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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の入札公告（平成 31 年 2 月 13 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。 
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１ 入札等実施要領 

 

１ 契約担当役の氏名及び名称 

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 

 

２ 調達内容 

(１) 調達件名  平成 31 年度高齢者向け優良賃貸住宅募集案内書（別冊）の印刷業務 

(２) 調達案件の仕様等  ７ 仕様書による。 

(３) 履行期間   平成 31 年 4 月 1 日（月）から平成 32 年 4 月 11 日（土）まで。 

(４) 履行場所   ７ 仕様書による。 

(５) 入札方法 

本件は単価契約である。入札金額は７ 仕様書に示した品目の予定数量に見積った項目単位当た

りの単価を乗じた額の総額とすること。項目単位当たりの単価には円の補助単位である銭までを表

示可能とするが、総額に１円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた金額とすること。 

項目単位当たりの単価には、調達物品の価格のほか、輸送費等の納入場所までの引渡しに要する

一切の経費を含めるものとする。なお、予定数量は機構の過去の実績を元に算出した数量であり、

発注を確約するものではない。 

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。

入札書には内訳を記載することとし、内訳に計算誤りや記載誤り、内訳金額の入札書への記載誤り

があった場合、その入札書は無効とする。入札書は５ 入札書及び封筒(様式）を使用すること。 

なお、内訳に記載されている金額を品目の契約単価とする。 

 

３ 競争参加資格 

 次の要件を全て満たしているものであること。 

(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の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「製造」の資格の認定を受けている者であること。 

 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。 

 競争参加資格審査の申請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六丁目５番１号 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 
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※「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)  申請書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

を措置対象とする指名停止を受けていないこと。 

(４)  暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 

(５)  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。 

 

４ 競争参加者に求められる義務 

(１)  競争参加者は、上記３(２)による必要な証明書等を、申請書に添付して、下記５(１)の提出期限

までに５(２)まで提出しなければならない。 

(２)  提出された証明書等は、当機構において審査するものとし、採用し得ると判断した者の入札書

のみを落札対象とする。 

 

５ 申請書及び資料の提出 

  申請書及び資料の提出は８ 提出書類一覧による。 

(１) 申請書及び資料の提出期間・場所及び方法 

 提出期間：平成 31 年 2 月 13 日（水）から平成 31 年 3 月 1 日（金）まで 

      （土曜日・日曜日を除く平日の 10：00 から 17：00 まで） 

      （ただし正午から 13：00 の間は除く。） 

(２) 提出場所 

〒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 住宅経営部営業開発課 

       電話 03-5323-4902・4409 （担当者：中山・葉） 

(３) 提出方法 

 申請書及び資料の提出期限までに上記(２)への持参又は郵送とする。持参する場合はあらかじめ

電話等により上記（２）に連絡のこと。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「申請書類

在中」と朱書きの上、同日同時刻必着とする。 

 

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、当機構の審査を行い本入札の参加資格を有するかを確認

し、平成 31 年 3 月 7 日（木）までに競争参加資格の有無について通知する。 

 

７ 質問書の提出及び回答 

 入札、仕様等に関する質問は「質問書（任意様式）」の提出による。また質問に対する回答は「質

問回答書」の閲覧をもって行う。 

(１) 質問書の提出期限・場所及び方法 

 提出期限：平成 31 年 3 月 7 日（木）17：00 まで 

      土曜日・日曜日・祝日を除く平日の 10：00 から 17：00 まで 

     （ただし正午から 13：00 の間は除く。） 
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(２) 提出場所 

 上記５(２)と同じ。 

(３) 提出方法 

 質問書の提出期限までの持参又は郵送とする。持参する場合はあらかじめ電話により上記５（２）

に連絡のこと。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「質問書在中」と朱書きの上、同日同

時刻必着とする。 

(４) 質問書回答書の閲覧期間・場所及び方法 

回答書閲覧期間：平成 31 年 3 月 13 日（水）から平成 31 年 3 月 18 日（月）まで 

        土曜日・日曜日・祝日を除く平日の 10：00 から 17：00 まで 

        （正午から 13：00 の間は除く。）ただし最終日は 16：00 までとする。 

(５) 閲覧場所 

 上記５(２)と同じ。 

 

８ 入札書の提出期限・場所及び方法 

(１) 入札書の提出期限 

 提出期限：平成 31 年 3 月 18 日（月）16：00 まで 

(２) 提出場所 

 〒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 

(３) 提出方法 

 入札書の提出期限までの持参又は郵送とする。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「入

札書在中」と朱書きの上、二重封筒とし、同日同時刻必着とする。 

 

９ 開札の日時及び場所 

(１) 開札の日時 

 平成 31 年 3 月 19 日（火）11：00 

(２) 開札場所 

 〒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19 階 

        独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室 

 

１０ その他 

(１) 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 

(２) 入札保証金及び契約保証金 免除 

(３) 入札者に要求される事項 

 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格の確認に必要な証明書等を競争参加者

の負担において作成し、５(１)の提出期限までに５(２)まで提出しなければならない。また、競争

参加者は開札日の前日までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合はそれに応じな

ければならない。なお、競争参加者の作成した証明書等は当機構において審査するものとし、採

用し得ると判断した者の入札書のみを落札対象とする。 
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(４) 当機構は、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。 

(５) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。 

(６) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。ただし下記(９)の再公募となった場合は返却する。 

(７) 競争参加者が虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合、審査等の対象としない。 

(８) 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、開札のときにおいて上記

３の資格のない者は落札対象としない。 

(９) 再公募の実施 

 本件業務において、入札に参加する者が当機構の関係法人１者だった場合は、当該手続きを中

止し、再公募を実施する。 

(１０) 入札の無効 

 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者のした入札は無効とする。 

(１１) 契約書作成の要否  要 ６ 単価契約書（案）による。 

(１２) 落札者の決定方法 

 独立行政法人都市再生機構会計規程（平成 16 年独立行政法人規定第４号）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者を落札者と

する。 

(１３) 手続きにおける交渉の有無 無 

(１４) 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２

２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す。 

 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こ

ととしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、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いたします。 

 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させていただき

ますので、ご了知願います。 

 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ますので、ご了知願いま

す。  

 

（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します。 

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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２ 入札及び見積心得書 

入札及び見積心得書（物品購入等） 

 

（目的） 

第１条 独立行政法人都市再生機構（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、入札又は見積り執行日の前日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 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加

者等の代理をすることはできない。 

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、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積り

を辞退することができる。 

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 入札又は見積り執行前にあっては、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 入札又は見積り執行中にあっては、入札（見積）辞退書又はその旨を明記した入札書若しく

は見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 

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
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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通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。 

七 明らかに連合によると認められるとき。 

八 第２条第第７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。 

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、入札書の投入が終わ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。 

（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。 
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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 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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３ 使用印鑑届（様式） 

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 
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使 用 印 鑑 届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用 

する印鑑としてお届けします。 

 

 

  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 

 

 

 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  使用印を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、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。 

 

 

 

 

 

 

使用印 実印 
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実印 

実印 

又は 

使用印 
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４ 委任状（様式） ※代理人による入札の場合に提出すること 

 

 

委 任 状 

 

 

 私は                 を代理人に定め、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年度高齢者向け優良賃貸住宅募集案内書（別冊）

の印刷業務」に関し、下記の権限を委任します。 

 

記 

 

１． 入札及び見積りに関する一切の件 

 

