
 

仕 様 書 
 

１  件名 
    令和２年度大曽根住まいセンター蛍光管等の購入 
 
２  対象品目及び予定数量 
    別添 1「対象品目一覧表」のとおり。 
    なお、予定数量は購入を確約した数量ではない。 

当該予定数量に満たないこととなった場合でも、製品の取引及び買取りは一切行わな 
い。 

 
３ 仕様 

JIS・JEL 規格品であること。JIL・グリーン購入法適合品があれば優先的に調達する

こと。 
 
４ 対象団地 
  別添２「対象団地一覧表」のとおり 
 
５  発注手続 
  発注者から受注者に、注文書をファックス又はメール送付することにより行う。発注

時に、対象品目の詳細型番及びメーカーを指定する。 
  なお、発注者より注文書を受領した際は、受領書をファックス又はメール送付にて返

送すること。 
 
６ 配送頻度 
  原則、月に１度とする。 
  配送時期及び上記によらない状況が生じた際には事前に発注者と受注者にて協議して

定めることとする。 
 

７  納期 
    発注した商品については、発注者の指定する期日及び時間帯に納品すること。 
 
８  納品方法 
  （1）納品は、発注者の指定する場所（上記４ 別添２「対象団地一覧表」の納品場所 

へ行うこと。 
  （2）納品する商品には、発注者名、商品名、数量を記入した納品書を添付すること。 
  （3）納品する商品については、発注者の指示により仕分けし、個別に梱包すること。 



  （4）配送に係る費用については、受注者が負担すること。 
  （5）納品後、商品の不良又は品目若しくは数量の誤り等が明らかになった場合は、速や 

かに、かつ適切に対応すること。 
 
９  請求書等 
   請求書は、内訳と共に発注者に直接提出すること。 
 
10  保証 
（1）納入後 1 年以内に発注者の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生した

場合は、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。 
（2）構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、上記（１）に関わらず、発注

者と受注者にて協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。 
（3）納入後１年以上経過した物品においても、受注者は故障した場合にはアフターサー

