
平成 31 年度現地案内所等における 

パーソナルコンピューターのリース等業務

入  札  説  明  書

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の調達契約に係る入札公告（平成 30 年 11 月 16 日付）に

基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。

１ 入札等実施要領

２ 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務

３ 入札及び見積心得書（物品購入等・リバースオークション）

４ 入札書・内訳書（様式）

５ 委任状（様式）

６ 使用印鑑届

７ 契約書（案）

８ 参加申込書（様式）

９ 個人情報等の保護に関する特約条項（案）

10  仕様書 

11  同等品申請書（別紙１）・同等品申請明細表（別紙２） 

12  提出書類一覧

（様式１）競争参加資格確認申請書

（様式２）PC の納入実績報告書 
（様式３）保守体制について

別添資料１ 「リバースオークション ルール定義書（公共＿調達契約版）」 

別添資料２ 「入札要綱書」 

別添資料３ 「質疑応答書」 

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部

住宅経営部 営業企画課
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１ 入札等実施要領 
 
１ 契約担当役等の氏名及び名称 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部  

本部長  吉田 滋 
◎調達機関番号 599 

◎所在地番号 13  

 
２ 調達内容 
（1）品目分類番号 27 
（2）件名及び数量 

平成 31年度現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務 一式 
（3）調達案件の仕様等 

仕様書による。 
（4）履行期間 

平成 31年４月１日から平成 34年７月 31日まで。 
（5）履行場所 

仕様書による。 
（6）入札方法 

入札金額は、総価（全ての借入機器に係る契約期間中の賃貸料及び保守料を合算した総額とする。）

を記載すること。 

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

決定価格とするので、入札書を提出する者は、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に相当する金額を入札書に記載

すること。 

なお、落札者は落札決定後、２営業日以内に入札金額の内訳を入札説明書４ 内訳書（様式）に記

入のうえディーコープ株式会社に提出するものとし、総額が入札金額以下であることとする。 

 
３ 質疑応答書の提出及び回答 

(1) 入札・仕様等に関する質問は、「質疑応答書」の提出をもって行うこと。 

① 入手方法  

「質疑応答書」のエクセルデータを、ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)からダウンロ

ードすること。 

なお、ディーコープ会員未登録者は、ディーコープ株式会社に問合せを行い、「質疑応答書」の

エクセルデータを入手すること。 

② 提出期限 平成 30年 12月５日（水)17時 00分 

③ 提出方法・提出先 
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「質疑応答書」のエクセルデータを、ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)(「新規 QA」)

にアップロードすること。 

https://with.deecorp.jp/dee/dsp/pcapp/login.do 

なお、ディーコープ会員未登録者は、電子メール(ur-dee@deecorp.jp)にて提出すること。 

(2)  質疑の回答は、「質疑応答書（回答）」の閲覧をもって行う。 

① 閲覧期間  

平成 30年 12月 12日（水)から本件のリバースオークションが終了するまで。  

② 閲覧場所  

ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)にて、必要書類をダウンロードの上閲覧する   

こと。なお、ディーコープ会員未登録者は、以下の場所で閲覧すること。 

〒163-1382 

東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 新宿アイランドタワー16階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

住宅経営部営業企画課  

電話 03-5323-4476  

土曜日・日曜日及び祝日を除く 10時 00から 17時 00まで 

（ただし、12時 00分から 13時 00分を除く） 

 
４ 同等品の認定申請及び申請期限 

（1） 本件については、仕様書記載の基準品のほか、それと同等以上の物品（以下「同等品」という。）に

より入札に参加することができる。 

同等品で入札しようとするときは、規格・品質・性能が基準品と同等以上であることを当機構によ

りあらかじめ認められることを条件とする。 

同等品の申請にあたっては、当該物品についてあらかじめ当機構の審査を受け、認定を受けなけれ

ばならない。当該申請は、「同等品申請書」（別紙１）・「同等品申請明細表」（別紙２）及びカタログの

提出による。 

① 同等品申請書等入手方法 

「同等品申請書」（別紙１）及び「同等品申請明細表」（別紙２）のデータをディーコープ株式会社

専用システム（見積＠Dee）からダウンロードすること。 

なお、ディーコープ会員未登録者は、ディーコープ株式会社に問い合わせを行い「同等品申請書」

（別紙１）及び「同等品申請明細表」（別紙２）のデータを入手すること。 

② 申請期限：平成 30年 12月５日(水)  17時 00分 

③  申請方法・提出先 

「同等品申請書」（別紙１）・「同等品申請明細表」（別紙２）のデータ及びカタログのデータをディー

コープ株式会社専用システム（見積＠Dee））「新規ＱＡ」にアップロードすること。 

 https://with.deecorp.jp/dee/dsp/pcapp/login.do 

 なお、ディーコープ会員未登録者は、電子メール（ur-dee@deecorp.jp）にて提出すること。 

（2）  上記（１）による同等品の認定の可否については、「同等品申請結果（回答）」の閲覧により回答
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する。 

  ① 閲覧期間 

平成 30年 12月 12日（水）から本件リバースオークションが終了するまで。 

② 閲覧場所 

   ディーコープ株式会社専用システム（見積＠Dee）にて、必要書類をダウンロードのうえ閲覧するこ

と。なお、ディーコープ会員未登録者は以下の場所で閲覧すること。 

   〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号  

新宿アイランドタワー16階 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

住宅経営部営業企画課 

電話 03-5323-4476 

土曜日・日曜日及び祝日を除く 10時 00から 17時 00まで 

（ただし、12時 00分から 13時 00分を除く） 

 （3） 上記（２）により同等品可とした物品については、同等品申請を行っていない他の参加者も納入す

ることができる。ただし、事前に同等品申請を行っていない物品で入札を行い落札者となった場合、

その物品での契約締結は不可となるため、同等品での参加を希望する者は、必ず事前に同等品申請

を行い当機構の認定を受けること。 

 

５ 競争参加資格確認申請書等の提出 

（1）入手方法 

 競争参加資格確認申請書等については、ディーコープ会員登録が完了しているか否かにかかわらず、

本入札説明書添付の様式を使用すること。ただし、「参加申込書」については、「参加申込書」のエク

セルデータを、ディーコープ株式会社専用システム（見積＠Dee）からダウンロードすること。なお、

ディーコープ会員未登録者は、本入札説明書８ 参加申込書（様式）を使用すること。 

(2) 提出期限 

平成 30年 12月 25日（火）17時 00分 

(3) 提出方法・提出先 

「競争参加資格確認申請書（様式 1）」及びその他申請書類をディーコープ株式会社専用システム(見

積@Dee)「見積回答フォーム」上にアップロードすること。なお、ディーコープ会員未登録者は、電子

メール(ur-dee@deecorp.jp)にて提出すること。 

使用印鑑届または年間委任状を独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部へ未提出の者は「印

鑑証明書（原本）及び「使用印鑑届」を提出すること。 

※上記(2)の提出期限までに到着しなかった申請書等は受け付けないので、注意すること。 

 
６ 競争参加資格の確認通知 

申請書及び資料を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、平成 31年１月９日（水）

までに参加資格の有無を通知する。なお、確認の結果、競争参加資格がないとされた者は、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条に規定する行政機
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関の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内に書面により、当機構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。当機構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５日以内（休日を含まない。）

に書面により回答する。 

 
７ リバースオークションの実施 
 （1）日時 

    平成 31年１月 29日（火）10時 00分 

 （2）使用するシステム 

ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee) 

https://with.deecorp.jp/dee/dsp/pcapp/login.do 

 
８ 入札書の提出期限、場所及び方法（ディーコープ株式会社から独立行政法人都市再生機構への提出期限） 

（1）入札書の提出期限、場所及び方法 

   日  時： 平成 31年１月 30 日（水）14時 00分 
提出場所： 〒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課 

電話03－5323－2575 

提出方法： 提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは

受け付けない。 

（2）本件業務において、入札に参加するものが当機構の関連法人１社だった場合は、当該手続を中止し、

再公募を実施する。 

 
９ 開札の日時及び場所 

日時： 平成 31 年１月 30 日（水）14時 00分 

場所： 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部入札室 
※入札参加者の立会は求めない。 

※リバースオークションがサスペンド（中断）になった場合、入札書の提出及び開札の日時について

は、リバースオークション終了日時の変更に伴い、ずれ込むものとする。 

 
10 契約書作成の要否等 

   7契約書（案）により作成するものとする。併せて、同日付で 9個人情報の保護に関する特約条項 

  を締結すること。 

 

11 契約手続に使用する言語及び通貨 
日本語及び日本国通貨 

 
12  入札保証金及び契約保証金 

5/68



免除 
 
13 支払条件 

毎月、検査により合格後一括払い 
 
14 苦情申立て 

  本調達に係る手続きに関し、「政府調達に関する苦情の処理手続き」（平成７年 12月 14日付政府調達苦 

  情処理推進本部決定）に基づき、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる。 
 

15 問合せ先 
ディーコープ株式会社 

〒104-0061 東京都中央区銀座六丁目 18番２号 野村不動産銀座ビル７階 

谷/佐々木 電話 03-6859-9411 
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２ 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務 
 
１ 競争参加資格 

次の要件を全て満たしている者であること。 

(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)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。上記資格の申請の時期及び場所

は「競争参加者の資格に関する公示」（平成 28 年 10 月３日付独立行政法人都市再生機構理事公示）に

よる。なお、競争参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）

及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）を提出することができるが、競争に参加するため

には申請書及び資料の提出期限までに当該資格の申請を行い確認を受け、かつ、開札日までに認定を受

けていなければならない。 

※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは何ら関係がないため注意すること。 
(3)会社更生法に基づき更生開始手続きの申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開

始の申立てがなされている者でないこと。 
(4)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、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。 
(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) 入札書提出期限以前の過去３年間において、当該リース物品又は同等品を複数台納入した実績がある

ことを本入札説明書 12 提出書類一覧内「様式２ ＰＣの納入実績報告書」により証明し、当機構で

認めた者であること。 
(7）当該リース物品に関し、迅速なアフターサービス、保守の体制が整備されていることを本入札説明書

12 提出書類一覧内「様式３ 保守体制について」により証明し、当機構が認めたものであること。 

(8）ISO/IEC27001:2013 若しくは JIS Q 27001:2014 に基づく情報セキュリティマネジメントシステム

（ISMS）適合性評価制度の認証を受けていること、又はプライバシーマーク制度の認証によりプライバ

シーマーク使用許諾を受けていること。 
 
２ 競争参加者に求められる義務 
（1） 競争参加者は、上記１（2）、（6）、(7)及び（8）による必要な証明書等を競争参加資格確認申請書に

添付して、申請書の提出期限までに提出しなければならない。 
（2） 提出された証明書等は、機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断 

した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。 
 

３ その他 
（1） 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。 
（2） 当機構及びディーコープ株式会社は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用す   

ることはない。 
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（3） 当機構及びディーコープ株式会社に一旦提出された書類は返却しない。ただし、再公募となった

場合は返却する。 
（4） 当機構及びディーコープ株式会社に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。 
（5） 入札者が自己に有利な虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査等の対象としない。 
（6） 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記１

の資格のない者は、落札対象としない。 
（7） 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表については別添による。 

 
以 上 
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別 添 

 

 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22年

12 月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該

法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める

とされているところである。 

 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、

所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上、応札若しくは応募又は契約の締結を行ってい

ただくよう御理解と御協力をお願いする。 

 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、御了知願

いたい。 

 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけ

ない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得るので、御了知願いたい。  
（１） 公表の対象となる契約先 

次のいずれにも該当する契約先 

① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること 

② 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長担当職 

以上の職を経験した者（課長担当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること 

（２） 公表する情報 

上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数 

量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 

①  当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者（当機構ОＢ）の人数、職名及び当機構にお

ける最終職名 

  ② 当機構との間の取引高 

③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当

する旨 

 ３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

④  １者応札又は１者応募である場合はその旨 

（３） 当方に提供していただく情報 

① 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構に 

おける最終職名等） 

② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 

（４） 公表日 

契約締結日の翌日から起算して 72日以内 
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３ 入札及び見積心得書（物品購入等・リバースオークション） 

 

入札及び見積心得書（物品購入等・リバースオークション） 

（目的） 

第１条 独立行政法人都市再生機構（以下「機構」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見積り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。 

（入札又は見積り） 

第２条 競争入札・見積（合せ）について、機構から通知を受けた者（以下「入札参加者等」という。）

は、契約書案、仕様書（契約内容説明書を含む。以下同じ。）及び現場等を熟覧の上、所定の書式に

よる入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及

び契約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 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻まで

に入札箱に投入し、又は提出しなければならない。 

３ 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、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、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封

筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。 

４ 前項の入札書又は見積書は、入札説明書記載の提出期限までに到着しないものは無効とする。 

５ 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければなら

ない。 

６ 削除 

７ 入札参加者等は、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（見積）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 入札参加者等は、参加申込書を提出した後に、リバースオークション及び入札の参加を辞退

することはできない。 

２ 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、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 参加申込書提出前にあっては、所定の書式による入札（見積）辞退書を発注者に直接持参し、

又は郵送（入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。）して行う。 

二 削除 

３ 入札又は見積りを辞退した者は、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 入札参加者等は、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 入札参加者等は、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又は入

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 入札参加者等は、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 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意してお
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かなければならない。 