２．  

 

代理人 

使用印鑑 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

住所                     

会社名                    

代表者氏名                印 

 

以 上 

 

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 入札書及び封筒(様式） 

入 札 書 

 

 

金            円也（税抜） 

 

【内訳】                           （税抜） 

項目 予定数量（a）（部） 単価（b）（円） 計（a）×（b）＝（c）（円） 

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 36,000   

※（b）欄は円の補助単位である銭まで表示可能 
 （c）欄に１円未満の端数があるときは、その端数を切捨て 

 

 

ただし、平成 31年度高齢者向け優良賃貸住宅募集案内書（別冊）の印刷業務 

 

入札及び見積心得書、入札説明書及び仕様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                印 

代理人氏名                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 

 

この金額を入札金額として

記入してください。 



14 

 

（封筒見本） 

 

 表              裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委任状にて代理人に委任している場合は、代理人の氏名及び印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構 

東
日
本
賃
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住
宅
本
部 

 
 
 

本
部
長 

吉
田 

滋 

殿 

件
名 

「
平
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年
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高
齢
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向
け
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良
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住
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集

案
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書
（
別
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務
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札
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所
在
地 

会
社
名 

氏
名 

印

    

 

印

  

印 
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６ 単価契約書（案） 

 

単 価 契 約 書（案） 

１ 役務の名称  平成31年度高齢者向け優良賃貸住宅募集案内書（別冊）の印刷業務 

          

２ 契 約 期 間       年  月  日から 

年  月  日まで 

 

発注者独立行政法人都市再生機構と受注者       は頭書の役務（以下「本役務」という。）

に関する請負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、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保

有する。 

 

年  月  日 

 

発注者   住 所 

氏 名               印 

受注者   住 所 

氏 名               印 

 

（総則） 

第１条 発注者は、本役務をこの契約に定める条件で発注し、受注者は、これを履行した上、その

目的物（以下「目的物」という。）があるときは、これを発注者に引き渡すものとする。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第２条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 

（再委託等の制限） 

第３条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わ

せてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 

（仕様） 

第４条 受注者は、別紙１の仕様書に従い本役務を履行するものとする。 

（発注手続） 

第５条 発注者は、本役務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載し

た発注者所定の注文書（以下「注文書」という。）を受注者に対して発行するものとし、受注者

はこの注文書に基づき本役務を履行するものとする。 

（履行期限の延長） 

第６条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限（以下「履行期限」

という。）内に、当該注文書に基づく本役務を完了することができないときは、あらかじめ、発

注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者
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とが協議して定めるものとする。 

（危険負担） 

第７条 本役務の履行に当たり、次条第１項の発注者の確認（同条第３項の再検査がある場合には、

当該再検査）の前に生じた損害は、受注者がこれを負担するものとする。 

（検査） 

第８条 受注者は、注文書に基づく本役務の履行後、直ちに発注者に届け出て、その履行結果につ

いて、発注者の確認を受けなければならない。 

２ 発注者は、前項の確認（以下「検査」という。）を同項の規定による届出を受けた日から起算

して10日以内に行うものとする。 

３ 受注者は、検査の結果、不合格となり、発注者から修正又はやり直しを命ぜられたときは、発

注者の指定する日までに当該修正又はやり直しを行い発注者の再検査を受けなければならない。

この場合、再検査の期限については、前項の規定を準用する。 

４ 検査又は前項の再検査に合格した日をもって、注文書に基づく本役務は完了したものとし、目

的物があるときは、当該目的物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。 

（瑕疵担保責任） 

第９条 受注者は、前条第４項に規定する注文書に基づく本役務の完了の日から１年間当該本役務

の瑕疵を補修するものとする。 

（請負代金） 

第10条 発注者は、第８条第４項の規定により本役務が完了したときは、当該本役務の対価（以下

「請負代金」という。）として、別紙２の単価表に基づき算定した額を受注者に支払うものとす

る。 

２ 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月１日以降その支払請求書を発注者

に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内にこれを受注者

に支払うものとする。 

３ 発注者がその責めに帰すべき理由により第８条第２項の期限内に検査又は同条第３項の再検

査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査又は再検査を行った日までの日

数は、前項の期間（以下「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合にお

いて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数

を超えた日において満了したものとみなす。 

（単価の改定） 

第11条 賃金、材料等の価格等に変動があり、前条第１項の単価表の額が不相当となったときは、

発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。 

（延滞金） 

第12条 受注者の責めに帰する理由により受注者が履行期限内に注文書に基づく本役務を完了し

ない場合において、履行期限経過後相当期間内に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、

発注者は、受注者から延滞金を微収して、当該履行期限を延長することができる。 

２ 前項の延滞金は、その延滞日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年（365日当

たり）５パーセントの割合で計算した金額とする。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第12条の２  受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に
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基づき、契約単価に予定数量を乗じた額（この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があっ

た場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。第15条の２において

同じ。）の10分の１に相当する額を違約金として発注者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、受注者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、又は受注者が構成事業者であ

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

が受注者に対し、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

命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対し

て行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者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。 

三  納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第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

委員会が受注者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、受注者（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  受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、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

息を発注者に支払わなければならない。 

（支払遅延利息） 

第13条 受注者は、発注者がその責めに帰する理由により約定期間を超えて請負代金の支払いを行

った場合には、その遅延日数に応じ、当該支払額に対し、年（365日当たり）2.7パーセントの割

合で計算した額を、遅延利息として、発注者に請求することができる。 

（損害賠償義務） 

第14条 本役務の履行に当たり、発注者又は第三者に及ぼした損害は、受注者が賠償するものとす

る。ただし、受注者の責めに帰さない理由による損害については、この限りでない。 

（発注者の解除権） 

第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告によらないで、

この契約を解除することができる。 

一 受注者の責めに帰する理由により、履行期限内又は履行期限経過後相当期間内に注文書に基
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づく本役務を完了する見込みがないとき。 

二 第２条、第３条又は第９条の規定に違反したとき。 

三 前条に規定する賠償義務を怠ったとき。 

四 その他この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。 

五  受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ  役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者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。 

ヘ  再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当すること

を知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト  受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方とし

ていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求

め、受注者がこれに従わなかったとき。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第15条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約単価に予定数量を乗

じた額の10分の１に相当する額を違約金として発注者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 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

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 受注者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 受注者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 受注者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 

（発注者の都合による解除） 

第16条 発注者は、第15条各号の場合のほか、発注者の都合により、この契約を解除することがで

きる。 

２ 発注者は、前項の規定により契約を解除するときは、少なくとも１か月前までに、書面により
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受注者に通知しなければならない。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者が損害を被ったときは、発注

者は、これを賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定

めるものとする。 

（相殺） 

第17条 発注者は、受注者に対して支払うべき金銭債務と受注者が発注者に対して支払うべき金銭

債務とを相殺し、なお不足を生ずるときは、更に追徴するものとする。 

第18条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議し

て定めるものとする。 

 

別紙１ （仕様書） 

別紙２ （単価表） 
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７ 仕様書 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

