 640

186 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東8 27 840

187 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東8 12 520

188 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東8 6 160



合計
契約
電力

（KW ）

仕様書
№

団地名
供給場所
（住所）

予定使用
電力量
（ｋWｈ）

電力量料金（円）基本料金（円）

189 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東8 6 190

190 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 神奈川県横浜市金沢区能見台東8 9 610

191 金沢文庫第一 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-5-1 28 1,620

192 金沢文庫第二 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-25-2 24 1,190

193 金沢文庫第三 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-25-3 25 1,320

194 金沢文庫第四 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-25-4 19 760

195 磯子杉田台 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑2 9 20

196 磯子杉田台 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑2 6 40

197 磯子杉田台 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑2 10 80

198 磯子杉田台 神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑2 10 70

199 ウェルシティ横須賀ポートバレーヌ４番館 神奈川県横須賀市東逸見町一丁目1-62 17 80

200 コンフォール横須賀本町 神奈川県横須賀市本町二丁目1-22 21 70

201 コンフォール上倉田 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259 14 10

202 東戸塚ビューハイツ 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町799-2 14 40

203 前田町 神奈川県横浜市戸塚区前田町67-3 2 30

204 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 4 20

205 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 9 10

206 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 21 30

207 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 21 40

208 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 7 20

209 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 17 50

210 プロムナード矢部 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 9 20

合　　計 1127 36460

※料金その他の計算における単価は内税とし、合計金額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。

※基本料金における割引・割増しが複数ある場合は列を追加する。

※電力量料金の単価が3種類以上ある場合は列を追加し、1種類の場合は列を削除して記入する。



 

 
 

 

 

競争参加資格確認申請書 

 
                 

                                                  平成    年    月    日  

   

    独立行政法人都市再生機構受託者  

  株式会社ＵＲコミュニティ  

   横浜南住まいセンター  

         センター長   関口 健勇  殿 

 

 

                                       住        所  

                                       商号又は名称  

                                       代 表 者 氏 名                         印  

 

 

 

平成 28 年５月 27 日付で公示のありました独立行政法人都市再生機構東日本賃貸

住宅本部公田町団地ほか 30 団地で使用する従量電灯及び低圧電力に係る競争参加

資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。  

なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該

当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約し

ます。  

 

 

 

記 

 

 

１ 競争参加認定通知書の写し  

２ 小売電気事業者の届出が確認できる資料の写し  

 
※１については、競争参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）を提出済であり、

必要な資格を有するものと認められることを条件に入札書等関係書類を提出する場

合は、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票の写しを添付するものとす

る。  

 

 

別紙様式２  



 

 

入札心得書（物品購入等）  

 

（目的）  

第１条  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

（以下「当社」という。）が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運

送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及びその他の取扱い

については、この心得の定めるところにより行う。  

（入札等）  

第２条  競争入札について、機構から通知を受けた者（以下「入札参加者」

という。）は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入

札書により入札をしなければならない。この場合において、入札説明書及

び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができ

る。  

２ 入札書は封かんの上、入札参加者の氏名を明記し、入札説明書に示した

期限までに提出しなければならない。  

３ 入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二

重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札日

時を記載し、提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。 

４ 前項の入札書は、提出期限までに到着しないものは無効とする。  

５ 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなけ

ればならない。  

６ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入

札参加者の代理をすることはできない。  

７ 入札書には、総額を記載すること。  

  なお、根拠資料として、入札価格の内訳を添付し、力率割引及び割増、

使用電力量及び季節等により単価が変動する場合は、その根拠も記載する

こと。  

８  落札決定に当たっては、入札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。）をもって落札価格とするので、

入札参加者は、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

額を入札書に記載すること。  

９ 入札参加者は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又は  

これに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓  

約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。  

（入札の辞退）  

第２条の２ 入札参加者は、入札の執行の完了に至るまでは、いつでも入札

を辞退することができる。  



 

２ 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げると

ころにより申し出るものとする。  

一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接

持参し、又は郵送（入札執行日の前日までに到着するものに限る。）し

て行う。  

二  入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、

入札を執行する者に直接提出して行う。  

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な

取扱いを受けるものではない。  

（公正な入札の確保）  

第２条の３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。  

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加

者等と入札価格または入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価

格を定めなければならない。  

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格

を意図的に開示してはならない。  

（内訳明細書）  

第３条  入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意し

ておかなければならない。  

（入札の取りやめ等）  

第４条  入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入

札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者

等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめるこ

とがある。  

（入札書の引換の禁止）  

第５条  入札参加者は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札の前

後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。  

（入札の無効）  

第６条  次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該

入札等に参加することはできない。  

一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき。  

二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。  

三 入札金額の記載を訂正したとき。  

四 入札金額と内訳書の金額が一致しないとき。  

五  入札者（代理人を含む。）の記名押印のないとき又は記名（法人の場

合はその名称及び代表者の記名）の判然としないとき。  

六 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金

額をもって入札を行ったとき。  

七 １人で同時に２通以上の入札書をもって入札を行ったとき。  



 