（入札又は見積りの取りやめ等） 

第４条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に

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若しくは見積りに参加させ

ず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

（入札書又は見積書の引換の禁止） 

第５条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は

開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 

（入札又は見積りの無効） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積

り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又は見積りをなしたとき。 

二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 

三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。 

四 入札者又は見積者（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。 

五 再度の入札又は見積りにおいて、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

札又は見積りを行ったとき。 

六 １人で同時に２通以上の参加申込書をもってリバースオークションに参加したとき。 

七 明らかに連合によると認められるとき。 

八 第２条第１項第７号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。 

九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条

件を具備していないとき。 

（開札等） 

第７条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、

最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。 

２ 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。 

（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。 

２ 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをし

た者を契約の相手方とするものとする。 

３ 総合評価方式による競争入札の場合は該当案件の入札説明書により落札者を決定するものとする。 

（再度の入札又は見積り） 

第９条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又

は見積りを行うものとする。 

２ 前項の再度の入札又は見積りは、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 リバースオークションを実施したが、開始価格未満の金額入力が無い場合で、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、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。 

（入札参加者等の制限） 

第11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年間競争入札又は見積りに参加
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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、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があっ

た者 

二 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 

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者 

四 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 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

六 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 

（契約内容説明） 

第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又

は見積りに参加することができない。 

（契約書等の提出） 

第13条 落札者は、落札決定の日から７日以内に契約書又は請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を提出しないときは落札はその効力を失う。 

３ 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準

ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示した

ときは、この限りでない。 

（異議の申立） 

第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等につ

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 
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４ 入札書・内訳書（様式） 

入 札 書 

 
    

金         円也（税抜） 
 
 
ただし、平成 31年度現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務      

 
 
 
 入札及び見積心得書（物品購入等・リバースオークション）、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 
 
 
 
 
               住 所 
               会社名 
               代表者氏名                 
   
               代理人氏名  矢上   誠     印 
 
 
 
  独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 
           本部長  吉田 滋 殿 
 
注意 1. 代理人をもって入札するので、別に委任状を提出すること。 

   2. 数字は算用数字を記入すること。 

3. リバースオークション終了後、ディーコープ株式会社が委任状に基づき、入札書を作成し 

代理で提出します。 
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（封筒見本） 

表               裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委任している場合は、代理人の氏名または印 

 

 

注意 1. 代理人をもって入札するので、封筒の裏面は競争参加者の会社名及び住所、代理人氏名を明記す

ること。 

   2. 入札時間に遅参した入札書は無効になります。 
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誠 

 

 

 

 
印 

 
印 

 
印 
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会社名               

内訳書  
入札価格の内訳（消費税及び地方消費税相当額を含まない）を記載し、提出すること。 
 
（件名）平成 31年度現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務    
（１）賃貸料                                  （税抜） 

機器 
1 台当りの賃貸料

／月（A） 
台数 
（B） 

月数 
（C） 

（A×B×C） 

ノート型パーソナル 

コンピューター 
円 136 40 円 

無線ルーター機能付き 

アクセスポイント 
円 63 40 円 

賃貸料合計（40 ヶ月分） ① 円 

（２）保守料                                  （税抜） 

機器 
１台当りの保守

料／月（A） 
台数 
（B） 

月数 
（C） 

（A×B×C） 

ノート型パーソナル 

コンピューター 
円 136 40 円 

無線ルーター機能付き 

アクセスポイント 
円 63 40 円 

保守料合計（40 ヶ月分） ② 円 

（３）その他 ※必要に応じて項目を追加すること                         （税抜） 

内容 数量  

納入及び据付調整等作業費 一式 円 

 一式 円 

 一式 円 

その他合計 ③ 円 

 

④総額（①＋②＋③） 円  

月額（①＋②＋③）／40 ヶ月） 円  

※落札者は落札決定後、２営業日以内に本内訳書を作成の上、ディーコープ株式会社に提

出すること。 
※④総額は、入札金額以下とする。 
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 
 本部長 吉田 滋 殿 
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５ 委任状（様式） 
 
 

         委 任 状 

 
私はディーコープ株式会社 首都圏営業本部 営業統括部長 矢上 誠を代理人と定め、独立行

政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する「平成 31 年度現地案内所等におけるパー

ソナルコンピューターのリース等業務」 に関し、下記の権限を委任します。 

 

 
記 

 
 １．入札に関する件 
 
 ２． 

代理人使用印鑑 
（ディーコープ株式会社使用印）  

 
 
   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 東日本賃貸住宅本部 

本部長  吉田 滋 殿 
 

※本委任状にもとづき、リバースオークション終了後、ディーコープ株式会社が入札書を代理

で作成し、提出します。 
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６ 使用印鑑届 

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。 

 

 

 

 

以 上 
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独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 

本部長  吉田 滋 殿 
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※上記項目未記入の場合は、書類不備となりますのでご注意ください。 
 

赤枠内は全てご記入及びご捺印ください 

実印又は 
使用印 

実印 
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７ 契約書（案） 

契 約 書 

 

賃借人独立行政法人都市再生機構と賃貸人            は、「平成３１年度現地案内所等に

おけるパーソナルコンピューターのリース等業務」に関する契約を次のとおり締結する。 

この契約締結の証として、本書２通を作成し、賃借人と賃貸人が記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成31年  月  日 

 

賃借人  住 所 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 

           独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

氏 名  本部長 吉田 滋   印 

賃貸人 住 所 

氏 名              印 

 

（総則） 

第１条 賃貸人は、この契約の定めるところにより、賃貸人の所有物であるノート型パーソナルコンピュー

ター及び無線ルーター機能付きアクセスポイント（以下、「契約対象物件」という）を賃借人の使用に供

するものとし、賃借人はその使用の対価として賃貸人にその賃貸料を支払うものとする。 

（債権の譲渡の制限等） 

第２条 賃貸人は、この契約により賃借人が使用中の契約対象物件に質権及びその他の担保権を設定しては

ならない。 

２ 賃貸人は、賃借人の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に対し、この契約に基づく債務の全部若

しくは一部の履行を委任し、又はこの契約により生じる債権を譲渡し、又はこれらの債務若しくは債権を

承継させてはならない。 

（再委託の制限） 

第３条 賃貸人は、この契約の履行について、その全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、

賃借人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

（契約期間） 

第４条 この契約の有効期間（以下「契約期間」という。）は平成31年４月１日から平成34年7月31日までと

する。 

 （契約対象物件及び設置場所） 

第５条 契約対象物件の種類、数量及び設置場所は別紙１、別紙２及び別紙３のとおりとする。 

２ 賃借人は、契約対象物件の設置場所を変更するときは、事前に賃貸人の承諾を得て行うものとし、その

費用は賃借人が別途負担するものとする。 

（契約対象物件の納入及び据付調整） 

第６条 賃貸人は、契約対象物件が平成31年４月１日から正常に使用できるように納入し、かつ、据付調整
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を行うものとし、据付調整が完了したときは、設置場所の長又はその指定する職員の検査を受けるものと

する。 

（賃貸料及び保守料） 

第７条 契約対象物件の賃貸料及び保守料は、総額金         円（うち取引に係る消費税及び地 

方消費税の額金     円）、月額金        円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

金      円）とする。 

２ 第４条の規定による契約期間が１か月に満たない場合及び第17条の規定によりこの契約が解除された

場合における当該解除の日が月の中途である場合の当該月の賃貸料は、１か月を30日として日割計算して

得た額とし、日割計算により得た額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（賃貸料の支払方法） 

第８条 賃貸人は、当月分の賃貸料については、翌月１日以降賃借人に対して支払請求書により請求するも

のとし、賃借人は、当該支払請求書を受理した日から起算して30日以内にこれを賃貸人に支払うものとす

る。 

（履行遅滞の場合における損害金等） 

第９条 賃貸人の責めに帰すべき事由により賃貸借を履行することができない場合においては、賃借人は、

損害金の支払いを賃貸人に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は、本契約期間中の賃貸料の総額から支払済みの賃貸料を控除した額について、その

翌日から起算して、遅延日数１日につき年（365日当たり）５％の割合で計算した額とする。 

３ 賃借人が前条の期間内に支払いをしなかったときは、賃貸人は、その翌日から起算して、遅延日数１日

につき年（365日当たり）2.7％の割合で計算した遅延利息の支払いを賃借人に請求することができるもの

とする。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第９条の２  賃貸人が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、賃貸人は、賃借人の請求に基づき、

本契約期間中の賃貸料（この契約締結後、賃貸料の変更があった場合には、変更日以後の期間については

変更後の賃貸料。第18条において同じ。）の総額の10分の１に相当する額を違約金として賃借人の指定期

間内に支払わなければならない。 

一  この契約に関し、賃貸人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、又は賃貸人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、公正取引委員会が賃貸人に対し、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（これらの命令が賃

貸人又は賃貸人が構成事業者である事業者団体（以下「賃貸人等」という。）に対して行われたときは、

賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人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。 
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三  納付命令又は排除措置命令により、賃貸人等に独占禁止法第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、公正取引委員会が賃貸人に対し納付

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、賃貸人（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  賃貸人が前項の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃貸人は、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賃借人に支払

わなければならない。 

（契約対象物件の使用及び管理） 

第10条 賃借人は、善良なる管理者の注意をもって契約対象物件を管理するものとする。 

２ 賃借人は、事前に書面により賃貸人の承諾を得た場合を除き、契約対象物件を転貸、改造等原状の変更

をしてはならない。 

（契約対象物件の保守） 

第11条 賃借人は、契約対象物件に障害が発生し保守が必要なときは、直ちに賃貸人に通知し、賃貸人は、

仕様書に基づき契約対象物件の保守を迅速に行うものとする。 

（搬出、搬入及び移動料金） 

第 12条  契約対象物件の搬出、搬入及び移動に伴う費用については、それらが賃借人の事情による場合は、

賃貸人は賃借人に対しその費用を請求することができるものとする。ただし、機種の交換のための搬出及

び搬入に伴う費用は、賃貸人の負担とする。 

（損害賠償） 

第13条 賃貸人は、賃借人の故意又は重大な過失により契約対象物件に損害を与えたときは、賃借人に対し

て損害の賠償を請求することができるものとする。 

２ 前項の損害賠償の額は賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。この場合において、賃貸人の付

保する動産総合保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。 

（保険） 

第14条 賃貸人は、自己の負担において、契約対象物件に動産総合保険を付保するものとする。 

２ 賃借人は、動産総合保険約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに、賃貸人に通知するものとする。 

（瑕疵担保責任） 

第 15 条 引渡日から１年以内に契約対象物件に瑕疵（第６条に規定する納入検査で発見することのできな

かった瑕疵を含む。）のあることが発見された時は、賃貸人は賃借人の請求により、他の良品と引き換え、

若しくは修理し、又はその瑕疵によって生じた賃借人の損害を賠償するものとする。 

（危険負担） 

第 16 条 契約対象物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他賃借人と賃貸人い

ずれの責任にもよらない事由により生じた契約対象物件の滅失、毀損その他一切の危険は全て賃借人の負
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担とし、契約対象物件が修復不能となったときは、賃借人は賃貸人の請求に基づき、直ちに当該契約対象

物件に係る契約期間中の賃貸料等の総額から支払済みの賃貸料等を差し引いた残額相当額を賃貸人に支

払うものとし、支払がなされたときに当該契約対象物件についてこの契約は終了するものとする。この場

合において、当該契約対象物件に係る賃貸料等は、別途賃借人と賃貸人との協議により定めるものとする。 

（賃借人の解除権） 

第17条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるもの

とする。 

一 その責めに帰すべき事由により、賃貸借を履行することができないと明らかに認められるとき。 

二 前項に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができな

いと認められるとき。 

三 第20条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

四 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。 

イ  役員等（賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人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。 

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。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、賃貸人は、本契約期間中の賃貸料の総額の10

分の１に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 前条の規定によりこの契約が解除された場合 

二 賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は、賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務

について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 

一 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の

規定により選任された破産管財人 

二 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）

の規定により選任された管財人 

三 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）

の規定により選任された再生債務者等 
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（賃借人の都合による解除） 

第19条 賃借人は、第17条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 賃借人は、前項の規定により契約を解除したことにより賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠

償しなければならない。ただし、その賠償額は、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。 

（賃貸人の解除権） 

第20条 次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸人は、この契約を解除することができるものとする。 

一 賃借人がこの契約を履行しないとき又は履行しないおそれがあるとき。 

二 天災その他賃貸人の責めに帰することができない事由により、この契約を履行することができなく

なったとき。 

２ 賃貸人は、前項第１号の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償

を賃借人に請求することができる。 

（契約終了時の措置） 

第21条  この契約が満了又は解約により終了した場合、賃貸人は契約対象物件を撤去及び搬出するものとす

る。なお、当該作業に要する一切の費用は賃貸人の負担とする。 

（立入り） 

第22条 賃貸人又は賃貸人の代理人は、この契約の期間中、契約対象物件の確認及び保守を行うため、賃借

人の了解を得て契約対象物件の設置場所へ立入ることができるものとする。この場合、賃貸人又は賃貸人

の代理人は、身分証明書を携行又は名札等の表示をする。 

（秘密の保持） 

第23条 賃貸人又は賃貸人の代理人は、この契約の履行に当たり知り得た賃借人の業務上の情報を第三者に

漏らし又は他の目的に使用してはならない。 

（その他） 

第24条  この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について疑義を生じた事項については、賃借人と賃

貸人とが協議の上、定めるものとする。 
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８ 参加申込書（様式） 
  

独立行政法人都市再生機構 御中 

ディーコープ株式会社   御中 

見積@Dee 見積回答フォームよりご提出ください。 
見積@Dee による提出が困難である場合（書類のスキャニングが不可の場合等）は、ディーコープ担当者まで連絡し、指示に従うものとします。 

                             リバースオークション参加申込書 
【注意事項】 

本申込書は、開始価格以下で応札可能な場合にのみ、提出するものとします。 

提出後の辞退はできませんので、ご注意ください。 

 

当社は、本リバースオークション参加申込書（以下、「本参加申込書」という）を提出する際における最新版のリバースオークションルール定義書（以下、

「ルール定義書」という）の規定に従って、入札開催者に対し入札参加資格の申し込みをし、入札参加資格を取得した場合には、ルール定義書および

入札要綱書の規定に従って応札することを誓約します。当社は、@Dee サービス個別利用規程第 17 条にしたがって、ディーコープ株式会社に対し、リ

バースオークションへの参加申込をし、ルール定義書、入札対象案件に関連する入札関連図書およびその他関連規程に従うことを誓約します。 

 