件　　名

印刷部数

入稿日

納品年月日

上質紙（再生紙）A判44.5kg

※最新のグリーン購入法の基準に適合した紙を使用すること。

綴じ方

③1～2回程度の校正あり。※データを微修正して頂く場合あり。

④新宿アイランドタワー16階への納品分のみ、ダンボール箱に入れて納品すること。

⑤パンフレット包みに内容を示すラベル（印刷原稿とともに毎月データで支給）を貼付すること。

⑥各納品先（約380か所）に1枚ずつ配布案内文（印刷原稿とともに毎月データで支給）を同封。配布

　 案内文は受注者が必要枚数出力すること。

⑦ 最終原稿は、紙とPDFの形で提出すること。

ＵＲ都市機構東日本賃貸住宅本部

住宅経営部
営業開発課　中山・葉

℡　03-5323-4902・4409

左肩綴じ　針金止め1箇所

概　　要
「平成31年度高齢者向け優良賃貸住宅募集案内書（別冊）」の印刷業務である。

3,000部／月　　　年間数量　36,000部を予定

※納品先リストは、印刷原稿とともに毎月データで支給（別紙参照）。

※事務所の移転等に伴い、納品先住所が変更になる可能性がある。

原則毎月15日、3月入稿に関してはその限りではない（下記参照）。

毎月10日前後のUR都市機構の定める日、4月納品に関してはその限りではない(下記参照）。

紙 質・仕 様

仕　　様　　書　　

毎月発注者の入稿を受け、月3,000部程度の印刷を行い、所定の納品先に送付する。

平成31年度高齢者向け優良賃貸住宅募集案内書(別冊）の印刷業務

⑧新宿アイランドタワーへの納品は車両制限有り(高さ2．4ｍ以下、2トン以下、ロング不可）。

平成31年度

モノクロ印刷　24～26ページ

② 入稿約4～5日後、UR都市機構の定める期日までに、発注者へ校正原稿を3部提出すること。

パンフレット

※納品先件数が、最大10件程度増減する可能性がある。

※大豆油もしくは再生材料（食用廃油等）を利用したインクを使用すること。

納品場所

東日本賃貸住宅本部 営業開発課　他　(合計383件)

① 版下（デ－タ）はWindows版（Excel 2010）。提供する版下データは、基本、スミ1色のものとするが、

規　　格

　　CMYKカラーが含まれていた場合は、受注者にてスミ1色へ変換する。

そ　の　他

A列4番

入　　稿 納　　品

※スケジュールは、入稿、納品ともに前後する可能性あり。

印　　刷

　　　　　【入稿/納品スケジュール】

期　　間

入稿翌月の
10日前後

原則毎月15日
平成31年4月～
平成32年2月

平成32年3月 10日頃を予定
入稿翌月の
5日頃を予定
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別紙

※現時点での予定です。納品先（所在地・箇所数）及び各所への納品部数が変動する場合があります。

単位 ラベル エリア
納品

箇所数

１． UR都市機構 1 箇所 37 部 10部毎 ○ 東京都内 1

東日本賃貸住宅本部

住宅経営部 営業開発課

郵便番号 ：1631382

所 在 地　：東京都新宿区西新宿6-5-1

 　　　　　　　新宿アイランドタワー16階

　　　　　　　（03-5323-4409　担当：葉）

　【車両制限有】

　　地上高2．4ｍ以下。2トン以下。ロング不可。

２． UR都市機構 54 箇所 949 部 指定なし ○ 東京都内 19

本社・各支社・住まいセンター・営業センター等 関東 31

※納品先詳細は別添リスト参照 東海 1

近畿 1

九州 2

３． UR都市機構　 215 箇所 1,132 部 指定なし ○ 東京都内 99

各団地管理サービス事務所 関東 116

※納品先詳細は別添リスト参照

４． UR都市機構　各現地案内所 52 箇所 540 部 指定なし ○ 東京都内 16

※納品先詳細は別添リスト参照 関東 36

５． 日本総合住生活株式会社 14 箇所 42 部 指定なし ○ 東京都内 5

各支店・出張所 関東 9

※納品先詳細は別添リスト参照

６． 住宅供給公社・自治体等 47 箇所 300 部 指定なし ○ 東京都内 15

※納品先詳細は別添リスト参照 関東 32

合計 383

東京都内 155 箇所

関東 224 箇所

東海 1 箇所

近畿 1 箇所

九州 2 箇所

平成31年度 高齢者向け優良賃貸住宅入居者募集案内書(別冊)  納品先

納品先 納品箇所

別冊 部

梱包

3,000納品部数
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２． UR都市機構本社・各支社・住まいセンター・営業センター等