八 明らかに連合によると認められるとき。  

九 第２条第９項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認め  

られるとき。  

十 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関

する必要な条件を具備していないとき。  

（開札等）  

第７条  開札は、入札説明書に示した場所及び日時に、入札者またはその代

理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者またはその代理人が

立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うもの

とする。  

（落札者の決定）  

第８条  競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最

低の価格により入札した者を落札者とする。  

（ 再度の入札）  

第９条  開札の結果、落札者がないときは、直ちに、再度の入札を行うものと

する。  

２ 前項の再度の入札は、原則として１回を限度とする。  

（同価の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定）  

第10条 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、

当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該

入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に

関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。  

 （入札不調時の取扱い）  

第11条 開札の結果、落札者がない場合は、当社がみなし小売電気事業者（旧

一般電気事業者）と締結している従前の契約が継続されるものとする。  

（入札参加者等の制限）  

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後２年間競

争入札等に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用

人として使用する者についてもまた同様とする。  

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、または材料、品質、数量

に関して不正の行為があった者  

二 独立行政法人都市再生機構の業務に関し、贈賄等刑法その他法令に定

める罰則にふれる行為または不正若しくは不誠実等の行為をした者  

三 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な

利益を得るために連合した者  

四 落札者が契約を結ぶことまたは契約を履行することを妨げた者  

五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者  

七  前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、

契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者  



 

八 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者  

九 不誠実な入札をなしたと認められた者  

（契約書及び覚書の提出）  

第13条 落札者は、落札決定の日から７日以内に契約書及び覚書を提出しな

ければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、こ

の限りでない。  

２  落札者が前項の期間内に契約書及び覚書を提出しないときは当該落札

はその効力を失う。  

（異議の申立）  

第14条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明

等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。  

 

以 上  



 

入札書及び封筒（様式） 

入 札 書 

 

    

金         円也（税抜） 

 

 

ただし、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 公田町団地ほか 30

団地で使用する従量電灯及び低圧電力 

 

 

 

 

  入札心得書（物品購入等）及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札しま

す。 

 

 

   平成  年  月  日 

 

 

 

 

               所在地 

               商号又は名称 

               代表者氏名              印 

   

               代理人氏名              印 

 

 

  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 

センター長 関口 健勇 殿 

  
入札書には、入札説明書の別紙様式１による入札価格の内訳を入札説明書２（５）のとお

り、添付し、力率割引及び割増、使用電力量及び季節等により単価が変動する場合は、その

根拠も記載すること。 



 

（封筒見本） 

 

表                裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委任している場合は、代理人の氏名及び印 
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入札に係る提出書類について 

 

１  代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、

実印の印影照合を行うため、使用印鑑届（実印を使用印とする場合も含む）

及び印鑑証明書正本（原本発行日から３か月以内）を提出してください。 

（一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 

（最長２年間））。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してくださ

い。 

 

 

２  代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、

年間委任状及び印鑑証明書正本（原本発行日から３か月以内）を提出して

ください。（一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有

効です。（最長２年間））。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出し

てください。 

 

 

３  入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してくだ

さい。 

一 代表者本人が入札される場合：名刺など本人を確認できる書類を提出し

てください。  

 

二 代理人の方が入札される場合：委任状（年間委任状を提出した復代理

人を含む）及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 

 

名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身

分証明証（健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格

者証など）で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。 

 

名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合

は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。 

 

なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せ

ず、厳重に取扱います。 

以 上 



 

使用印鑑届及び委任状（様式） 

 

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  

センター長 関口 健勇 殿 
 

使 用 印 鑑 届 

 

 

 

 

    使用印 

 

 

  

 

 

          実 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     上記の印鑑は入札、見積りに参加し、契約の締結並びに代金請求及び受領のために使

用したいので、お届けいたします。 

 

   平成  年  月  日 

 

                 住          所   

                 商号または名称   

 

                 代 表 者 名                                 印 

 

添付書類 

    ・印鑑証明書（原本・１通） 

 

注１ 本届には、印鑑証明書（原本・発行日から３か月以内）を添付すること。なお、委任状又

は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は１部で足りる。 

２ 使用印を届け出る当社の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内

容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合も

その旨届け出ること。 



 

記載例 

 

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  

センター長 関口 健勇 殿 
 

使 用 印 鑑 届 

 

 

 

 

    使用印 

 

 

  

 

 

          実 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     上記の印鑑は入札、見積りに参加し、契約の締結並びに代金請求及び受領のために使

用したいので、お届けいたします。 

 

   平成  年  月  日 

 

                 住          所   

                 商号または名称   

 

                 代 表 者 名                                 印 

 

添付書類 

    ・印鑑証明書（原本・１通） 

 

注１ 本届には、印鑑証明書（原本・発行日から３か月以内）を添付すること。なお、委任状又

は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は１部で足りる。 

２ 使用印を届け出る当社の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内

容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合も

その旨届け出ること。 

  

提出日 

実印 



 

 委任状（様式） 

委 任 状 

 

私は              を代理人と定め、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の発注する「独

立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部公田町団地ほか 30 団地で使用す

る従量電灯及び低圧電力」に関し、下記の権限を委任します。 

 

記 

 

 １．入札に関する一切の件 

 

 ２． 

代理人使用印鑑  

 

 

   平成  年  月  日 

 

 

               住 所 

               商号又は名称 

代表者氏名              印 

   

                   

 

 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 

センター長 関口 健勇 殿 

 