申込日  下記のいずれかにてご捺印ください。 

ご捺印は鮮明にお願いします。 

① 『代表者印』 

② 『角印＋申込責任者の個人印』 

入札参加者（商号）  

申込責任者役職  

申込責任者氏名 

※入札金額の決裁権保有者氏名に限る 
  

入札主担当者 ID  

入札主担当者氏名  

入札主担当者当日連絡先電話番号  

入札副担当者 ID  

入札副担当者氏名  

入札副担当者当日連絡先電話番号  

  

  

入札開催者 独立行政法人都市再生機構 

入札対象案件 平成 31 年度現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務 

案件番号 RA-20058721 

入札開始価格 入札開始価格を了承のうえ、入札参加を申込み致します。 

【ご注意ください】 
Ⅰ．参加申込書について   

①一度提出した本参加申込書の取り消し／撤回はできません。（リバースオークションルール定義書（以下、ルール定義書） 第 2 条１-(1)）    

②本参加申込書の提出をもって、入札開始価格を含む、全ての調達条件に対応可能であるものとみなします。入札参加者が１社であった場合について

は、入札要綱書をご参照ください。（ルール定義書 第 2 条１-(1)）   

③一度も応札できなかった場合入札開始価格で入札したものとみなします。（ルール定義書 第 3 条 4-(2)）   

Ⅱ．リバースオークションについて    

①入札参加者による応札は、取消や撤回ができません。（ルール定義書 第 2 条 2-(1)）    

②リバースオークション開催当日は、ＰＣの故障など予期せぬ事態に備えて、ＰＣを必ず複数台ご用意ください。（ルール定義書第 3 条 1） 

③リバースオークション開催時間が終了する 5 分前までに応札を完了するようにしてください。入札画面の自動更新が正常に実行されているかを確認

するために、リバースオークション開催時間が終了する 5 分前までに最低 1 回は手動による入札画面の更新を行ってください。（ルール定義書 第 4

条 2）   

Ⅲ.落札者について 

  ルール定義書 第 2 条 2-(2) （調達契約締結の義務と損害賠償）をご一読ください。 
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９ 個人情報等の保護に関する特約条項（案） 

 

 

個人情報等の保護に関する特約条項 

 

 

発注者及び受注者が平成  年  月  日付けで締結した「平成31年度現地案内所等におけるパーソナル

コンピューターのリース等業務」の契約（以下「本契約」という。）に関し、受注者が、本契約に基づく業

務等（以下「業務等」という。）を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によ

るものとする。 

 

（定義） 

第１条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げる

ものをいう。 

一 個人情報（独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）第２条第２

項に規定する個人情報をいう。） 

二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報 

三 発注者の経営情報 

四 その他、通常公表されていない情報 

（個人情報等の取扱い） 

第２条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権

利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 

（管理体制等の報告） 

第３条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面（別紙様

式１）により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様

とする。 

（秘密の保持） 

第４条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後

も同様とする。 

（適正な管理のための措置） 

第５条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な

措置を講じなければならない。 

（収集の方法） 

第６条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正

な手段により収集しなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第７条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又

は第三者に提供してはならない。 
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（個人情報等の持出し等の禁止） 

第８条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持

ち出し等してはならない。 

（複写等の禁止） 

第９条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類

等を複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の制限等） 

第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託しては

ならない。 

２ 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規

定する受注者の義務を負わせなければならない。 

３ 前２項の規定は、第１項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者

が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。 

（返還等） 

第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録

された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返

還し又は引渡さなければならない。 

２ 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去

又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 

（事故等の報告） 

第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に

報告し、発注者の指示に従わなければならない。 

（管理状況の報告等） 

第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契

約期間が１年以上の場合においては契約の始期から６か月後の月末までに（以降は、直近の報告から１年

後の月末までに）、書面（別紙様式２）により報告しなければならない。 

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査するこ

とができ、受注者はそれに協力しなければならない。 

３ 受注者は、第１項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不

適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 

（取扱手順書） 

第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報

等を取扱わなければならない。 

（契約解除及び損害賠償） 

第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求

をすることができる。 
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 本特約条項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  東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 

          独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 

氏名   本部長  吉田  滋        印 

   

 

 

受注者  住所 

 

氏名                     印 
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（別添） 

個人情報等に係る取扱手順書 

 

個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 

 

１ 個人情報等の秘密保持について 

個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ 

 

２ 個人情報等の保管について 

個人情報等が記録されている書類等（紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。）及びデータ

は、次のとおり保管する。 

(1) 書類等 

受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 

(2) データ 

① データを保存するＰＣ及びスマートフォンやＵＳＢメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、

又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最

低限の者とする。 

② ①に記載するＰＣ及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。

※私物の使用は一切不可とする。 

 

３ 個人情報等の送付及び持出し等について 

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し

等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする

場合には、次のとおり取り扱うものとする。 

(1) 送付及び持出しの記録等 

台帳等を整備し、記録・保管する。 

(2) 送付及び持出し等の手順 

① 郵送や宅配便 

複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 

② ファクシミリ 

原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守

する。 

・送信先への事前連絡 

・複数人で宛先番号の確認 

・送信先への着信確認 

※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること 

③ 電子メール 
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個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイル

には、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 

また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないよう

に、「bcc」で送信する。 

④ 持出し 

運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 

 

４ 個人情報等の収集について 

業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 

また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の

上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 

５ 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について 

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者

に提供してはならない。 

 

６ 個人情報等の複写又は複製の禁止について 

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及

び書類等を複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 個人情報等の返還等について 

① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 

② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を

用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 

 

８ 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について 

発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとお

り取り扱うものとする。 

(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 

(2) 必要に応じて、亡失防止用具（ストラップ等）の使用等により、亡失の防止に努める。 

(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録（住所及び個人を特定できる画像は登録

しない。）は、業務上必要なものに限定する。 

(4) 個人情報等が含まれたメール（添付されたファイルを含む。）及び画像は、業務上不要となり次第、

消去する。 

 

９ 事故等の報告 

個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報
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告する。 

 

10 その他留意事項 

独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）

に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 

この法律の第７条第２項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受

託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の

適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者について

も本法律の適用対象となる。 

したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は

罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 
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平成 年 月 日 

 

株式会社 ＊＊＊＊＊ 

代表取締役 ＊＊＊＊印 

 

個人情報等に係る管理及び実施体制 
 

契約件名：平成31年度現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務  

 

１ 取扱責任者及び取扱者 

 

 
部 署 

氏 名 取扱う範囲等 
役 職 

取扱責任者 
 

  
 

取扱者 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

 

別紙様式１ 
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２ 管理及び実施体制図 （様式任意） 

 

33/68



平成 年 月 日 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部  

本部長 吉田 滋 殿 

 

株式会社 ＊＊＊＊＊ 

代表取締役 ＊＊＊＊印 

 

個人情報等の管理状況 

 

次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 

 

契約件名：平成31年度現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務  

 

記 

 

１ 確 認 日  平成 年 月 日 

２ 確 認 者  取扱責任者    

３ 確認結果  別紙のとおり 

 

以 上 

 

 

別紙様式２ 
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（別紙）管理状況の確認結果 

 

【管理する個人情報等】 

 

 

  
確 認 内 容 

確認 

結果 
備考 

１ 管理及び実施体制 

 

平成  年  月  日付けで提出した「個人情報等に係

る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。  
 

２ 秘密の保持 

 
個人情報等を第三者に漏らしていない。 

 
 

３ 安全確保の措置 

 

個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他

の適正な管理のための必要な措置を講じている。  
 

《個人情報等の保管状況》 

 
① 

個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受

注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所

に施錠して保管している。 
 

 

 
② 

データを保存するＰＣ及びスマートフォンやＵＳＢ

メモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイ

ルについては、パスワードを設定している。 
 

 

 
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 

 
 

 
④ 

②に記載するＰＣ及び機器・媒体については、受注者

が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。  
 

《個人情報等の送付及び持出し手順》 

 
① 

発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事

務所から送付又は持出しをしていない。  
 

 
② 

送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管してい

る。  
 

 
③ 

郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文

書等に相違がないことを確認し、送付している。  
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確 認 内 容 

確認 

結果 
備考 

 
④ 

ＦＡＸについては、原則として禁止しており、やむを

得ずＦＡＸ送信する場合は、次の手順を厳守してい

る。 

・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 

・送信先への事前連絡 

・複数人で宛先番号の確認 

・送信先への着信確認 

 
 

 
⑤ 

ｅメール等について、個人情報等は、メールの本文中

に記載せず、添付ファイルによる送付としている。  
 

 
⑥ 

添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワード

は別途通知している。  
 

 
⑦ 

１回の送信において送信先が複数ある場合には、他者

のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送

信している。 
 

 

 
⑧ 

持出しについて、運搬時は、外から見えないように封

筒やバック等に入れて、常に携行している。  
 

４ 収集の制限 

 

個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要

な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。  
 

《個人情報等の取得等手順》 

 
① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 

 
 

 
② 

業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する

場合には、本人に利用目的を明示している。  
 

５ 利用及び提供の禁止 

 

個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供し

ていない。 

※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 
 

 

６ 複写又は複製の禁止 

 

個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、

又は複製していない。 

※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 
 

 

７ 再委託の制限等 

 

個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け

負わせていない。 

※発注者の承諾があるときを除く。 
 

 

【再委託、再々委託等を行っている場合】 

 

再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受

注者の義務を負わせている。  
 

８ 返還等 

 
① 

業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に

返還又は引渡しをしている。  
 

 
② 

個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダ

ー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元

又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい

る。 

 
 

９ 携帯電話機の使用 

 
① 

パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設

定している。  
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確 認 内 容 

確認 

結果 
備考 

 
② 

必要に応じて、亡失防止用具（ストラップ等）の使用

等により、亡失の防止に努めている。  
 

 
③ 

電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等

の登録（住所及び個人を特定できる画像は登録しな

い。）は、業務上必要なものに限定している。 
 

 

 
④ 

個人情報等が含まれたメール（添付されたファイルを

含む。）及び画像は、業務上不要となり次第、消去し

ている。 
 

 

10 事故等の報告 

 

特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのある

ことを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っ

ている。 
 

 

11 取扱手順書の周知・徹底 

 

個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を

行っている。  
 

12 その他報告事項 

 

（任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。） 

※ 確認結果欄等への記載方法 

確認結果 記載事項 

適切に行っている ○ 

一部行っていない △ 

行っていない × 

該当するものがない － 

*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 
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10 仕様書 
仕 様 書 

１ 業務名 

 平成 31年度現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務 

 

２ 調達品名及び数量 

(1) ノート型パーソナルコンピューター(以下、「パソコン」という。)    136台 

  （2）無線ルーター機能付きアクセスポイント（以下、「無線ＡＰ」という。）  63台 

   ※システム要求要件等詳細は「別紙１」及び「別紙２」による 

 

３ 履行期間等  

機器納入期限： 平成 31年３月 29日まで 

リース期間  ： 平成 31年４月１日から平成 34年７月 31日まで。 

※ただし、設置納入後からリース等業務開始までの保守は、リース開始後と同様の保守対応を実施し、

その費用は受注者負担とする。 

   

４ 履行場所 

東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県内の全 63ヶ所 

※詳細は「別紙３」による 

 

５調達範囲及び作業内容等 

  本件は、パソコン及び無線ＡＰ（以下「本調達機器等」という。）のリース、据付け、設置調整及び 

リース期間中の保守業務、並びに既存機器内の保存データ消去業務である。 

本仕様書に示す性能及び構成等は、主要事項を示したものであり、本仕様書に明示されていない事項に

ついても当該製品に当然備えるべき事項については要求仕様に含まれるものとする。 

また、設置及び調整にあっては、現状を優先するものとする。 

 (1)調達範囲 

    ①本調達機器等のリース・設置・調整・保守業務 

②パソコンに導入するソフトウェアのインストール及び稼動調整業務 

③本調達機器等の適切な稼動調整業務（パソコン入替えに伴うインターネット設定等を含む。） 

 ④既存機器、システム及び現行運用体制との適切かつ円滑な連携に必要となる設定・調査・調整業務 

⑤ハードウェア及びソフトウェア附属の媒体、マニュアル等の整備及びマスターの作成 

⑥本調達機器入替に伴う既存機器撤去(136台)のためのデータ消去及び一時的な移動 

（廃棄業務は含まない） 

⑦現在使用中のパソコンからのデータ（メール含む）、業務システム（URSS 等）及びフリーソフト等

の移行及び稼動調整及びこれに付随する技術的支援 

（2）納入・設置作業等 

①受注者は搬入、設置、調整及び動作確認等を行うに当たり、発注者と打ち合わせを行うとともに議
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事録を作成すること。協議内容をもとに、事前に作業日程、作業場所、作業内容及び作業実施者等