1 UR都市機構　本社　カスタマーコミュニケーション室 2310005 神奈川県 横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー6階 2

2 UR都市機構　本社　住宅経営部　営業推進課 2310005 神奈川県 横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー7階 10

3 UR都市機構　東日本賃貸住宅本部　総務部　総務・法務課 1631316 東京都 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階 2

4 UR都市機構　東日本賃貸住宅本部　千葉エリア経営部　企画課 2610000 千葉県 千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟20階 5

5 UR都市機構　東日本賃貸住宅本部　神奈川エリア経営部　企画課 2310005 神奈川県 横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー16階 5

6 UR都市機構　東日本賃貸住宅本部　埼玉エリア経営部　営業課 3360027 埼玉県 さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワーA棟6階 5

7 UR都市機構　松戸住まいセンター　茨城分室 3050032 茨城県 つくば市竹園1-12-2 第3・ISSEIビル2階 10

8 UR都市機構　千葉北住まいセンター 2770005 千葉県 柏市柏4-8-1 柏東口金子ビル5階 10

9 UR都市機構　千葉住まいセンター 2617110 千葉県 千葉市美浜区中瀬2-6-1　ワールドビジネスガーデンマリブイースト10階 10

10 UR都市機構　千葉西住まいセンター 2740825 千葉県 船橋市前原西2-12-7　津田沼第一生命ビル3階 10

11 UR都市機構　横浜住まいセンター 2200004 神奈川県 横浜市西区北幸1-1-8 横浜東洋ビル7階 10

12 UR都市機構　横浜南住まいセンター 2340054 神奈川県 横浜市港南区港南台3-3-1　港南台214ビル3階 10

13 UR都市機構　神奈川西住まいセンター   高齢者相談員 2510052 神奈川県 藤沢市藤沢462　日本生命藤沢駅前ビル9階 10

14 UR都市機構　浦和住まいセンター 3360027 埼玉県 さいたま市南区沼影1-10-1　ラムザタワー5階 10

15 UR都市機構　西埼玉住まいセンター 3560006 埼玉県 ふじみ野市霞ヶ丘1-2-27 ココネ上福岡二番館3階 10

16 UR都市機構　東埼玉住まいセンター 3400041 埼玉県 草加市松原1-1-6　ハーモネスタワー松原A棟3階 10

17 UR都市機構　九州支社　UR福岡営業センター 8100041 福岡県 福岡市中央区大名2-6-20 5

18 UR都市機構　九州支社　北九州住まいセンター 8030816 福岡県 北九州市小倉北区金田1-1-4 5

19 UR都市機構　西日本支社　住宅経営部　営業開発課 5300001 大阪府 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 5

20 UR都市機構　中部支社　住まいサポート業務部　営業推進課 4600003 愛知県 名古屋市中区錦3-5-27 5

21 UR都市機構　東京東住まいセンター 1300022 東京都 墨田区江東橋4-26-5　東京トラフィック錦糸町ビル本館7階 10

22 UR都市機構　東京北住まいセンター 1700013 東京都 豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル7階 10

23 UR都市機構　東京南住まいセンター 1050014 東京都 港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館1階 5

24 UR都市機構　北多摩住まいセンター 1900012 東京都 立川市曙町2-34-7 ファーレイーストビル10階 10

25 UR都市機構　南多摩住まいセンター 2060025 東京都 多摩市永山1-5 ベルブ永山6階 10

26 UR都市機構　城北住まいセンター 1100015 東京都 台東区東上野5-2-5 下谷ビル4階 10

27 UR八重洲営業センター 1030028 東京都 中央区八重洲1-6-6　八重洲センタービル1階 70

28 UR新宿営業センター 1631316 東京都 新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー1階 90

29 UR池袋営業センター 1700013 東京都 豊島区東池袋1-10-1　住友池袋駅前ビル4階 40

30 UR渋谷営業センター 1500043 東京都 渋谷区道玄坂1-3-3　楠本ビル6階 30

31 UR錦糸町営業センター 1300022 東京都 墨田区江東橋4-26-5　東京トラフィック錦糸町ビル本館8階 30

32 UR立川営業センター 1900012 東京都 立川市曙町2-13-1　TK立川ビル6階 40

33 UR多摩営業センター 2060033 東京都 多摩市落合1-11-2　多摩センター駅1階 30

34 UR町田営業センター 1940021 東京都 町田市中町1-1-16　東京建物町田ビル8階 30

35 UR津田沼営業センター 2740825 千葉県 船橋市前原西2-14-5　榊原第二ビル4階 30

36 UR稲毛海岸営業センター 2610004 千葉県 千葉市美浜区高洲4-5-10 30

37 UR松戸営業センター 2710091 千葉県 松戸市本町7-10　ちばぎん松戸ビル8階 30

38 UR横浜営業センター 2210056 千葉県 横浜市神奈川区金港町1-4　横浜イーストスクエア2階 30

39 UR藤沢営業センター 2510055 神奈川県 藤沢市南藤沢22-1　神中第2ビル6階 30

40 UR大宮営業センター 3300853 埼玉県 さいたま市大宮区錦町682-1　JR大宮西口ビル1階 30

41 UR新越谷営業センター 3430845 埼玉県 越谷市南越谷1-17-2　朝日生命越谷ビル７階 30

42 UR所沢営業センター 3591123 埼玉県 所沢市日吉町15-14　所沢第一生命ビル4階 30

43 UR上福岡営業センター 3560006 埼玉県 ふじみ野市霞ヶ丘1-4　コンフォール霞ヶ丘11-105 30

44 UR賃貸ショップ取手駅前 3020004 茨城県 取手市取手3-4-8　海方ビル4階 10

45 ＵＲ賃貸ショップつくば駅前 3050031 茨城県 つくば市吾妻1-5-4　MOG2階 5

46 UR港北営業センター 2240032 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央6-1　サウスウッド3階 10

47 URボナージュ横浜 2240041 神奈川県 横浜市都筑区仲町台5-7-6 15

48 UR千葉NTエリア現地案内所 2701392 千葉県 印西市中央北3-2　イオンモール千葉ニュータウン3階 15

49 UR賃貸ショップ北千住 1200034 東京都 足立区千住3-76　（北千住駅西口宿場町通り1階） 10

50 UR賃貸ショップ経堂 1560052 東京都 世田谷区経堂1-19-10　セントラル経堂1階　 10

51 UR賃貸ショップ三鷹 1800005 東京都 武蔵野市御殿山2-21-21 御殿山OHビル1階 10

52 UR賃貸ショップ八王子 1920082 東京都 八王子市東町9-10　明治安田生命八王子ビル2階 10

53 UR賃貸ショップ南浦和 3360017 埼玉県 さいたま市南区南浦和2-38-8　ケーアイビル3階 10

54 URボナージュ稲毛海岸 2610004 千葉県 千葉市美浜区高洲3-5-6　3階 10

計 949

納品先
納品数
（部）

郵便番号 所在地
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３． UR都市機構　各団地管理サービス事務所