ビスの窓口として迅速に対応するものとする。 
 
11 その他 
   別添１以外の対象品目の購入が発生した場合には、発注者と受注者にて協議の上、

別途金額等を定めることとする。 
 

 
以  上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



対象品目一覧表
品　目 品番 数量

1 管球 EFD15EL12C6 7

2 管球 FCL30EL28HF 5

3 管球 FCL30EX 5

4 管球 FCL30W/28 27

5 管球 FDL13EXL 7

6 管球 FDL18EXL 5

7 管球 FDL27EXL 7

8 管球 FHF16EXNH 175

9 管球 FHF32EXNH 95

10 管球 FHP23EN 80

11 管球 FHP32EL 5

12 管球 FHP32EN 27

13 管球 FHT24EXN 5

14 管球 FHT32EXN 20

15 管球 FHT57EX-N.H 5

16 管球 FL10W 282

17 管球 FL15W 2

18 管球 FL20SSW18 918

19 管球 FL20SW 234

20 管球 FML18EXN 5

21 管球 FML36EX 5

22 管球 FML36EXN 7 　

23 管球 FPL13EXL 5

24 管球 FPL27EXL 5

25 管球 FPL36EXN 103

26 管球 HF100XN 6

27 管球 JDR110V57WLW/K7UV-H 7

28 点灯管 FG1E 1,222

29 点灯管 FG1P 5

30 点灯管 FG4P 5

31 管球 FL6 5

32 管球 FLR40SW/M/36 78

33 管球 FHP45EX-N 5

34 管球 FLR40EX-D 5

35 管球 EFD15/E17 5

36 管球 FL20SS-ENC 5

37 管球 EFD15EN/E26 5

38 管球 HF100X 5

39 管球 ＦＨＴ16ＥＸＬ 7

40 管球 FL6W 2

41 管球 FHT16EN 32

42 管球 FHT16EXN 3

43 管球 JD110V65WN/PE 3

44 管球 FPL9EL 6

45 管球 BH100 2

※予定数量は購入を確約した数量ではない。

別添1　



　対象団地一覧表 別添２

団　地　名 住　所
納　品　場　所
（　予　定　）

納　品　時　間　帯

内山 名古屋市千種区内山3-10-19 団地内倉庫 その都度指定

御成通 名古屋市北区御成通4-33 尾上団地清掃員詰所 その都度指定

上飯田 名古屋市北区上飯田通2-40-1 清掃員詰所 その都度指定

守山 名古屋市守山区北11-59 清掃員詰所 その都度指定

又穂 名古屋市西区又穂町2-1 清掃員詰所 その都度指定

藤山台 春日井市藤山台1-4-1 清掃員詰所 その都度指定

上飯田第２ 名古屋市北区上飯田北町4-75-3 清掃員詰所 その都度指定

池下第二 名古屋市千種区覚王山通8-37 清掃員詰所 その都度指定

藤ヶ丘 名古屋市名東区藤が丘143-2 清掃員詰所 その都度指定

岩成台 春日井市岩成台6-2-3 清掃員詰所 その都度指定

高森台 春日井市高森台10-2-3 清掃員詰所 その都度指定

中丸 名古屋市北区中丸町1-1 清掃員詰所 その都度指定

中央台 春日井市中央台3-1-2 清掃員詰所 その都度指定

尾上 名古屋市北区尾上町1-2 清掃員詰所 その都度指定

萱場 名古屋市千種区萱場2-5-25 清掃員詰所 その都度指定

岩成台西 春日井市岩成台8-4-1 清掃員詰所 その都度指定

高座台 春日井市高座台2-2-1 清掃員詰所 その都度指定

瀬古 名古屋市守山区瀬古2-306 清掃員詰所 その都度指定

大幸東 名古屋市東区砂田橋3-2 清掃員詰所 その都度指定

千代が丘 名古屋市千種区千代が丘1 清掃員詰所 その都度指定

都通 名古屋市千種区豊年町3-18 清掃員詰所 その都度指定

水草 名古屋市北区水草町2-60-2 清掃員詰所 その都度指定

アーバニア大幸南 名古屋市東区大幸南2-2 清掃員詰所 その都度指定

一社東 名古屋市名東区一社3-31 清掃員詰所 その都度指定

コートタウン千代が丘東 名古屋市名東区八前2-1507
千代が丘団地清掃員
詰所

その都度指定

白山台 春日井市白山町1-61-5 清掃員詰所 その都度指定

アーバンラフレ志賀 名古屋市北区天道町1-1 清掃員詰所 その都度指定

リバピア中央台 春日井市中央台8-2-1
中央台団地清掃員詰
所

その都度指定

アーバンラフレ白壁 名古屋市東区白壁1-28 清掃員詰所 その都度指定

日進香久山花の街 日進市香久山4-201-1 清掃員詰所 その都度指定

コンフォール城山 小牧市城山1-6-1 清掃員詰所 その都度指定

アーバンラフレ星ヶ丘 名古屋市千種区星ヶ丘1-14-1 清掃員詰所 その都度指定

アーバニア仲田 名古屋市千種区仲田2-1-27
池下第二団地清掃員
詰所

その都度指定

アーバンラフレ小幡 名古屋市守山区小幡太田3-1 清掃員詰所 その都度指定

アーバンラフレ虹ヶ丘西 名古屋市名東区にじが丘2-7 清掃員詰所 その都度指定

アーバニア志賀公園 名古屋市北区中丸町2-66 清掃員詰所 その都度指定

アーバンラフレ虹ヶ丘南 名古屋市名東区植園町2-1 清掃員詰所 その都度指定

アーバンラフレ鳩岡 名古屋市北区鳩岡町1-7-1 清掃員詰所 その都度指定

アーバンラフレ虹ヶ丘中 名古屋市名東区代万町3-11 清掃員詰所 その都度指定

アーバニア上飯田北町 名古屋市北区上飯田北町4-75-1
上飯田第二団地清掃
員詰所

その都度指定

アーバニア主税町 名古屋市東区主税町4-72-1 団地内倉庫 その都度指定

アーバンラフレ虹ヶ丘東 名古屋市名東区神丘町2-21 清掃員詰所 その都度指定

※納品時間帯について、原則、団地内一般清掃等業務の作業時間である８時から16時までの間とし、都度指定する。

 ※納品場所は予定であり、団地内一般清掃業務の入札状況等により、変更することがある。



単価表 （税抜）
品　目 品番 単価

1 管球 EFD15EL12C6 円/個

2 管球 FCL30EL28HF 円/個

3 管球 FCL30EX 円/個

4 管球 FCL30W/28 円/個

5 管球 FDL13EXL 円/個

6 管球 FDL18EXL 円/個

7 管球 FDL27EXL 円/個

8 管球 FHF16EXNH 円/個

9 管球 FHF32EXNH 円/個

10 管球 FHP23EN 円/個

11 管球 FHP32EL 円/個

12 管球 FHP32EN 円/個

13 管球 FHT24EXN 円/個

14 管球 FHT32EXN 円/個

15 管球 FHT57EX-N.H 円/個

16 管球 FL10W 円/個

17 管球 FL15W 円/個

18 管球 FL20SSW18 円/個

19 管球 FL20SW 円/個

20 管球 FML18EXN 円/個

21 管球 FML36EX 円/個

22 管球 FML36EXN 円/個

23 管球 FPL13EXL 円/個

24 管球 FPL27EXL 円/個

25 管球 FPL36EXN 円/個

26 管球 HF100XN 円/個

27 管球 JDR110V57WLW/K7UV-H 円/個

28 点灯管 FG1E 円/個

29 点灯管 FG1P 円/個

30 点灯管 FG4P 円/個

31 管球 FL6 円/個

32 管球 FLR40SW/M/36 円/個

33 管球 FHP45EX-N 円/個

34 管球 FLR40EX-D 円/個

35 管球 EFD15/E17 円/個

36 管球 FL20SS-ENC 円/個

37 管球 EFD15EN/E26 円/個

別紙２



38 管球 HF100X 円/個

39 管球 ＦＨＴ16ＥＸＬ 円/個

40 管球 FL6W 円/個

41 管球 FHT16EN 円/個

42 管球 FHT16EXN 円/個

43 管球 JD110V65WN/PE 円/個

44 管球 FPL9EL 円/個

45 管球 BH100 円/個