を含む作業日程表をあらかじめ発注者に提出しなければならない。設定作業等については、原則平 

日 9：30～17：00とするが、別紙３設置場所 No.15及び No.53 に関しては、土・日・祝日の同時間

帯に作業を実施する場合がある。作業に当たっては発注者の業務に支障が生じないように円滑に行

うこと。 

②本調達機器等の配備を完了した箇所から順次運用を開始する。 

③本調達機器等の設置場所については、原則として既存機器のあった場所に設置するものとするが、

発注者の指定する職員が設置場所について変更を指示する場合は、その指示を優先するものとする。

既存システムで使用している機器の移設等が必要となる場合は、受注者の責任と負担により実施す

るものとする。なお梱包資材等は撤去すること。  

④運用開始以前に設置場所の変更が生じた場合は、発注者が指定する担当職員と受注者とで調整し 

対応すること。 

⑤無線ＡＰに接続するパソコンが 4台以上にわたり、ＨＵＢが必要となる場合は、発注者が支給する。 

      ⑥期限に間に合わない場合には、必ずその旨を報告し、現設置パソコンとの連携を図ること。納入期       

限に間に合わず現在リース中のパソコン（39 台）をやむを得ず再リースすることになった場合に

発生する費用については、受注者が負担すること。 

 （3）インストール作業及び環境設定作業 

 ①パソコン 

複合機及び無線ＡＰのドライバーを適切にインストールするとともに、現在使用中のパソコンか

らのデータの移行作業（メール含む）を行うこと。また無線ＡＰに接続し、インターネットを閲

覧できるよう設定すること。 

インストールについては、作業効率等を考慮し、設置場所でしか行えない場合を除き受注者が事

前に一括して行うこと。 

故障時の復旧を迅速に行うための復旧用メディアを全拠点分準備すること。  

②無線ＡＰ 

既存のネットワーク回線を使用し、インターネットが接続できるように設定すること。 
③既存複合機（富士ゼロックス製 DocuCentre-ⅤC3376PFS又はⅥC3371PFS-Ⅵ） 

現在有線 LAN または無線 LAN接続になっている既存複合機（DocuCentre等）について、現状と 

同様の状態で接続できるように複合機の設定を行うこと。 

(4) 動作確認作業 

本調達機器等及びネットワークシステム（無線ＬＡＮ接続を含む）が使用できるよう環境設定を行

い、指示するソフトをインストールした後、ソフトウェアおよびインターネット（メール等も含む）

について正常に動作することを確認すること。 

今回導入するパソコンのうち発注者が指定するパソコンから印刷ができ、複合機から正常に出力で

きることを確認すること。 

(5)  納入検査 

本調達機器等の納入後に受注者立会いのもと、発注者の指定する職員による納入検査を行い、検査

合格をもって納入完了とする。 
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納入検査の結果、本調達機器等の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は直ちに当該機

器を引き取り、その代替品を発注者の指定する職員が定めた日時までに納入するものとする。 

 

６ 瑕疵担保責任  

平成 31年４月１日から１年以内に本調達機器等に瑕疵のあることが発見された時は、受注者は発注

者の請求により、他の良品と引き換え、若しくは修理し、又はその瑕疵によって生じた損害を賠償す

るものとする。 

 

７ 提出書類等 

(1)媒体及びマニュアル 

     (2)作業完了報告書 

 (3)設定拠点機器設置図面及び LAN配線図面 

   (4)機器設定情報シート 

 

８ 再委託の取扱い 

(1) 受注者は、この契約の履行について、その全部又は一部を一括して第三者に委託してはならない。

ただし、発注者の所定の書面により事前に承諾を得た場合は、この限りでない。 

(2) 再委託を認める業務等 

① 本調達機器等の設置及び調整業務 

② 本調達機器等の保守業務 

③ その他専門的業務 

 

９ 保守業務 

(1)保守対象となる契約対象物件は、本契約で調達する全ての装置等とする。 

(2)保守対応の時間は、原則として木曜日から火曜日までの間（祝日及び年末年始を除く。）の 

午前９時 00 分から午後７時 30分までとする。なお、緊急及びその他必要が生じた場合には、発注者

と受注者が調整の上、速やかに対応すること。 

(3)発注者の故意又は重大な過失により発生した障害に関しては、保守対象外とする。 

なお、保守対象外と判断する場合には、その理由及び原因について発注者と事前に協議し、報告を行

うこと。 

(4)受注者は、障害について保守の依頼があった際は、速やかに正常に稼動する状態まで復旧を行うこと。 

(5)ハードディスク障害時の復旧作業において、ハードディスクの交換及び再インストールによりソフト 

ウェアを復旧させる場合は、ハードディスクの記録内容を設置当初の状態（メール設定等個別設定を

含む。）まで再設定を行うこと。 

なお、機器交換等によりハードディスクそのものが交換の対象となる場合も、同様の扱いとする。 

(6)リース期間中、パソコンオンサイト修理可能なこと。原則として障害連絡があった日又は翌営業日以 

内に初期対応を行うこと。また、部品調達の都合などで保守が遅れる場合は、必ず発注者にその旨連 

絡すること。 
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(7)パソコンにインストールされているウィルス対策ソフトのパターンファイルのバージョンや稼働状 

況について、リース期間中において、発注者からの依頼がある場合は、レポート形式で報告を行う

こと。また発注者からウィルス対策ソフトの設定変更の依頼があった場合は、受注者にて変更作業

を実施し、作業結果を発注者に報告を行うこと。 

 

 10 リース期間終了後の取扱い 

   受注者は、リース期間終了後、機器内に保存されている全データを情報が漏洩することのないように

消去したうえで撤去を行うこと。なお、当該作業に要する一切の費用は受注者の負担とする。 

 

11 その他連絡指示事項 

(1)受注者は、本調達機器にリース機器であることを示すラベル（所有者、リース期間、担当部署連絡先、

保守担当連絡先等記載）を受注者の負担により作成し、貼り付けるものとする。 

(2)受注者は、リース期間中の動産総合保険契約を締結し、その費用を負担すること。ただし、地震や発

注者の重大な過失により発生する損害は保険対象外とする。 

(3)本仕様書に記載のない事項であって、本調達に際し必要と認められる事項が発生した場合は、受注者

は発注者の指定する職員と協議し、その指示に従うこと。 

(4)受注者は、本件業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また発注者が提供した業務

上の情報を第三者に開示、漏洩しないよう必要な措置を講じること。これらは契約終了後も同様とす

る。(別途「重要な情報及び個人情報の保護に関する特約条項」を締結する。) 

   (5)本件業務の実施のために駐車場が必要となる場合は、受注者が確保すること。 

(6)本仕様書の各項目に不明な点がある場合は、受注者は発注者の指定する職員と打合せを行い、その指

示に従うこと。 

(7)本件業務の履行当たっては、第三者の知的財産権（ソフトウェアのライセンス等）を侵害しないよう

に留意すること。
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別紙１ 

機器詳細仕様 
 

１. ノート型パーソナルコンピューター 【基準品：NEC VersaPro VX VKM17/X-3】（同等品可） 

※同等品の場合、同等品申請書を提出し、発注者に認められたものであることを条件とする。 

区     分 仕             様 

ディスプレイ本体 
15.6インチ以上ワイド TFTカラー液晶 (HD以上) 

（カラー：黒・白・グレー等） 

ＯＳ  Windows(R) 10 Professional (64bit版) SP1 

CPU等 Intel CoreTM i5-7000番台以上  

メモリ 4GB以上 

ハードディスク 500GB以上 

LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 

BD/DVD/CDドライブ 
DVD スーパーマルチドライブまたは DVD マルチドライブ

（DVD-R/+R 2層書込み） 

通信機能 無線 LAN使用可 

USB USB 3.0、USB3.1または USB2.0×2ポート以上 

電源  AC100V±10％、50/60Hz 

キーボード及びマウス 
キーボード：テンキー付キーボード 

マウス：USBレーザーマウス（ワイヤレス接続は不可） 

ソフトウェア 

・トレンドマイクロビジネスセキュリティ 

※契約期間におけるウイルスソフトのライセンス更新を行うこ

と。 

・Microsoft Office Standard  2016 

※Microsoft Ｗord、Excel、PowerPointが使用できること。 

※別紙３ No.23・44・45・46・47に配備するパソコンのうち、

各１台については Accessも使用できるライセンスで納品するこ

と。 

・AcrobatReader（最新版） 

※PDFファイルが閲覧できるよう初期設定をしておくこと 

・公共機関向けライセンスプログラム「OPEN License 

for Government」を利用して調達すること。 

添付品 ACアダプタ、マニュアル（ＷＥＢ閲覧可） 

環境対応 グリーン購入法適合品であること。 

 ※マスター複製・復旧用ソフトウェアは、受注者にて準備すること。 
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2 . 無線ルーター機能付きアクセスポイント【基準品：NEC WA2610-AP】（同等品可） 

※同等品の場合、同等品申請書を提出し、発注者に認められたものであることを条件とする。 

区分 メーカー・型番等 

① 有線 LAN 

WAN:1ポート／LAN：4ポート（RJ-45） 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Auto-MDI/MDIX対応 

ループ防止機能を有すること 

② VPN 機能 
IPsec 

モード:トンネルモード、トランスポートモード 

③ 無線 LAN 

[2.4GHz] 

IEEE802.11b/g/n 1～13ch(固定/自動選択) 

[5GHz] 

IEEE802.11a/n/ac 36～140ch(固定/自動選択) 

④ IP ルーティング機能 
スタティックルーティング、ダイナミックルーティング

（BGP4）、ポリシールーティング 

⑤ リンクレイヤ機能 
PPPクライアント、PPPoEクライアント、 

タグ VLAN機能、ポート VLAN 機能 

⑥ フィルタ機能 IPパケットフィルタ(静的、動的)、MACフィルタ(静的) 

⑦ 保守 3年以上オンサイト修理が可能なこと。 

⑧ その他 日本語マニュアル 

 

3. その他 

 受注者は、導入に際し、以下の条件を遵守する。 

(1)本仕様書では Windows10 サービジングモデル「SAC」を選定すること。  

(2)機種については同一機種とし、機器を構成する装置類はすべて新品であること。 

  (3)パソコンのメモリは純正であること。 

(4)ハードウェア及びソフトウェアは、製品の動作が十分に保証・確認されたものであること。 

(5)調達するソフトウェアは日本語版とし、動作確認済みであること。ただし、納入時点までの 

間に新しいバージョンが発売された場合は、別途発注者と協議すること。 

(6) 機器等は、機械的及び電気的に人体等に危険のない構造であること。 

(7) 通常の使用環境において、放電又は雑音電圧の混入があっても、装置が容易に誤作動しないこと。 

(8)操作説明書等は日本語で記載されたものを納入すること。 

(9)本調達機器等引渡し後の技術的な相談窓口を明確にすること。 
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別紙２ 

 

 

 

再セットアップツールの配備場所及び数量 

 

品       名 数量 配備場所 

パソコン 

ハードウェア付属品 

マニュアル 

（ＷＥＢ閲覧可） 

1式 

別紙３の設置場所 

（全６３ヶ所） 

媒体 1式 

パソコン 

ソフトウェア付属品 

マニュアル 

（復旧用手順書） 

1式 別紙３の置場所及び営業企画課

（入札説明書本文「１入札等実施

要領 ３質疑応答書の提出及び回

答 (2)②閲覧場所」の担当部署） 

（全６４ヶ所） 

媒体 

（マスター復旧用及びウィルス対策ソフ

トインストール用） 

１式 
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別紙３ 
設置場所及び数量 

NO 事務所名 住所 電話番号 
パソコン  

(台) 

無線ＡＰ 

(台) 

1 ＵＲ賃貸ショップ蒲田 
東京都大田区蒲田 5-11-7  

栄月ビル３階  
03-3733-3965 3 1 

2 ＵＲ恵比寿現地案内所 
東京都目黒区三田 1-4-4 

恵比寿ビュータワー1211号室 
03-3447-8087 2 1 

3 ＵＲ賃貸ショップ経堂 
東京都世田谷区経堂 1-19-10  

セントラル経堂１階階 
03-5450-2071 3 1 

4 ＵＲ賃貸ショップ高島平 
東京都板橋区高島平 2-32-1号棟 

（クリーニング店 横） 
03-3550-4311 4 1 

5 ＵＲ賃貸ショップ王子 
東京都北区王子 5-2  

王子 5丁目団地 10号棟（団地内商店街） 
03-3912-3411 3 1 

6 ＵＲ賃貸ショップ北千住 
東京都足立区千住 3-76 

（北千住駅西口宿場通り店舗１階） 
03-5244-2877 1 1 

7 ＵＲ青戸現地案内所 
東京都葛飾区青戸 3-16 

青戸第一団地 25号棟 103号棟 
03-3603-7899 3 1 

8 ＵＲ賃貸ショップ西大島 
東京都江東区大島 1-33-14  

秋山ビル 1階 
03-5609-2688 4 1 

9 ＵＲ賃貸ショップ三鷹 
東京島武蔵野市御殿山 2-21-21 

御殿山ＯＨビル 1階 
0422-71-2851 3 1 

10 ＵＲ国立現地案内所 
東京都国立市富士見台 1-7 

国立富士見台 1-12号棟 106号室 
042-574-1793 2 1 

11 ＵＲ永山サービスセンター 
東京都多摩市永山 1-5  

ベルブ永山２階 203号室 
042-311-2271 4 1 

12 ＵＲ賃貸ショップ八王子 
東京都八王子市東町 9-10  

ＥＣＳ第 35ビル 2階 
042-646-6844 3 1 

13 町田山崎エリア現地案内所 
東京都町田市山崎町 2200  

町田山崎団地 3-17 
042-791-7455 2 1 

14 ＵＲ賃貸ショップひばりが丘 
東京都西東京市谷戸町 3-27-24  

ひばりが丘プラザ 104号 
042-439-1301 2 1 

15 
ＵＲ葛西クリーンタウン清新 

プラザ現地案内所 

東京都江戸川区清新町 1-3  

葛西クリーンタウン清新プラザ 3-1 号棟 1301 号室  
03-58781225 2 1 

16 ＵＲ調布エリア現地案内所 
東京都調布市小島町 3-51-2  

シティハイツ調布小島町 2-103号室 
042-440-3781 3 1 

17 ＵＲ晴海現地案内所 
東京都中央区晴海 1-8-5 

晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー1308 号室 
03-5144-0161 2 1 
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18 ＵＲ南大沢現地案内所 
東京都八王子市南大沢 5-3 