納品先(団地名） 郵便番号
納品数

（部）

1 大島四丁目 1360072 東京都 江東区大島4-1-3 5

2 大島六丁目 1360072 東京都 江東区大島6-1-3 5

3 大島七丁目 1360072 東京都 江東区大島7-28-1 5

4 豊洲四丁目 1350061 東京都 江東区豊洲4-10-2 5

5 東雲キャナルコートCODAN 1350062 東京都 江東区東雲1-19-17 5

6 亀戸二丁目 1360071 東京都 江東区亀戸2－6－2 5

7 北砂七丁目 1360073 東京都 江東区北砂7-7-1 5

8 北砂五丁目 1360073 東京都 江東区北砂5-20-8 5

9 竹の塚第一 1210813 東京都 足立区竹の塚3-11-34 10

10 竹の塚第三 1210813 東京都 足立区竹の塚6-4-6 10

11 花畑 1210061 東京都 足立区花畑5-12-81　1階 5

12 栗原 1230842 東京都 足立区栗原2-5 5

13 日の出町 1200021 東京都 足立区日ノ出町27 5

14 江北六丁目 1230872 東京都 足立区江北6-30-22 5

15 大谷田一丁目 1200001 東京都 足立区大谷田1-1-6 5

16 フレール西新井第一 1230841 東京都 足立区西新井1-33-2 8

17 フレール西新井第二 1230841 東京都 足立区西新井2-6　6号棟 3

18 小島町二丁目 1340088 東京都 江戸川区西葛西5-8-4 10

19 葛西クリーンタウン 清新プラザ（賃貸） 1340087 東京都 江戸川区清新町1-3-5 5

20 船堀一丁目 1340091 東京都 江戸川区船堀1-1 5

21 光が丘パークタウン 1790072 東京都 練馬区光が丘5-6-1 5

22 パークサイド石神井 1770045 東京都 練馬区石神井台3-26 3

23 にしき平和台 1790082 東京都 練馬区錦2-5 3

24 むつみ台 1790072 東京都 練馬区光が丘1-1 20

25 高島平 1750082 東京都 板橋区高島平2-32-2号棟 30

26 新蓮根 1740046 東京都 板橋区蓮根2-30-18 5

27 坂下けやき台ハイツ 1740043 東京都 板橋区坂下2-1 5

28 豊島五丁目 1140003 東京都 北区豊島5-5-101 10

29 王子五丁目 1140002 東京都 北区王子5-2-6 10

30 神谷堀公園ハイツ 1150043 東京都 北区神谷1-3 5

31 フレーシェル王子神谷 1140003 東京都 北区豊島8-27-1 3

32 赤羽北二丁目 1150052 東京都 北区赤羽北2-15 3

33 ヌーヴェル赤羽台 1150053 東京都 北区赤羽台2-3-5-102 3

34 浮間三丁目エステート 1150051 東京都 北区浮間3-1 3

35 品川八潮パークタウン
潮路南第一ハイツ 1140003 東京都 品川区八潮5-6-37-102 3

36 蒲田本町一丁目 1440053 東京都 大田区蒲田本町1-1-2号棟 5

37 南六郷一丁目 1440045 東京都 大田区南六郷1-30-3号棟 5

38 南六郷二丁目 1440045 東京都 大田区南六郷2-35 5

39 立花一丁目 1310043 東京都 墨田区立花1-26 5

40 希望ヶ丘 1560055 東京都 世田谷区船橋7-1-2 5

41 フレール西経堂 1560055 東京都 世田谷区船橋5-17 4

42 経堂赤堤通り 1560045 東京都 東京都世田谷区桜上水1-1　 3

43 金町駅前 1250041 東京都 葛飾区東金町1-36 10

44 金町第一 1250041 東京都 葛飾区東金町2-24　3号棟 5

45 金町第二 1250035 東京都 葛飾区南水元3-6-1 5

46 青戸第一 1250062 東京都 葛飾区青戸3-15-11 3

47 アーバンライフ東新小岩 1240023 東京都 葛飾区東新小岩3-8 3

48 アクシス東四つ木 1240014 東京都 葛飾区東四つ木2-22-10 3
49 西新小岩リバーハイツ 1240025 東京都 葛飾区西新小岩2-1 3

50 エステート東新小岩 1240023 東京都 葛飾区東新小岩2-9 3

51 すまいる亀有 1250061 東京都 葛飾区亀有1-10-1 5

52 新川・島屋敷通り 1810004 東京都 三鷹市新川4-25 3

53 シティコート下連雀 1810013 東京都 三鷹市下連雀5-8 3

54 三鷹台 1810002 東京都 三鷹市牟礼2-14 3

55 牟礼 1810002 東京都 三鷹市牟礼6-23 3

所在地
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56 サンヴァリエ桜堤 1800021 東京都 武蔵野市桜堤1-3 3

57 武蔵野緑町パークタウン 1800012 東京都 武蔵野市緑町2-3 3

58 エステート大南公園 2080013 東京都 武蔵村山市大南4-21-1 3

59 神代 1820006 東京都 調布市西つつじヶ丘4-23 10

60 ココスクエア国領 1820022 東京都 調布市国領町3-1-38 3

61 けやき台 1900001 東京都 立川市若葉町1-13-2 5

62 立川幸町 1900002 東京都 立川市幸町4-52-1 5

63 立川若葉町 1900001 東京都 立川市若葉町4-25-1 5

64 立川一番町東 1900033 東京都 立川市一番町6-3-1 5

65 車返 1830011 東京都 府中市白糸台5-25-1-2 5

66 府中グリーンハイツ 1830057 東京都 府中市晴見町1-28 3

67 小平 1870044 東京都 小平市喜平町3-2-25 5

68 富士見台 1890024 東京都 東村山市富士見町1-2 5

69 グリーンタウン美住一番街 1890023 東京都 東村山市美住町1-4 3

70 萩山 1890012 東京都 東村山市萩山町2-2 5

71 ひばりが丘パークヒルズ 2030022 東京都 東久留米市ひばりが丘団地53号棟1階 3

72 滝山 2030033 東京都 東久留米市滝山6-1-6 5

73 グリーンヒルズ東久留米 2030001 東京都 東久留米市上の原1-3-6 3

74 新柳沢 2020022 東京都 西東京市柳沢3-4 3

75 プロムナード東伏見 2020014 東京都 西東京市富士町1-7 3

76 グリーンハイツ武蔵境通り 2020023 東京都 西東京市新町1-4 3

77 グリーンプラザひばりが丘南 1880001 東京都 西東京市谷戸町1-22-1 3

78 清瀬旭が丘 2040002 東京都 清瀬市旭が丘2-5-4-5 5

79 清瀬駅前ハイツ 2040021 東京都 清瀬市元町1-3 5

80 グリーンタウン小金井 1840003 東京都 小金井市緑町4-12-16　7号棟 3

81 国立富士見台第1 1860003 東京都 国立市富士見台1-7-1-2  1階 5

82 国立富士見台第2・第3 1860003 東京都 国立市富士見台3-7-3 5

83 いちょう並木国立 1860001 東京都 国立市北3-38 3

84 西国分寺ゆかり四番街 1850024 東京都 国分寺市泉町2-8-1 3

85 昭島つつじが丘ハイツ 1960012 東京都 昭島市つつじが丘3-4-7 3

86 東中神 1960034 東京都 昭島市玉川町1-7-2 5

87 福生 1970004 東京都 福生市南田園2-16-12 5

88 羽村 2050013 東京都 羽村市富士見平2-9 5

89 高幡台 1910042 東京都 日野市程久保650-74 5

90 百草 1910033 東京都 日野市百草999-2-8-1 5

91 多摩ニュータウン永山 2060025 東京都 多摩市永山4-1-3 20

92 多摩ニュータウン豊ヶ丘 2060031 東京都 多摩市豊ヶ丘4-2-7 5

93 コリナス長池 1920363 東京都 八王子市別所2-12-1 5

94 館ヶ丘 1930944 東京都 八王子市館町1097-2-5 5

95 多摩ニュータウン松が谷 1930354 東京都 八王子市松が谷30-7 5

96 町田山崎 1950074 東京都 町田市山崎町2200-3-20 5

97 藤の台 1940032 東京都 町田市本町田3486-1-55 5
98 小山田桜台 1940204 東京都 町田市小山田桜台1-20 5

99 鶴川 1950061 東京都 町田市鶴川6-7-4-102 10
100 戸頭 3020034 茨城県 取手市戸頭7-7-18 5

101 取手井野 3020011 茨城県 取手市井野団地3-20-101 5

102 あやめ台 2630052 千葉県 千葉市稲毛区あやめ台1 5

103 千草台 2630013 千葉県 千葉市稲毛区千草台1 5

104 千葉幸町 2610001 千葉県 千葉市美浜区幸町2 5

105 高洲第一 2610004 千葉県 千葉市美浜区高洲2-2-15 5

106 高洲第二 2610004 千葉県 千葉市美浜区高洲4-5-9 5

107 真砂第一 2610011 千葉県 千葉市美浜区真砂4 5

108 真砂第二 2610011 千葉県 千葉市美浜区真砂3-13 5

109 みつわ台 2640032 千葉県 千葉市若葉区みつわ台3-4-11 5

110 幕張四丁目 2620032 千葉県 千葉市花見川区幕張町4-544-14 5

111 さつきが丘 2620014 千葉県 千葉市花見川区さつきが丘2-10 5
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112 花見川 2620046 千葉県 千葉市花見川区花見川2-38-101 5