多摩ＮＴベルコリーヌ南大沢 1号棟 117号室 
042-677-1270 2 1 

19 ＵＲ賃貸ショップ千歳烏山 
東京都世田谷区南烏山 4-12-5 

並木ビル 4階 
03-6279-6672 2 1 

20 ＵＲ賃貸ショップ光が丘 
東京都練馬区光が丘 2-10-2 

ＩＭＡ東館店舗内 
03-5997-8051 1 1 

21 ＵＲ東伏見現地案内所 
東京都西東京市富士町 1-7 

プロムナード東伏見 74号棟 104号室 
042-464-3155 1 1 

22 ＵＲ賃貸ショップ久米川 
東京都東村山市栄町 2-10-22 

ガルルビル 1階 
042-396-8873 1 1 

23 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 
045-834-3351 1 1 

24 ＵＲ中山駅前ハイツ現地案内所 
神奈川県横浜市緑区中山町 329-1  

中山駅前ハイツ 6号棟 105号室 
045-937-7119 2 1 

25 ＵＲ奈良北現地案内所 
神奈川県横浜市青葉区奈良町 2913 

奈良北団地 1号棟 208号室 
045-961-5887 2 1 

26 
ＵＲビューコート小港現地案内

所 

神奈川県横浜市中区小港町 1-1-2  

ビューコート小港 6号棟 308号室 
045-622-6065 2 1 

27 ＵＲ本牧エリア現地案内所 
神奈川県横浜市中区本牧原 21 

ベイシティ本牧南 6号棟 108号室 
045-622-2185 2 1 

28 ＵＲ保土ヶ谷エリア現地案内所 
神奈川県横浜市保土ヶ谷区西久保町 1-4  

西久保町公園ハイツ 2号棟 115号室 
045-335-7729 4 1 

29 ＵＲ左近山現地案内所 
神奈川県横浜市旭区左近山 1186-6 

左近山団地 7-2号棟 201号室 
045-351-3336 2 1 

30 
ＵＲプロムナード矢部現地案内

所 

神奈川県横浜市戸塚区矢部町 321 

プロムナード矢部 8号棟 806号室 
045-862-6062 2 1 

31 ＵＲ虹ヶ丘現地案内所 
神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘 2-2 

虹ヶ丘団地管理サービス事務所隣 
044-988-5812 2 1 

32 
ＵＲサンラフレ百合丘現地案内

所 

神奈川県川崎市麻生区百合丘 2-6 

サンラフレ百合ヶ丘 11号棟 301号室 
044-953-9091 2 1 

33 
ＵＲコンフォールさがみ南現地

案内所 

神奈川県相模原市南区相南 1-24 

コンフォールさがみ南 8号棟 107号室 
042-765-6632 2 1 

34 
ＵＲ賃貸ショップ相模大野モア

ーズ 

神奈川県相模原市南区相模大野 3-9-1 

相模大野駅前 92ビル相模大野モアーズ 
042-701-9675 2 1 

35 ＵＲ賃貸ショップ日吉 
神奈川県横浜市港北区日吉本町 1-2-2 

慶月堂ビル２階 
045-620-8100 2 1 
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36 ＵＲ賃貸ショップ湘南 神奈川県平塚市明石町 10-1 0463-23-6700 2 1 

37 
ＵＲ賃貸ショップ金沢シーサイ

ドタウン 

神奈川県横浜市金沢区並木 1 

金沢シーサイドタウン並木町一丁目第一 2-4号棟 102 号室 
045-776-3350 2 1 

38 ＵＲ賃貸ショップ新百合ヶ丘 
神奈川県川崎市麻生区上麻生 1-5-1 

りそな新百合ヶ丘ビル 5階 
044-543-8915 2 1 

39 ＵＲ幕張ベイタウン現地案内所 
千葉県千葉市美浜区打瀬 3-4  

パティオス 20番街 102号室 
043-272-0017 2 1 

40 ＵＲ千葉幸町現地案内所 
千葉県千葉市美浜区幸町 2丁目 12街区 14号棟 

301号室 
043-247-8870 2 1 

41 
ＵＲパークサイド鎌ヶ谷現地 

案内所 

千葉県鎌ヶ谷市東中沢 2-20  

パークサイド鎌ヶ谷 19号棟 202号室 
047-446-6760 2 1 

42 
ＵＲ谷津パークタウン現地 

案内所 
千葉県習志野市谷津 3-1-15 

階管理サービス事務所隣 
047-453-8575 2 1 

43 
ＵＲ八千代ゆりのき台パークシ

ティ現地案内所 

千葉県八千代市ゆりのき台 3-7-1 

八千代ゆりのき台パークシティ 1号棟 203号室 
047-482-9090 2 1 

44 
ＵＲ成田ニュータウン現地 

案内所 

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 
0476-27-8122 2 1 

45 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 
047-380-6150 2 1 

46 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 
029-855-4045 2 1 

47 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 
04-7196-6152 2 1 

48 ＵＲ賃貸ショップ稲毛駅前 
千葉県千葉市稲毛区小仲台 2-3-8 

アクシスビル 5階 
043-284-5422 2 1 

49 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 
0297-77-5600 2 1 

50 ＵＲ賃貸ショップ北習志野駅前 千葉県船橋市習志野台 3-2-122 047-461-5228 2 1 

51 
ＵＲ賃貸ショップイオンモール 

千葉ニュータウン 
千葉県印西市中央北 3-2 0476-48-5265 2 1 

52 ＵＲせんげん台現地案内所 
埼玉県越谷市千間台西 3-4 

せんげん台パークタウン四番街 2号棟 106号室 
048-974-7737 2 1 

53 
ＵＲコンフォール松原 

現地案内所 

埼玉県草加市松原 1-2  

コンフォール松原４号棟 106号室 
048-948-6528 2 1 
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54 ＵＲ新所沢現地案内所 
埼玉県所沢市緑町 1-5 

プラザシティ新所沢けやき通り 1号棟 
04-2939-8575 2 1 

55 ＵＲみさと現地案内所 
埼玉県三郷市彦成 3 

みさと団地内店舗 7-7号棟 105号室 
048-957-3333 2 1 

56 ＵＲ賃貸ショップ南浦和 
埼玉県さいたま市南区南浦和 2-38-8 

ケーアイビル 3階 
048-882-6721 2 1 

57 ＵＲ賃貸ショップ川口 
埼玉県川口市栄町 3-5-9 

安藤ビル 2階 
048-299-5710 2 1 

58 ＵＲ賃貸ショップ川越 
埼玉県川越市新富町 1-12-2 

吉野園ビル 3階 
049-298-8071 2 1 

59 ＵＲ朝霞浜崎現地案内所 
埼玉県朝霞市朝志ヶ丘 1-2 

朝霞浜崎団地 1号棟 111号室 
048-485-9960 2 1 

60 ＵＲ賃貸ショップ若葉 
埼玉県坂戸市千代田 3-21 

若葉駅前ハイツ 2号棟 105号室 
049-282-3327 2 1 

61 ＵＲアルビス鶴瀬現地案内所 
埼玉県富士見市鶴瀬西 2-7 

アルビス鶴瀬 4号棟 107号室 
049-253-8555 2 1 

62 ＵＲアーベイン大宮現地案内所 
埼玉県さいたま市北区宮原町 1-855-2 

アーベイン大宮 9号棟 101号室 
048-729-5041 2 1 

63 
ＵＲパークタウン若宮現地 

案内所 

埼玉県桶川市若宮 1-8 

パークタウン若宮 17号棟 101号室 
048-786-2722 2 1 
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11 同等品申請書（別紙１） 
 

同等品申請書 
平成    年   月   日 

 
 
  独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 
     本部長   吉田  滋    殿 
 

住      所   

会  社  名     

代表者氏名                       印 

 
 
 

  入札件名「平成 31 年度現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務」において仕様書

記載の物品と同等以上の物品として、別紙「同等品申請明細表」記載の物品をもって応札したく申請します 
 
 

以  上 
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（別紙２） 
会社名：               

同等品申請明細表 

 
件名：平成 31 年度現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務 
 
提案する物品                               
メーカー                                 
製品名                                  
品  番                                                                  
規格・仕様                                
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真又はカタログ（カラー）貼付欄 ※別添も可とする。 
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12 提出書類一覧 
 

「平成 31 年度現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務」 

提出書類一覧 

（法人等名称）                 

１ 下表は､本調達の入札に際し､必要となる書類一覧です。書類等提出前にこの一覧表により提出書類の漏れがないかご確認下さい。 

２ この一覧表は､法人等の名称のみを記載し､書類提出時に併せて御提出ください。 

３ 「機構使用欄」には何も記載しないでください。 

項番 
書類名称 

（※使用する様式） 

提出 

部数 

提出 

期限 
備考 

機構 

使用欄 

１ 同等品申請書（別紙１、別紙２） １部 

平成30年 

12月５日（水） 

17：00 

同等品で参加する場合のみ  

２ 競争参加資格確認申請書（様式１） １部 

平成30年 

12月25日（火）

17:00 

-  

３ 競争参加資格認定通知書の写し １部 

有効期限内で業種区分「役務提供」の

認定がされているもの。紛失等で提出

できない場合は、その旨申し出ること。 

 

４ 参加申込書 １部 -  

５ 使用印鑑届および印鑑証明書（原本） １部 -  

６ 委任状 １部 -  

７ ＰＣの納入実績報告書（様式２） １部   

８ 保守体制について（様式３） １部   

９ 

情報セキュリティマネジメントシス

テム（ISMS）適合性評価制度の認証

又はプライバシーマーク使用許諾を

受けていることを証明する書類のコ

ピー 

１部   

10 提出書類一覧 １部   

【提出書類作成における注意事項】 

①  入札説明書等に所定の様式を添付している場合は､所定の様式を使用すること｡所定の様式をワープロ等であらためて作

成する場合は､様式に記載してある字句等について省略･変更等しないこと。 

②  項番２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。 

※上記書類は、ディーコープ株式会社へ提出すること。
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（様式１） 

（用紙Ａ４）   

 

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東日本賃貸住宅本部 
  本部長  吉田  滋  殿 
 

申請者 住   所 

    会 社 名 

代表者氏名                印 

Ｔ Ｅ Ｌ 

Ｆ Ａ Ｘ 

 

平成30年11月16日付けで公告のありました「平成31年度現地案内所等におけるパーソ

ナルコンピューターのリース等業務」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 条各号の規定に該

当する者でないこと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。 

 
記 

 
１ 競争参加資格認定通知書の写し 
２ ＰＣの納入実績報告書（様式２） 
３ 保守体制について（様式３） 
４ プライバシーマーク登録証等の写し 

以 上 
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（様式２） 

PC の納入実績報告書 
 

平成  年  月  日 
 

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 
本部長  吉田  滋  殿 

 
住 所 
会社名 

                             代表者氏名            印 
 
件名：平成 31 年度現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務 
当社におけるＰＣの納入実績について、次のとおり報告いたします。 
 

契約相手先 主な履行場所 件数及び機種名等 履行期間 

（例） 
株式会社○○○ 
 
 
□□□□株式会社 

（例） 
△△△支店 

 
 
○○○支部 
     
 

（例） 
５台 
□□□製 ○○型 
 
10 台 
○△□製 △○型 

（例） 
平成 年 月～ 
平成 年 月まで 
 
平成 年 月～ 
平成 年 月まで 

（注意事項） 
  本表は、入札提出期限の直前３年間における当該借入物品又はこれと同等の類似品の納入実績について記入

すること。 
（添付書類） 
 実績を証明できる書類（契約書の写し等。ただし、提出に支障のある箇所については、非開示としたもので

も可。） 
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（様式３） 

保守体制について 

 

平成  年  月  日 

 

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 
  本部長  吉田 滋  殿 

 

 

住 所   

会社名   

代表者氏名                             印  

 

 

 「平成 31 年度現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務」の履行に当たり、下記の

とおり保守体制を報告いたします。 

 

記 
 

１ 当該業務を行う保守体制組織図 

 

 

２ 実施内容（点検・整備等）  

 

 

 

 

以  上 
（注意事項） 

１  障害が発生した場合、当日又は翌営業日に当機構事務所へ保守担当者が到着し、対応できる保守体制を記

載すること。 

２  保守体制組織図を別紙に記載することも可。 
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リバースオークション ルール定義書 

（公共_調達契約版） 

201６年１１月１日 改訂版 

ディーコープ株式会社 

別添資料１「リバースオークション　ルール定義書（公共＿調達契約版）」
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改訂履歴 

日時 改訂箇所 改訂前 改定後 

2010 年 04 月 28 日 P.1 冒頭箇所 本ルール定義書と利用規定の記載に

相違がある場合には本ルール定義書

の定めが、本ルール定義書と入札要綱

書に相違がある場合には、入札要綱書

が優先するものとします。 

本ルール定義書と利用規定の記載に

相違がある場合には本ルール定義書

の定めが、本ルール定義書と入札要綱

書に相違がある場合には、入札要綱書

が優先するものとします。尚、本ルー

ル定義書、入札要綱書及びディーコー

プが別途配布する書類に関しての口

頭での問い合わせは何の効力も有さ

ず、ディーコープより配布された図書

記載内容が最終的な効力を有するも

のとします。 

第 4 条 － 5.（口頭での質疑） 

口頭での質疑については一切無効と

し、何らかの疑義が生じた際には必ず

弊社指定の質疑応答書を通じて提出

することとします。 

2010 年 05 月 24 日 第 3 条 4.(2) （前文略） 

但し、リバースオークションの経過に

より、自社の予算超過等の理由で 1 度

も応札ができなかった場合は、開始価

格で応札したものとみなします。 

（前文略） 

但し、リバースオークションの経過に

より、自社の予算超過等の理由で 1

度も応札ができなかった場合は、開始

価格で応札したものとみなし、同様の

参加競争参加者が複数存在する場合、

その優先順位は入札開催者によって

決定されることとします。 

2010 年 09 月 09 日 第 3 条 4.(5) - (5)（入札金額の入力制限） 

誤入札を防止するため、最低入札価格

より５０％以上の削減となる金額は、

システムの制御により入札すること

ができません。また、最低下げ幅金額

の２倍以下の金額が最低入札価格で

ある場合は、それ以降の入札は受付さ

れません。 

2010 年 10 月 18 日 第 3 条１． リバースオークション参加に必要な

ＰＣ環境 

ブ ラ ウ ザ ： Microsoft Internet 

Explorer6.0(Service Pack 1)以上 

※OS は Microsoft Windows をご

使用ください。 

※IE8.0(rc1 含む）はサポートしてお

りません。ご注意ください。 

リバースオークション参加に必要な

ＰＣ環境 

ブラウザ：以下のブラウザの利用を推

奨しています。 

 

・Internet Explorer7.0 

・Internet Explorer8.0 

 

※Internet Explorer6.0 バージョン

については、サポートしております

が、弊社では、上記バージョンでのご

利用を推奨しております。 

※Internet Explorer 以外の Web ブ

ラウザ（NetScape、Opera、Firefox

等）は推奨外です。また、プレビュー

リリースやベータ版なども、推奨外と

させていただきます。 

２０１１年４月２６日 Ｐ.３ 目次 - 第４条 ５．口頭での質疑 

第５条１． （前文略） 

尚、リバースオークション開催時間中

に有効な応札を行わなかった参加契

約発効済み競争参加者は、本ルール定

義書第三条 4 項２号の記載に基づき、

開始価格で応札したものとみなし、同

様の参加契約発効済み競争参加者が

複数存在する場合、その優先順位はバ

イヤー企業によって決定されること

とします。 

（前文略） 

尚、リバースオークション開催時間中

に有効な応札を行わなかった参加契

約発効済み競争参加者は、本ルール定

義書第３条 4 項２号の記載に基づき、

開始価格で応札したものとみなし、同

様の参加契約発効済み競争参加者が

複数存在する場合、その優先順位はバ

イヤー企業によって決定されること

とします。 
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日時 改訂箇所 改訂前 改定後 

2012 年 6 月 4 日 P.5 冒頭箇所 本リバースオークションルール定義

書（以下、「本ルール定義書」という）

は、ディーコープサービス基本利用規

程ならびに、見積＠Ｄｅｅサービス個

別利用規程（以下、合わせて「利用規

程」という）に基づき、ディーコープ

がリバースオークションの実施にか

かわるルールを定めたものです。 

本リバースオークションルール定義

書（以下、「本ルール定義書」という）

は、＠Ｄｅｅサービス利用規程（以下、

「利用規程」という）に基づき、ディ

ーコープがリバースオークションの

実施にかかわるルールを定めたもの

です。 

2013 年 8 月６日 第 3 条１． リバースオークション参加に必要な

ＰＣ環境 

ブラウザ：以下のブラウザの利用を推

奨しています。 

 

・Internet Explorer7.0 

・Internet Explorer8.0 

 

※Internet Explorer6.0 バージョン

については、サポートしております

が、弊社では、上記バージョンでのご

利用を推奨しております。 

※Internet Explorer 以外の Web ブ

ラウザ（NetScape、Opera、Firefox

等）は推奨外です。また、プレビュー

リリースやベータ版なども、推奨外と

させていただきます。 

リバースオークション参加に必要な

ＰＣ環境 

ブラウザ：以下のブラウザの利用を推

奨しています 

 

・Internet Explorer8.0 

・Internet Explorer9.0 

 

※Internet Explorer6.0 及び Intern

et Explorer7.0 は推奨外ですが、サ

ポートしております。 

※Internet Explorer 以外の Web ブ

ラウザ（NetScape、Opera、Firef

ox、GoogleChrome 等）は推奨外で

す。 

※Internet Explorer10.0 をご利用

の場合は、互換表示設定を行うことで

正常に表示・動作できる可能性があり

ます。ただし、互換性（動作・表示）

を保障するものではありません。 

2013 年 12 月 18 日 第４条１． 代理入札受付専用窓口：ディーコープ 

調達支援部 Ｔｅｌ.03-6889-1597 

代理入札受付窓口：入札要綱書記載の

入札担当者 

2014 年 1 月 30 日 第２条４． 本入札の手順、取引内容に関する問い

合わせ受付業務の一切は、バイヤー企

業からの依頼によりディーコープが

行います。ディーコープを経由せず、

バイヤー企業へ直接問い合わせを行

うことはできませんので、御了承下さ

い。 

本入札の手順、取引内容に関する問い

合わせ受付業務の一切は、バイヤー企

業からの依頼によりディーコープが

行います。ディーコープを経由せず、

バイヤー企業へ直接問い合わせを行

うことはできませんので、御了承下さ

い。 

また、競争参加者は調達先企業、委託

先企業、その他協力会社等にも上記連

絡体制を遵守させることとします。 

2014 年 5 月 12 日 第 3 条１． リバースオークション参加に必要な

ＰＣ環境 

ブラウザ：以下のブラウザの利用を推

奨しています 

 

・Internet Explorer8.0 

・Internet Explorer9.0 

 

※Internet Explorer6.0 及び Intern

et Explorer7.0 は推奨外ですが、サ

ポートしております。 

※Internet Explorer 以外の Web ブ

ラウザ（NetScape、Opera、Firefo

x、GoogleChrome 等）は推奨外です。 

※Internet Explorer10.0 をご利用

の場合は、互換表示設定を行うことで

正常に表示・動作できる可能性があり

ます。ただし、互換性（動作・表示）

を保障するものではありません。 

 

 

リバースオークション参加に必要な

ＰＣ環境 

ブラウザ：以下のブラウザの利用を推

奨しています 

 

・Internet Explorer9.0 

・Internet Explorer10.0 

 

※Internet Explorer7.0 及び Intern

et Explorer8.0 は推奨外ですが、サ

ポートしております。 

※Internet Explorer 以外の Web ブ

ラウザ（NetScape、Opera、Firef

ox、GoogleChrome 等）は推奨外で

す。 
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日時 改訂箇所 改訂前 改定後 

2015 年 1 月 12 日 第 3 条１． リバースオークション参加に必要な

ＰＣ環境 

ブラウザ：以下のブラウザの利用を推

奨しています 

・Internet Explorer9.0 

・Internet Explorer10.0 

※Internet Explorer7.0 及び Intern

et Explorer8.0 は推奨外ですが、サ

ポートしております。 

※Internet Explorer 以外の Web ブ

ラウザ（NetScape、Opera、Firefox、

GoogleChrome 等）は推奨外です。 

リバースオークション参加に必要な

ＰＣ環境 

下記ブラウザの利用を推奨しており

ます。 

・Internet Explorer 10.0 （デスク

トップ版） 

・Internet Explorer 11.0 （デスク

トップ版） 

※Internet Explorer 7.0/8.0/9.0

 及び Google Chrome はサポート

しておりますが、弊社では Internet 

Explorer 10.0/11.0（デスクトップ

版）の利用を推奨しております。 

※Internet Explorer, Google Chr

ome 以外の Web ブラウザ（Firefox,

 Safari 等）及び Internet Explorer

 6.0 以前のバージョン、プレビュー

リリース版、ベータ版等はサポート対

象外とさせていただきます。 

2016 年１１月１日 第 3 条１． リバースオークション参加に必要な

ＰＣ環境 

下記ブラウザの利用を推奨しており

ます。 

・Internet Explorer 10.0 （デスク

トップ版） 

・Internet Explorer 11.0 （デスク

トップ版） 

※Internet Explorer 7.0/8.0/9.0 

及び Google Chrome はサポートし

ておりますが、弊社では Internet Ex

plorer 10.0/11.0（デスクトップ版）

の利用を推奨しております。 

※Internet Explorer, Google Chro

me 以外の Web ブラウザ（Firefox, 

Safari 等）及び Internet Explorer 

6.0 以前のバージョン、プレビューリ

リース版、ベータ版等はサポート対象

外とさせていただきます。 

リバースオークション参加に必要な

ＰＣ環境 

下記ブラウザの利用を推奨しており

ます。 

・Internet Explorer 10.0 （デスク

トップ版） 

・Internet Explorer 11.0 （デスク

トップ版） 

※その他の Web ブラウザ（Google 

Chrome、Firefox、Safari 等）及び

Internet Explorer9 以前のバージョ

ン、プレビューリリース版、ベータ版

等は推奨外です。 
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第１条 （リバースオークションルール定義書概要） 
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１．リバースオークションの参加に必要な環境 
２．入札画面に表示される内容 
３．リバースオークションの開催時間 

(１) リバースオークション開催時間 
(２) リバースオークション基本開催時間 
(３) 自動延長時間 
(４) 時間の計測方法 

４．入札金額 
(１) 入札金額 
(２) 開始価格 
(３) 最低下げ幅金額 
(４) 入札金額の受付 
(５) 入札金額の入力制限 

５．リバースオークションからの退場 
６．リバースオークションの終了 

第４条 （トラブル回避策・発生時の対応） 
１．代理入札 
２．参加契約発効済み競争参加者によるシステムトラブル回避策 
３．夜間延長回避のためのリバースオークションのサスペンド 
４．不可抗力によるリバースオークションの中断 
５．口頭での質疑 

第５条 （リバースオークション終了後の流れ） 
１．優先交渉権の決定 
２．調達先指定者の決定 
３．見積書の提出

第６条 （遵守事項）

◎用語の定義 

名称 意味 

対象品目/サービス 入札開催者が調達を計画する物品又は役務 

入札開催者 対象品目の調達を計画し、リバースオークションを開催する企業 

契約者 対象品目に関する調達契約を調達先指定者と契約する企業 

競争参加者 入札開催者に対し、対象品目を提供する企業 

参加契約発効済み競争参加者 参加契約が発効した競争参加者 

最優先交渉権者 リバースオークションにおいて最安値を応札した参加契約発効済み競争参加者 

調達先指定者 
入札開催者と調達契約を締結する参加契約発効済み競争参加者 

最優先交渉権者が入札開催者による最終審査を受けた後に確定 
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本リバースオークションルール定義書（以下、「本ルール定義書」という）は、＠Ｄｅｅサービス利用規程（以下、「利用

規程」という）に基づき、ディーコープがリバースオークションの実施にかかわるルールを定めたものです。 

 利用規程で規定されていない事項については、本ルール定義書、入札要綱書およびディーコープが別途指定する書類にて

通知するものとし、競争参加者は利用規程を遵守することを承諾のうえ、リバースオークションに参加するものとします。

なお、入札開催者は、本ルール定義書に記載されたルールに則ってリバースオークションが実施されることを了承していま

す。本ルール定義書と利用規程の記載に相違がある場合には本ルール定義書の定めが、本ルール定義書と入札要綱書に相違

がある場合には、入札要綱書が優先するものとします。尚、本ルール定義書、入札要綱書及びディーコープが別途配布する

書類に関しての口頭での問い合わせは何の効力も有さず、ディーコープより配布された図書記載内容が最終的な効力を有す

るものとします。 

第 1 条 （リバースオークションルール定義書概要）

1. （リバースオークションの目的）

リバースオークションとは、対象品目に関する調達先指定者の選定を目的として、入札開催者の依頼により、ディーコープ

株式会社（以下、「ディーコープ」という）が運営する競り下げ方式によるオークションを指します。参加契約発効済み競

争参加者は、本ルール定義書第３条３項に定めるリバースオークション開催時間中、何度でも価格提示（以下、「応札」と

いう）ができます。競争参加者は、「一回札入れ方式」等の入札に比べてオープンかつ公平な環境で、戦略的に入札をする

ことが可能です。

2. （対象品目の通知）

リバースオークションの対象品目、最低調達条件、および入札開催者名・契約者等は、入札開催者が個別のリバースオーク

ション毎に別途交付する入札要綱書（以下、「入札要綱書」という）にて通知するものとします。

第２条 （リバースオークション参加の前提）

1. （入札参加資格の取得手順）

(1) （参加申込書の提出）

競争参加者がリバースオークションに参加するためには、本ルール定義書に定めるすべてのルールに従い、入札要綱

書に示す対象品目、品質、価格、納期等のすべての調達条件を満たした上で、別途交付するリバースオークション参

加申込書（以下、「参加申込書」という）および別途必要に応じてディーコープが指定する書類（以下、「参加必要書

類」という）に記名捺印の上、提出していただく必要があります。

入札要綱書に示された業務を遂行するにあたり、法令・約款等で規定された免許・許認可等が必要である場合、競争

参加者、若しくは競争参加者より対象業務の遂行を委託される企業がそれらを保有していることが、参加必要書類提

出の必須条件とします。尚、原則として競争参加者は一度提出した参加申込書、および参加必要書類の取消や撤回を

することはできません。 

(2) （入札参加資格の獲得）

参加申込書および参加必要書類が入札開催者によって承認されたことをもって、競争参加者はリバースオークション

に参加する資格（以下、「入札参加資格」という）を得、かつ入札開催者及びリバースオークションを運営するディー

コープとの間に参加契約が発効します。

尚、リバースオークション開催前日のディーコープの営業時間終了までに、参加資格を付与しない旨の通知がない限

り、入札開催者は参加を承諾したものとみなし、参加契約はその時点で発効するものとします。 

(3) （与信調査による参加資格失効等） 

入札開催者またはディーコープは、利用規程に定める通り、競争参加者の与信調査を実施する場合があります。 

与信調査の結果、入札開催者またはディーコープの裁量により、競争参加者に入札参加資格を付与することが不適切

であると判断された場合、かかる競争参加者は入札参加資格を付与されないことがあります。また、参加契約の発効

後においても、付与された入札参加資格を失い、参加契約の一部もしくは全部を入札開催者およびディーコープが当

然に、何ら損害賠償の負担をすることなく解除できることに同意するものとします。 

2. （リバースオークションの効力）

(1) （見積の効力）

参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークションにおいて自己が行う個々の応札、本ルール定義書第５条３項