113 サニータウンにれの木台 2620019 千葉県 千葉市花見川区朝日ヶ丘町2-1-4-1 5

114 ウインズタウン稲毛海岸 2610003 千葉県 千葉市美浜区高浜1-14-6 5

115 稲毛海岸駅前プラザ 2610004 千葉県 千葉市美浜区高洲3-6 5

116 幕張ベイタウンミラリオ 2610013 千葉県 千葉市美浜区打瀬2-22 5

117 幕張ベイタウンパティオス15番街 2610013 千葉県 千葉市美浜区打瀬2-10 5

118 習志野台 2740071 千葉県 船橋市習志野台3-5　22号棟北側 5

119 若松二丁目 2730013 千葉県 船橋市若松2-6-1-118 5

120 行田 2730044 千葉県 船橋市行田3-1-10 5

121 金杉台 2730852 千葉県 船橋市金杉台1-1-4-102 5

122 千葉ニュータウン小室ハイランド 2701471 千葉県 船橋市小室町906 3

123 前原 2740825 千葉県 船橋市前原西6-1 5

124 高根台 2740065 千葉県 船橋市高根台3-3-1 5

125 芝山 2740816 千葉県 船橋市芝山3-10-2 ショッピングセンター内 5

126 袖ヶ浦 2750021 千葉県 習志野市袖ヶ浦3-5-3-1 5

127 高津 2760035 千葉県 八千代市大和田新田15-1-13-101 5

128 村上 2760027 千葉県 八千代市村上1113-1-39 5

129 米本 2760014 千葉県 八千代市米本1359-5-28 5

130 八千代ゆりのき台ライフタワー 2760042 千葉県 八千代市ゆりのき台4-5-2　1号棟1階 3

131 八千代ゆりのき台パークシティ 2760042 千葉県 八千代市ゆりのき台3-7-1 3

132 浦安マリナイースト21フォーラム海風の街 2790013 千葉県 浦安市日の出5　4号棟1階 5

133 浦安ニューシティ美浜西エステート 2790011 千葉県 浦安市美浜2　4号棟 5

134 小金原 2700021 千葉県 松戸市小金原6-13 5

135 野菊野 2702243 千葉県 松戸市野菊野1 5

136 常盤平 2702261 千葉県 松戸市常盤平3-27-2 5

137 プロムナード北松戸 2710051 千葉県 松戸市新作134-5 5

138 アクティ北松戸 2710064 千葉県 松戸市上本郷364-3 5

139 梨香台 2702222 千葉県 松戸市高塚新田494-14-7 5

140 牧の原 2702267 千葉県 松戸市牧の原2-5 5

141 千葉ニュータウン清水口 2701435 千葉県 白井市清水口2-4 5

142 千葉ニュータウン堀込 2701424 千葉県 白井市堀込1-5-8 5

143 千葉ニュータウンプロムナード桜台 2701412 千葉県 白井市桜台2-3 千葉ニュータウンプロムナード桜台3番街 3

144 湖北台 2701132 千葉県 我孫子市湖北台7丁目 5

145 ハイタウン塩浜 2720127 千葉県 市川市塩浜4-2-8-108 5

146 ヴェルディール市川南 2720033 千葉県 市川市市川南2-6 5

147 コンフォール豊四季台 2770845 千葉県 柏市豊四季台3-1　2号棟1階 5

148 グリーンタウン光ヶ丘 2770062 千葉県 柏市光ヶ丘団地3 5

149 大津ヶ丘 2770921 千葉県 柏市大津ヶ丘3-1-2 5

150 千葉ニュータウン内野 2701347 千葉県 印西市内野2-5 3

151 千葉ニュータウン原山 2701341 千葉県 印西市原山3-8 3

152 千葉ニュータウン原山第二 2701341 千葉県 印西市原山2-1 3

153 千葉ニュータウンファーストアベニュー小倉台 2701356 千葉県 印西市小倉台1-4 3
154 千葉ニュータウンアバンドーネ原四番街 2701335 千葉県 印西市原4-4 3

155 パークサイド鎌ヶ谷 2730112 千葉県 鎌ヶ谷市東中沢2-21 5

156 西菅田 2210864 神奈川県 横浜市神奈川区菅田町488-4-2 5

157 南神大寺 2210801 神奈川県 横浜市神奈川区神大寺2-9-5 5

158 くぬぎ台 2400045 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区川島町1404 5

159 天王町 2400003 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区天王町2-42-2 5

160 西ひかりが丘 2410001 神奈川県 横浜市旭区上白根町891 5

161 左近山 第一管理事務所 2410831 神奈川県 横浜市旭区左近山16-1-1-34 5

162 左近山 第二管理事務所 2410831 神奈川県 横浜市旭区左近山16-1-7-14 5

163 本郷台駅前 2470007 神奈川県 横浜市栄区小菅ヶ谷1-4 5

164 飯島 2440842 神奈川県 横浜市栄区飯島町527 5

165 港南台かもめ 2340054 神奈川県 横浜市港南区港南台2-1 5

166 港南台ちどり 2340054 神奈川県 横浜市港南区港南台2-2 5

167 洋光台北 2350045 神奈川県 横浜市磯子区洋光台2-1-1号棟裏広場内 10
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168 洋光台中央 2350045 神奈川県 横浜市磯子区洋光台3-13-8 10

169 磯子三丁目 2350016 神奈川県 横浜市磯子区磯子3-6-2 5

170 南永田 2320075 神奈川県 横浜市南区永田みなみ台2-13 5

171 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一 2360005 神奈川県 横浜市金沢区並木1-2 5

172 虹ヶ丘 2150015 神奈川県 川崎市麻生区虹ヶ丘2-2-18 10

173 相模台 2520322 神奈川県 相模原市南区相模台団地 5-6 10

174 鶴が台 2530003 神奈川県 茅ヶ崎市鶴が台10-7 15

175 浜見平 2530062 神奈川県 茅ヶ崎市浜見平10-9 5

176 下大槻 2570004 神奈川県 秦野市下大槻410 5

177 平塚高村 2540914 神奈川県 平塚市高村203 5

178 善行 2510877 神奈川県 藤沢市善行団地3-15-6 10

179 辻堂団地 2510046 神奈川県 藤沢市辻堂西海岸2-10-5 10

180 橋本四丁目 2520143 神奈川県 相模原市緑区橋本4－11 5

181 コンフォール藤沢 2510004 神奈川県 藤沢市藤が岡2-2　D-4 5

182 田島 3380837 埼玉県 さいたま市桜区田島6-2-25 5

183 原市 3620021 埼玉県 上尾市大字原市3336 5

184 尾山台 3620022 埼玉県 上尾市大字瓦葺2716 5

185 西上尾第一 3620064 埼玉県 上尾市大字小敷谷845-1 5

186 西上尾第二 3620064 埼玉県 上尾市大字小敷谷77-1 5

187 久喜青葉 3460013 埼玉県 久喜市青葉１-1-2-106 5

188 武里 3440023 埼玉県 春日部市大枝89 2-11-101 5

189 八潮 3400801 埼玉県 八潮市大字八條1567-22号棟 5

190 幸手 3400154 埼玉県 幸手市栄1　幸手団地3-8 5

191 吉川 3420054 埼玉県 吉川市吉川団地1-7 5

192 みさと 3410003 埼玉県 三郷市彦成3-7-2-106 5

193 北本 3640027 埼玉県 北本市栄7　1-22号棟 5

194 わし宮 3400211 埼玉県 久喜市上内478-2-4号棟 5

195 プラザシティ新所沢けやき通り 3591111 埼玉県 所沢市緑町1-5 5

196 入間黒須 3580007 埼玉県 入間市黒須1-12-1 5

197 入間駅前プラザ 3580001 埼玉県 入間市向陽台1-1-17 5

198 コーポレート清瀬駅南 3520032 埼玉県 新座市新堀3-5　3号棟1階 5

199 東坂戸 3500205 埼玉県 坂戸市東坂戸2-6-101 5

200 かわつるグリーンタウン松ヶ丘 3502205 埼玉県 鶴ヶ島市松ヶ丘4-1 5

201 コンフォール霞ヶ丘 3560006 埼玉県 ふじみ野市霞ヶ丘1-4 5

202 北坂戸 3500274 埼玉県 坂戸市溝端町1-6 5

203 若葉台 3502201 埼玉県 鶴ヶ島市富士見3-9 5

204 若葉駅前ハイツ 3500214 埼玉県 坂戸市千代田3-21 5

205 コンフォール上野台 3560017 埼玉県 ふじみ野市上野台1-2-13 5

206 鶴瀬市街地 3540026 埼玉県 富士見市鶴瀬西2-8-2-109 5

207 コンフォール東朝霞 3510006 埼玉県 朝霞市仲町2-4-3 5

208 西大和 3510105 埼玉県 和光市西大和団地1-6-1 5

209 朝霞浜崎 3510035 埼玉県 朝霞市朝志ヶ丘1-2　朝霞浜崎団地3号棟 5

210 朝霞膝折 3510014 埼玉県 朝霞市膝折町2-9 5

211 こま川 3501233 埼玉県 日高市大字下鹿山494 5

212 狭山台 3501304 埼玉県 狭山市狭山台3-25 3

213 新座 3520006 埼玉県 新座市新座3-20-109 10

214 所沢パークタウン駅前通り 3590042 埼玉県 所沢市並木3-1 10

215 ココネ上福岡 3560006 埼玉県 ふじみ野市霞ヶ丘1-2-12　 3

計 1,132

(注）すべて住所の末尾に「○○団地管理サービス事務所」と明記のうえ、発送してください。

（注）納品先により指定日時が異なることがありますのでご注意ください。
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４． UR都市機構　各現地案内所