に示す見積書（以下、「見積」という）が、調達契約の申込の誘引ではなく、調達契約の申込として取り扱われること、

およびこの申込が取消や撤回のできないものであって、以下のいずれかの事由が発生するまで、変更できない確定的

な効力を有することに合意するものとします。 
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1. 入札後、調達先指定者に選出されないことが確定したとき

2. 調達先指定者に選出された後、入札開催者及び契約者が調達契約の締結をしないことを確定したとき

3. 調達先指定者に選出された後、入札開催者及び契約者が確定した申込の内容の変更に同意したとき

(2) （調達契約締結の義務と損害賠償）

参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークションの結果、入札開催者および契約者に調達契約の相手方となる

競争参加者（「調達先指定者」という）として選出された場合、特に入札開催者および契約者より見積条件である入札

要綱書の内容に変更または追加事項がない限り、自己が提出した見積に基づき調達契約締結の義務を負うものとしま

す。

尚、特に入札開催者および契約者より見積条件である入札要綱書の内容に変更または追加事項がないにもかかわらず、

調達先指定者が契約者との調達契約締結を行わない場合、入札開催者は調達先指定者に対して損害賠償を請求できる

ものとし、参加契約発効済み競争参加者はこれに同意するものとします。 

3. （免責事項）

参加契約発効済み競争参加者がいない場合には、リバースオークションは不成立となります。また、入札開催者はやむを

得ない事情により、調達計画を中止することがあります。入札開催者が入札要綱書で予定発注金額を予め定めた場合、全

参加契約発効済み競争参加者の最終入札金額が当該予定発注金額に到達しなかった際には流札とし、本ルール定義書第５

条１項に示す最優先交渉権者を決定しないことがあります。また、入札開催者の都合によりリバースオークションの再入

札を行うことがあります。参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークションが不成立・中止・流札・再入札となっ

た場合またはリバースオークション終了後調達先指定者が選定されなかった場合もしくは契約者が調達契約を締結しない

場合において、自らまたは取引先等の関係者に何らかの損失または損害が発生したとしても、入札開催者・契約者または

ディーコープに何ら損害賠償の責任が発生しないことに同意するものとします。 

4. （連絡体制）

本入札の手順、取引内容に関する問い合わせ受付業務の一切は、入札開催者からの依頼によりディーコープが行います。

ディーコープを経由せず、入札開催者へ直接問い合わせを行うことはできませんので、御了承下さい。 

また、競争参加者は調達先企業、委託先企業、その他協力会社等にも上記連絡体制を遵守させることとします。 

第３条 （リバースオークションの環境・当日の流れ）

1. （リバースオークションの参加に必要な環境）

リバースオークションに参加する場合、参加費等の費用負担は一切ありません。入札を行なう際には、下記のＰＣ環境にて

インターネットおよびｅメールに接続できるＰＣをご用意下さい。リバースオークション開催当日は、ＰＣの故障など予期

せぬ事態に備えて、下記の環境を備えたＰＣを必ず複数台ご用意ください。又、リバースオークション参加中は、必ず入札

のご担当者がディーコープと電話連絡を取れる状態にあるようにお願い致します。長時間にわたって電話連絡がとれず、リ

バースオークションの運営に支障をきたすとディーコープが判断した場合は、ユーザーＩＤを退場扱いとさせていただくこ

とがありますので、ご注意ください。

リバースオークション参加に必要なＰＣ環境 

下記ブラウザの利用を推奨しております。 

・Internet Explorer 10.0 （デスクトップ版） 

・Internet Explorer 11.0 （デスクトップ版） 

※その他の Web ブラウザ（Google Chrome、Firefox、Safari 等）及び Internet Explorer9 以前のバージョン、プレビ

ューリリース版、ベータ版等は推奨外です。 

2. （入札画面に表示される内容）

リバースオークション開催時間中は、以下の項目が入札画面上に表示されます。表示される内容は、開催パターン毎に異な

ります。参加されるリバースオークションの開催パターンは、入札要綱書をご参照ください。

開催パターン 

① 

開催パターン 

② 

開催パターン 

③ 

開催パターン 

④ 

開催パターン 

⑤ 

現在の最低入札価格 表示 表示 表示 非表示 非表示 

自社の順位 表示 表示 非表示 表示 非表示 

他社情報（入札価格・順位） 表示 非表示 非表示 非表示 非表示 

3. （リバースオークションの開催時間）

(1) （リバースオークション開催時間）

リバースオークション開催時間は、本項で示すリバースオークション基本開催時間および自動延長時間の合計としま

す。尚、参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークション開催時間中に何度でも応札ができるものとします。 
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(2) （リバースオークション基本開催時間）

リバースオークション基本開催時間とは、次号に示す自動延長の有無にかかわらず、リバースオークションが開催さ

れる期間とします。具体的なリバースオークション基本開催時間は、入札要綱書をご参照ください。

(3) （自動延長時間）

リバースオークションでは公平を期すため、リバースオークション開催時間終了前に応札があると、その時点から別

途定められた期間（以下、「自動延長時間」という）、リバースオークション開催時間が延長（以下、「自動延長」とい

う）されます。尚、自動延長されたリバースオークション開催時間の終了前に再度応札があった場合には、何度でも

自動延長されるものとします。具体的な自動延長時間は、入札要綱書をご参照ください。

(4) （時間の計測方法）

リバースオークションの開催に当たって定められる時間は、すべてリバースオークションを運営するディーコープの

サーバー上の時計によって管理されるものとし、参加契約発効済み競争参加者はかかる時間管理に同意するものとし

ます。 

4. （入札金額）

(1) （入札金額）

リバースオークションでの入札は、特に指定がない限り、入札要綱書に記載された調達条件を満たす為に必要な全て

の製品・サービスの総合計金額（消費税含まず）にて行うものとします。尚、本ルール定義書第２条２項 1 号に示す

通り、リバースオークションでの入札金額は、取消や撤回ができません。但し、入札金額が明らかに不自然であると

ディーコープが判断した場合には、ディーコープはかかる金額を応札した参加契約発効済み競争参加者に確認の上、

誤りであると認められた場合、当該入札金額を削除した上でリバースオークションの継続、中断または中止のいずれ

かを決定できるものとします。この場合のリバースオークションの取扱いについては、ディーコープが入札開催者と

検討の上、全ての参加契約発効済み競争参加者に連絡をするものとします。

(2) （開始価格）

開始価格とは、入札要綱書で指定されるリバースオークション開始時における対象品目の入札受付価格を指します。

参加契約発効済み競争参加者は、本ルール定義書第 2 条 1 項 1 号の記載に基づき、開始価格以下の価格にて、すべ

ての調達条件への対応が可能との前提に基づき、リバースオークション開催中に最低１回は応札していただきます。

尚、リバースオークションでは開始価格と同額での応札は可能とします。但し、リバースオークションの経過により、

自社の予算超過等の理由で 1 度も応札ができなかった場合は、開始価格で応札したものとみなし、同様の参加競争参

加者が複数存在する場合、その優先順位は入札開催者によって決定されることとします。 

(3) （最低下げ幅金額）

最低下げ幅金額とは、参加契約発効済み競争参加者が応札する際に、最新の入札金額より最低限下回らなければなら

ない金額を指します。ただし、リバースオークション開始後、すべての参加契約発効済み競争参加者を通じての一社

目、第一回目の応札に限り、開始価格からの最低下げ幅制限はないものとします。具体的な最低下げ幅金額は入札要

綱書をご参照ください。 

(4) （入札金額の受付）

入札要綱書において定められた同一金額での入札可否ルールに応じて、入札金額の受付基準が異なります。それぞれ

の場合の受付基準は以下の通りとします。

・同一金額での入札が可の場合：ディーコープのリバースオークション管理サーバーが受信した順に優先交渉権が付

与されます。

・同一金額での入札が不可の場合：ディーコープのリバースオークション管理サーバーが先に受信したもののみが有

効となります。 

(5) （入札金額の入力制限） 

誤入札を防止するため、最低入札価格より５０％以上の削減となる金額は、システムの制御により入札することがで

きません。また、最低下げ幅金額の２倍以下の金額が最低入札価格である場合は、それ以降の入札は受付されません。 

5. （リバースオークションからの退場）

リバースオークションの開催中に、予算超過等により入札を継続することができなくなった参加契約発効済み競争参加者は、

必ずリバースオークションからログアウト（退場）するものとし、以降のリバースオークションの経過及び結果に関する情

報を閲覧、入手することができないものとします。かかる参加契約発効済み競争参加者は速やかにディーコープまで入札を

終了する旨を連絡するものとし、ディーコープは入札継続意思がないことを確認した時点で、かかる参加契約発効済み競争

参加者のユーザーＩＤを、当該リバースオークションから退場扱いとします。

また、参加契約発効済み競争参加者は、ディーコープが以下の事由においてリバースオークションの運営に支障をきたすと

判断した場合にも、ユーザーＩＤが退場扱いとなることに同意するものとします。 
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・ 長時間参加契約発効済み競争参加者のご担当者に電話連絡が取れない場合（本ルール定義書第３条１項参照） 

・ 故意にリバースオークションを引き延ばす行為が認められた場合（本ルール定義書第６条参照） 

6. （リバースオークションの終了）

本ルール定義書第３条３項に定める開催時間の終了をもってリバースオークションは終了し、同時に対象品目に関する入札

開催者との優先交渉権者が確定するものとします。

一度終了したリバースオークションは原則として再開されませんので、本ルール定義書第４条を参照し、応札漏れのないよ

うにご注意ください。

第４条 （トラブル回避策・発生時の対応）

1. （代理入札）

参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークション開催中に自社のネットワーク等に不調が発生し、応札ができないと

判断した場合、直ちにディーコープへご連絡ください。以降、電話による入札金額の申請（以下、「代理入札」という）を

受け付けます。

代理入札を申請した競争参加者（以下、代理入札競争参加者という）は、下記の代理入札受付窓口宛にお電話の上、まず『①

代理入札依頼の旨、②代理入札競争参加者名・部署名、③ご担当者名、④入札担当者 ID（リバースオークション参加申込

書記載の“s”で始まる 7 桁の ID）』、⑤入札担当者のログインパスワードをお伝えください。上記①②③④⑤をもって本人

確認とさせていただき、本人であることが確認できた後、『⑥対象案件名または見積依頼番号、⑦入札金額』をお伝えいた

だき代理入札を実施させていただきます。

この際、代理入札の正確を期すために、原則としてディーコープは代理入札競争参加者との電話でのやり取りを録音させて

いただきます。またリバースオークション終了後、入札金額の確認のため、代理入札の履歴を記載した書面を発行いたしま

す。代理入札競争参加者はこの書面に捺印の上、ディーコープ宛にＦＡＸ送信の後、ご郵送ください。

尚、代理入札業務には運営上、若干の時間を要します。そのため代理入札の申請および応札は、リバースオークション開催

時間の終了前までに行ってください。その場合においても、応札が完了できないままリバースオークションが終了する場合

があり、原則としてリバースオークションは再開されませんのでご注意ください。但し、上記のディーコープにおける電話

や FAX による代理入札に関する履歴の記録に基づき、リバースオークション終了前に代理入札競争参加者の応札が可能で

あったと認められる客観的な証拠がある場合には、例外的にリバースオークションが再開されることがあります。また、入

札開催者が入札要綱書において代理入札を認めない旨の指定をした場合には、ディーコープは代理入札を受け付けません。

ご注意下さい。 

代理入札受付窓口：入札要綱書記載の入札担当者 

2. （参加契約発効済み競争参加者によるシステムトラブル回避策）

参加契約発効済み競争参加者のネットワーク等に不調が発生した場合に、前項に規定された代理入札に移行する時間を確保

し、またトラブル等を避けるため参加競争参加者はできるだけリバースオークション開催時間が終了する 5 分前までに応札

を完了してください。また、入札画面の自動更新が正常に実行されているかを確認するために、リバースオークション開催

時間が終了する 5 分前までに最低 1 回は手動による入札画面の更新を行ってください。リバースオークション終了時間表

示が入札画面上で作動中であっても、インターネットの接続が切断されている場合があります。

3. （夜間延長回避のためのリバースオークションのサスペンド）

本ルール定義書第 3 条 3 項 3 号の規定により自動延長が繰り返された場合であっても、リバースオークション開催日の

18：00 をもってリバースオークションは一旦サスペンド（中断）され、原則として翌営業日の 10：00 から再開される

ものとします。これは、リバースオークションが夜間にわたって続けられる事態を回避する為のものです。

この場合、優先交渉権順位は、サスペンド時点での参加契約発効済み競争参加各社の最終入札金額をもって暫定的に決定さ

れ、リバースオークション再開時に最初の応札がなされるまで保持されるものとします。

再開されたリバースオークションは、サスペンド時点の最終入札金額から開始されるものとし、その際の入札可能金額は本

ルール定義書第３条４項（３）の規定に準ずるものとします。

再開時はリバースオークション基本開催時間を再設定することなく、又サスペンド前の自動延長時間の経過に関わらず、再

開時点を起点とした新たな自動延長時間が設定されるものとします。尚、再開日時および再開後の最低下げ幅金額について

は、入札開催者の都合により変更される場合があります。 

4. （不可抗力によるリバースオークションの中断）

リバースオークション開催中に、利用規程に示すような不可抗力により、リバースオークションが中断した場合、ディーコ

ープは再開に向け、原則として下記の対応をとるものとします。本ルール定義書第 3 条 5 項により１ユーザーIＤを退場扱

いとされた参加契約発効済み競争参加者以外に対して、中断の理由ならびに再開に向けた対応方法についてご連絡致します。

またその際、再開後の継続入札意思を確認させていただきます。継続入札意思のある参加契約発効済み競争参加者が２社以

上存在し、かつリバースオークション再開の目処がたった時点で、ディーコープよりかかる参加契約発効済み競争参加者に
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対して再開予定時刻、再開時の開始価格等を電話連絡させていただきます。尚、参加契約発効済み競争参加者には、システ

ム復旧等の状況によっては、後日再開となる場合もあることを了承いただくものとします。 

5. （口頭での質疑）

口頭での質疑については一切無効とし、何らかの疑義が生じた際には必ず弊社指定の質疑応答書を通じて提出することとし

ます。

第５条 （リバースオークション終了後の流れ）

1. （優先交渉権の決定）

対象品目に関する優先交渉権順位は、リバースオークション終了時点での参加契約発効済み競争参加各社の最終入札金額を

もって決定され、最安値の応札をした参加契約発効済み競争参加者が最優先交渉権を獲得するものとし、最終入札金額の低

い順に 2 位以下の優先交渉権を獲得するものとします。尚、リバースオークション開催時間中に有効な応札を行わなかった

参加契約発効済み競争参加者は、本ルール定義書第３条 4 項２号の記載に基づき、開始価格で応札したものとみなし、同様

の参加契約発効済み競争参加者が複数存在する場合、その優先順位は入札開催者によって決定されることとします。

2. （調達先指定者の決定）

入札開催者は、入札要綱書に定める調達先指定者選定予定日までに、最優先交渉権者が最終入札金額、取引体制、条件など

のすべての調達条件を満たしているか否かの最終確認、および最終与信審査を行うものとします。この結果、入札開催者が

すべての調達条件および審査基準を満たしていることを確認した時点で、調達先指定者が選定されるものとします。

調達契約の内容は、入札要綱書に記載された調達条件および調達先指定者の入札条件に沿って、入札開催者及び契約者と調

達先指定者との間で協議により決定するものとします。

尚、最優先交渉権者が上記調達条件および審査基準を満たせない事実が判明した場合は、かかる参加契約発効済み競争参加

者は最優先交渉権を失い、リバースオークションにて次点の優先交渉権を獲得した参加契約発効済み競争参加者にその権利

が移るものとします。以後３番目以降についても同様と致します。尚、調達先指定者選定予定日は、入札開催者の意向によ

り、必要に応じて延期される場合があります。

3. （見積書の提出）

見積書は、特に入札開催者からの指定がない限り、最優先交渉権者のみが提出するものとします。尚、その際の見積は特に

指定がない限り、最終入札金額から割り戻した対象品目の単価を記載するものとします。見積書の提出期限および記載項目

については、入札要綱書をご参照ください。

第６条 （遵守事項） 

競争参加者は、上記各条項と合せて以下の点を遵守するものと致します。 

(ア) リバースオークションに関わる取引内容について、ディーコープを経由せずに直接的もしくは間接的に入札開催者に連絡

を行なわないこと。 

(イ) 取引履行が不可能な入札を行なう等、故意または重過失によりリバースオークションの場を著しく混乱させないこと。 

(ウ) 故意にリバースオークションを引き延ばす行為またはそれに準ずる行為を行わないこと。 

(エ) ユーザーＩＤまたはパスワードを、許諾された使用目的以外で使用しないこと。 

(オ) リバースオークションに関わる一切の秘密情報、取引条件等を第三者に漏洩しないこと。 

(カ) 他の競争参加者との談合、その他調達契約の成否や条件に不当な影響を及ぼす行為を行なわないこと。 

(キ) その他予期せぬ事態が発生した場合は、ディーコープの指示にしたがっていただくこと。
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１） 基本情報
【開催者情報】

入札開催者/契約者

所在地

【案件情報】

入札対象案件

案件番号（見積依頼番号の上8桁）

参照すべきﾙｰﾙ定義書

2) 入札対象案件の仕様詳細

3) 入札開催諸条件
3-1.開始価格／最低下げ幅金額

本入札の開始価格および最低下げ幅金額は下記記載のとおりとなります。

開始価格

最低下げ幅金額

※ 最低下げ幅金額とは、競争参加者が応札する際に、最新の入札価格より最低限下回らなければならない金額を指します。
※ 全体を通じて一回目の入札のみ最低下げ幅の制限がありません。（開始価格と同額の入札も可能です。）
※ 本入札は、入札要綱書及び別添資料に記載された調達条件を満たす為に必要な全ての製品・サービスの総合計金額（消費税含まず）にて行うものとします。
※ 入札参加企業が更新すべき最新の入札価格は入札参加企業を通じてのその時点の最安値を指します。

3-2.　リバースオークション開催諸条件について

1 現在の最低入札価格 自社の順位 他社の最新入札金額

1 表示 非表示 非表示

1 1社

1
1 リバースオークション開催日時 2019年1月29日

1 リバースオークション開始時刻

1 基本開催時間 30分間

1 自動延長時間 15分間

3-3.最優先交渉権者選定方法／調達先指定者選定方法　補足
最優先交渉権者選定方法補足

パターン③

独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部

東京都新宿区西新宿６-５-１(新宿アイランドタワー16 階)

平成31年度現地案内所等におけるパーソナルコンピューターのリース等業務

20058721

リバースオークションルール定義書 2016.11.1.（公共＿調達契約版）

入札条件・仕様等については、入札公告・入札説明書・仕様書を参照ください。

￥47,433,000(税抜)

￥50,000(税抜)

本入札における開催パターン及び画面に表示される内容は下記の通りです。（※リバースオークションルール定義書　第3条2項　入札画面に表示される内容参照）

開催パターン

入札参加企業が1社のみであった場合でも、入札を開催します。
独立行政法人都市再生機構の関係法人1者だった場合は、入札を中止し、再公募します。
尚、本件は、入札参加者から「委任状」の提出を受けたディーコープ株式会社が、入札参加者のリバースオークション終了時点の入札金額を「入札書」に記載し、入札開催者
へ提出します。入札開催者は、「入札書」の開札をもって発注先を確定します。

本入札終了時、最終入札金額が開始価格と同額であった場合、最優先交渉権者は決定しないこととします。
この場合、開始価格と同額で入札をした者が最優先交渉権者とはならず、他の企業も同額で入札したこととみなし、全者同順位とします。最優先交渉権者は、入札終了後、
「入札説明書 2 入札及び見積心得書 第10条」に従い、決定することとします。

選定企業数

金額提示条件 市場最安値を更新する

10:00

⼊札要綱書

別添資料２「入札要綱書」
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4) リバースオークション開催スケジュール/参加必要関連書類

1 項 項目 期日 時間 提出書類 提出条件 提出方法 提出先

1 1 本書配付開始日 2018/11/16 (金) - - - - -

1 2 質疑受付締切 2018/12/5 (水) 17:00迄 質疑応答書 質疑・提案がある場合

会員登録済企業は見積＠Dee
「新規QA」に添付して送信
未登録企業は、ur-
dee@deecorp.jpへ電子メール
にて送付

ディーコープ担当者

1 3
同等品申請書(別紙１)・同等品申請明
細表（別紙２）
提出期限

2018/12/5 (水) 17:00迄
同等品申請書(別紙１)・
同等品申請明細表（別
紙２）

基準品以外で入札を希望
する場合

会員登録済企業は見積＠Dee
「新規QA」に添付して送信
未登録企業は、ur-
dee@deecorp.jpへ電子メール
にて送付

ディーコープ担当者

1 4 質疑回答 2018/12/12 (水) - - -

会員登録済企業は見積＠Dee
上で閲覧すること
未登録企業は、入札開催者オ
フィスにて閲覧すること

-

1 5 同等品認定結果回答通知 2018/12/12 (水) - - -

会員登録済企業は見積＠Dee
上で閲覧すること
未登録企業は、入札開催者オ
フィスにて閲覧すること

-

1 6 競争参加資格申込期限 2018/12/25 (火) 17:00迄 競争参加資格申込書類 参加者必須 原本を持参または郵送（必着）
独立行政法人都市再生
機構

1 7 ディーコープ会員登録申込期限 2018/12/25 (火) 17:00迄 会員登録申込書 参加者必須 原本を持参または郵送（必着） ディーコープ担当者

1 8
競争参加資格確認申請書（様式１）
提出期限

2018/12/25 (火) 17:00迄
競争参加資格確認申請
書（様式１）

参加者必須

会員登録済企業は見積＠Dee
「見積回答フォーム」へアップ
ロード
未登録企業は、ur-
dee@deecorp.jpへ電子メール
にて送付

ディーコープ担当者

1 9
競争参加資格認定通知書の写し
提出期限

2018/12/25 (火) 17:00迄 提出期限 参加者必須

会員登録済企業は見積＠Dee
「見積回答フォーム」へアップ
ロード
未登録企業は、ur-
dee@deecorp.jpへ電子メール
にて送付

ディーコープ担当者

1 10
参加申込書
提出期限

2018/12/25 (火) 17:00迄 参加申込書 参加者必須

会員登録済企業は見積＠Dee
「見積回答フォーム」へアップ
ロード
未登録企業は、ur-
dee@deecorp.jpへ電子メール
にて送付

ディーコープ担当者

1 11
使用印鑑届及び印鑑証明書（原本）
提出期限

2018/12/25 (火) 17:00迄
使用印鑑届及び印鑑証
明書（原本）

使用印鑑届または年間委
任状を未提出の者

原本を持参または郵送（必着） ディーコープ担当者

1 12
委任状
提出期限

2018/12/25 (火) 17:00迄 委任状 参加者必須

会員登録済企業は見積＠Dee
「見積回答フォーム」へアップ
ロード
未登録企業は、ur-
dee@deecorp.jpへ電子メール
にて送付

ディーコープ担当者

1 13 ＰＣの納入実績報告書（様式２） 2018/12/25 (火) 17:00迄
ＰＣの納入実績報告書
（様式２）

参加者必須

会員登録済企業は見積＠Dee
「見積回答フォーム」へアップ
ロード
未登録企業は、ur-
dee@deecorp.jpへ電子メール
にて送付

ディーコープ担当者

1 14 保守体制について(様式3) 2018/12/25 (火) 17:00迄
保守体制について(様式
3)

参加者必須

会員登録済企業は見積＠Dee
「見積回答フォーム」へアップ
ロード
未登録企業は、ur-
dee@deecorp.jpへ電子メール
にて送付

ディーコープ担当者

15

情報セキュリティマネジメントシステム
（ISMS）適合性評価制度の認証又はプ
ライバシーマーク使用許諾を受けている
ことを証明する書類のコピー

2018/12/25 (火) 17:00迄

情報セキュリティマネジ
メントシステム（ISMS）適
合性評価制度の認証又
はプライバシーマーク使
用許諾を受けていること
を証明する書類のコ
ピー

参加者必須

会員登録済企業は見積＠Dee
「見積回答フォーム」へアップ
ロード
未登録企業は、ur-
dee@deecorp.jpへ電子メール
にて送付

ディーコープ担当者

1 16
提出書類一覧表
提出期限

2018/12/25 (火) 17:00迄 提出書類一覧表 参加者必須

会員登録済企業は見積＠Dee
「見積回答フォーム」へアップ
ロード
未登録企業は、ur-
dee@deecorp.jpへ電子メール
にて送付

ディーコープ担当者

1 17 競争参加資格確認通知 2019/1/9 (水) - - -
見積＠Dee 「新規QA」に添付
して送信

-

18 リバースオークション実施日 2019/1/29 (火) 10:00 - - - -

19 開札日 2019/1/30 (水) 14:00 - - - -

20 確定企業選定予定日 2019/1/30 (水) 予定 - - - -

1 21
内訳書
提出期限

2019/2/1 (金) 12:00迄 内訳書 確定企業必須
dee@deecorp.jpへ電子メール
にて送付

ディーコープ担当者

※

※

※

※

「質疑応答書」に関して、ディーコープ会員未登録企業は、ディーコープに問い合わせをしエクセルファイルを入手の上、
エクセルファイルにてご提出ください。（会員登録済であれば、見積@Dee上からエクセルファイルのダウンロード可能です。）

競争参加者は、本入札の参加資格取得にあたり、入札開催者にリバースオークション参加申込書を上記指定の期日までに提出し、 入札開催者の承認を受ける必要が
あります。尚、リバースオークション参加申込書提出にあたり、競争参加者は本入札の要件をすべて満たし、且つ開始価格以下での応札が可能であることを前提としま
す。

確定企業選定予定日まで、リバースオークションにおいて自己が行う個々の応札が効力を有します。（ルール定義書第2条第2項）
尚、確定企業選定予定日は、入札開催者の意向により、必要に応じて延期される場合があります。（ルール定義書第5条第2項）

入札質疑提出締切日までに質疑がない場合には、質疑事項が無いものとみなします。入札質疑においてご提出頂きました質疑及び質疑に対する回答については、リ
バースオークションにおける情報の公平性を保つ為、原則として本入札に参加予定の全競争参加者に開示いたします。
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・・・見積依頼番号の上8桁

・・・提出質疑総数を正確に御記載ください。

※上記記入欄は入力必須項目です。

※複数シートおよび複数ファイルにてご提出いただく場合は、全シートおよび全ファイルでの「全体質疑総数」を正確に御記載ください。

※本質疑応答書は入札要綱書の一部となります。

※提出された質疑事項 及び 入札開催者回答は、原則全社へ開示されます。

No. 関係書類 項目番号 質疑事項 入札開催者回答

例
別添資料１
入札仕様書

Ⅳ．5．(1)
納期が20XX年2月末との記載ですが、生産
が間に合わない可能性がある為、3月迄とさ
せて頂けますでしょうか。

（入札開催者による回答の記入欄です）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

質疑提出企業名

提出質疑総数

入札開催者

入札対象案件名

案件番号

質疑応答書

別添資料３「質疑応答書」
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No. 関係書類 項目番号 質疑事項 入札開催者回答

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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