納品先 郵便番号
納品数

（部）

1 UR賃貸ショップ光が丘 1790072 東京都 練馬区光が丘2-10-2　IMA東館店舗内 20

2 UR永山サービスセンター 2060025 東京都 多摩市永山1-5　ベルブ永山2階203号室 20

3 UR南大沢現地案内所 1920364 東京都 八王子市南大沢5-3　多摩ニュータウンベルコリーヌ南大沢1-117 10

4 ＵＲ賃貸ショップ西大島 1360072 東京都 江東区大島1-33-14　秋山ビル1階 10

5 UR青戸現地案内所 1250062 東京都 葛飾区青戸3-16 青戸第一団地25号棟103号室 10

6 UR賃貸ショップ高島平 1750082 東京都 板橋区高島平2-32-1-109 30

7 UR賃貸ショップ王子 1140002 東京都 北区王子5-2  王子五丁目団地 10-103 20

8 UR賃貸ショップ蒲田 1440052 東京都 大田区蒲田5-11-7　栄月ビル3F 10

9 UR東伏見現地案内所 2020014 東京都 西東京市富士町1-7　プロムナード東伏見74-104号室 20

10 UR国立現地案内所 1860003 東京都 国立市富士見台1-7-1-12-106 20

11 町田山崎エリア現地案内所 1950074 東京都 町田市山崎町2200　町田山崎団地3-17-102 10

12 UR賃貸ショップひばりが丘 1880001 東京都 西東京市谷戸町3-27-24-104　ひばりが丘プラザ 10

13 ＵＲ久米川現地案内所 1890023 東京都 東村山市美住町1-4-1　グリーンタウン美住一番街8-103 5

14 東雲キャナルコートCODANサービスセンター 1350062 東京都 江東区東雲1-9-17 東雲キャナルコート管理サービスセンター内 5

15 ＵＲ晴海現地案内所 1040053 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 5

16 調布エリア現地案内所 1820026 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 10

17 パークサイド鎌ヶ谷現地案内所 2730112 千葉県 鎌ヶ谷市東中沢2-21　パークサイド鎌ヶ谷19-202 10

18 八千代ゆりのき台パークシティ現地案内所 2760042 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1-203 10

19 UR賃貸ショップ稲毛駅前 2630043 千葉県 千葉市稲毛区小仲台2-3-8　アクシスビル5階 10

20 UR賃貸ショップ北習志野駅前 2740063 千葉県 船橋市習志野台3-2-122 10

21 UR谷津パークタウン現地案内所 2750026 千葉県 習志野市谷津3-1-15　管理サービス事務所隣 5

22 UR賃貸ショップ新浦安駅前 2790012 千葉県 千葉県浦安市入船1-5-1　モナ新浦安3階 15

23 UR幕張ベイタウン現地案内所 2610013 千葉県 千葉市美浜区打瀬3-4　パティオス20番街102号室 5

24 UR千葉幸町現地案内所 2610001 千葉県 千葉市美浜区幸町2-12-14-301 5

25 成田ニュータウン現地案内所 2860037 千葉県 千葉県成田市橋賀台3-5-25 5

26 ＵＲ賃貸ショップ柏駅前 2770852 千葉県 柏市旭町1-1-5　浜島ビル6階 20

27 公共住宅賃貸募集センター
横浜そごう店 2200011 神奈川県 横浜市西区高島2-18-1 横浜そごう9階 15

28 ビューコート小港団地現地案内所 2310802 神奈川県 横浜市中区小港町1-1-2　ビューコート小港6-308 10

29 プロムナード矢部団地現地案内所 2440002 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町321　プロムナード矢部8-806 10

30 本牧エリア現地案内所 2310821 神奈川県 横浜市中区本牧原21　ベイシティ本牧南6-108 10

31 ＵＲ賃貸ショップ金沢シーサイドタウン 2360005 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一丁目第一団地2-4-102 10

32 ＵＲ賃貸ショップ湘南 2540042 神奈川県 神奈川県平塚市明石町10-1　KADOKURA10　1階 10

33 奈良北団地現地案内所 2270036 神奈川県 横浜市青葉区奈良町2913　奈良北団地1-208 10

34 保土ヶ谷エリア現地案内所 2400022 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2-115 3

35 虹ヶ丘団地現地案内所 2150015 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り 20

36 中山駅前現地案内所 2260011 神奈川県 横浜市緑区中山町329-1　中山駅前ハイツ6-105 3

37 UR賃貸ショップ洋光台 2350045 神奈川県 横浜市磯子区洋光台3　洋光台中央団地13-2-103 20

38 ＵＲ賃貸ショップ相模大野モアーズ 2520303 神奈川県 相模原市南区相模大野3-9-1 相模大野モアーズ5階 10

39 ＵＲ賃貸ショップ新百合ヶ丘 2150021 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 15

40 コンフォールさがみ南現地案内所 2520312 神奈川県 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　 5

41 ＵＲ賃貸ショップ日吉 2230062 神奈川県 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-2-2 慶月堂ビル2階 15

42 みさと団地現地案内所 3410003 埼玉県 三郷市彦成3　みさと団地内店舗7-7-105 10

43 せんげん台団地現地案内所 3430041 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2-106 10

44 コンフォール松原現地案内所 3400041 埼玉県 草加市松原1-2　コンフォール松原4-106 10

45 パークタウン若宮団地現地案内所 3630022 埼玉県 桶川市若宮1-8　パークタウン若宮17-101 2

46 アーベイン大宮現地案内所 3310812 埼玉県 さいたま市北区宮原町1-855-2　アーベイン大宮9-101 2

47 若葉団地現地案内所 3500214 埼玉県 坂戸市千代田3-21　若葉駅前ハイツ2-601 5

48 朝霞浜崎現地案内所 3510035 埼玉県 朝霞市朝志ヶ丘1-2　朝霞浜崎団地1-111 5

49 アルビス鶴瀬団地現地案内所 3540026 埼玉県 富士見市鶴瀬西2-7　アルビス鶴瀬4-107 5

50 新所沢団地現地案内所 3591111 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 5

51 UR賃貸ショップ川越 3500043 埼玉県 川越市新富町1-12-2 吉野園ビル3階　 5

52 UR賃貸ショップ川口 3320017 埼玉県 川口市栄町3-5-9　安藤ビル2階 5

計 540

所在地
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５． 日本総合住生活株式会社

1 日本総合住生活株式会社
東京東支店 1360075 東京都 江東区新砂1-6-35　Nビル東陽町5階 3

2 日本総合住生活株式会社
城北支店 1250062 東京都 葛飾区青戸3-11 3

3 日本総合住生活株式会社
東京北支店 1730004 東京都 板橋区板橋3-9-7　板橋センタービル10階 3

4 日本総合住生活株式会社
北多摩支店 1900003 東京都 立川市栄町6-1-1　立飛ビル7号館8階 3

5 日本総合住生活株式会社
南多摩支店 2060031 東京都 多摩市豊ヶ丘4-7 3

6 日本総合住生活株式会社
千葉支店 2610004 千葉県 千葉市美浜区高洲4-5-8 3

7 日本総合住生活株式会社
千葉西支店 2750021 千葉県 習志野市袖ヶ浦3-2 3

8 日本総合住生活株式会社
千葉北支店 2770845 千葉県 柏市豊四季台2-1-105-101 3

9 日本総合住生活株式会社
横浜支店 2220033 神奈川県 横浜市港北区新横浜2-3-19 新横浜ミネタビル9階 3

10 日本総合住生活株式会社
横浜南支店 2350045 神奈川県 横浜市磯子区洋光台4-2-25 3

11 日本総合住生活株式会社
神奈川西支店 2420013 神奈川県 大和市深見台3-1-13 3

12 日本総合住生活株式会社
浦和支店 3360017 埼玉県 さいたま市南区南浦和3-49-53 3

13 日本総合住生活株式会社
東埼玉支店 3400053 埼玉県 草加市旭町3-3-1 3

14 日本総合住生活株式会社
西埼玉支店 3560006 埼玉県 ふじみ野市霞ヶ丘1-2-27-305　ココネ上福岡二番館3階 3

計 42

納品先
納品数
（部）

郵便番号 所在地
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６． 住宅供給公社・自治体等

1
東京都住宅供給公社
公営住宅管理部 都営収納課　収入調査係 1508322 東京都 渋谷区神宮前5-53-67　コスモス青山 3

2 東京都都市整備局　多摩NT事業室　宅地販売係 1600023 東京都 新宿区西新宿2-8-1　東京都庁第二庁舎　11階 5

3 東京都住宅供給公社　募集センター　都営募集課 1508322 東京都 渋谷区神宮前5-53-67　コスモス青山　3階 5

4 荒川区役所　防災都市づくり部　施設管理課 1160002 東京都 荒川区荒川2-11-1　荒川区役所　北庁舎 3

5 江東区役所　住宅課住宅管理係 1350016 東京都 江東区東陽4-11-28 5

6 練馬区役所　住宅課住宅係 1760012 東京都 練馬区豊玉北6-12-1 5

7 板橋区役所　住宅政策課 1730004 東京都 板橋区板橋二丁目65-8 5

8 江戸川区役所　都市開発部住宅課　相談係 1320021 東京都 江戸川区中央1-4-1 5

9 武蔵野市役所　都市整備部　住宅対策課 1800012 東京都 武蔵野市緑町2-2-28 10

10 調布市役所　都市整備部　住宅課 1820026 東京都 調布市小島町2-35-1 10

11 八王子市役所　まちなみ整備部　住宅対策課 1920051 東京都 八王子市元本郷町3-24-1 10

12 町田市役所　いきいき健康部高齢者福祉課 1948520 東京都 町田市森野2-2-22 3

13 多摩市役所　都市整備部都市計画課住宅担当 2060011 東京都 多摩市関戸6-12-1 3

14 羽村市役所　都市建設部　都市計画課　住宅・交通係 2050003 東京都 羽村市緑ヶ丘　5-2-1 5

15 日野市役所　健康福祉部高齢福祉課福祉係 1910016 東京都 日野市神明1-12-1 5

16 千葉県住宅供給公社 総合案内所内住まい情報プラザ 2600016 千葉県 千葉市中央区栄町1-16 10

17 千葉市役所　都市局建築部住宅政策課 2600026 千葉県 千葉市中央区千葉港2-1 10

18 中央区役所　地域振興課管理班 2600013 千葉県 千葉市中央区中央3-10-8　5階 5

19 花見川区役所　地域振興課くらし安心相談班 2620026 千葉県 千葉市花見川区瑞穂1-1 5

20 稲毛区役所　地域振興課相談班 2630024 千葉県 千葉市稲毛区穴川4-12-1 5

21 若葉区役所　地域振興課相談係 2640029 千葉県 千葉市若葉区桜木北2-1-1 5

22 緑区役所　地域振興課相談係 2660034 千葉県 千葉市緑区おゆみ野3-15-3 5

23 美浜区役所　地域振興課相談係 2610011 千葉県 千葉市美浜区真砂5-15-1 5

24 船橋市役所　建築部住宅政策課 2730111 千葉県 船橋市湊町2-10-25 5

25
神奈川県庁　県土整備局
建築住宅部住宅計画課住宅企画グループ 2310021 神奈川県 横浜市中区日本大通り1　本庁舎5階 5

26 神奈川県庁　県政情報センター 2310021 神奈川県 横浜市中区日本大通り1　県庁第二分庁舎1階 5

27 神奈川県庁　入居管理課 2200073 神奈川県 横浜市西区岡野 2-12-20　横浜西合同庁舎 3階 5

28 かながわ県民センター　県政情報コーナー 2210835 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2　県民の声・相談室2階 10

29 横浜市役所　建築局　住宅部　住宅政策課 2310017 神奈川県 横浜市中区相生町3-56　JNビル4階 5

30 神奈川県川崎県民センター　県政情報コーナー 2120013 神奈川県 川崎市幸区堀川町580　ソリットスクエアー東館2階 5

31 川崎市役所 まちづくり局 住宅政策部 住宅整備推進課 2100004 神奈川県 川崎市川崎区宮本町6　明治安田生命ビル6階 10

32 大和市役所　まちづくり計画部まちづくり総務課 2420001 神奈川県 大和市下鶴間1-1-1 5

33 海老名市役所　まちづくり部住宅公園課 2430404 神奈川県 海老名市勝瀬175 5

34 秦野市役所　建設部建築住宅課 2570045 神奈川県 秦野市桜町1-3-2 5

35 横浜市消費者センター 2310031 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-6-1　ゆめおおおかオフィスタワー4階 3

36 神奈川県住宅供給公社　募集契約課 2310021 神奈川県 横浜市中区大通り33番地 10

37 埼玉県住宅供給公社　大宮すまい相談プラザ 3310851 埼玉県 さいたま市大宮区錦町630 5

38 埼玉県庁　都市整備部住宅課 3300063 埼玉県 さいたま市浦和区高砂3-15-1 5

39 幸手市  保健福祉総合センター 介護福祉課 3400152 埼玉県 幸手市天神島1030-1 5

40 上尾市   健康福祉部
高齢介護課 3628501 埼玉県 上尾市本町3-1-1 10

41 さいたま市 建設局建築部 住宅課 3368633 埼玉県 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 10

42 八潮市 建設部 市営住宅課 3408588 埼玉県 八潮市中央1-2-1 10

43 吉川市 都市整備部 都市計画課 3428501 埼玉県 吉川市きよみ野1丁目1番地 10

44 坂戸市  都市整備部 建築課 3500292 埼玉県 坂戸市千代田1-1-1 5

45 北本市  まちづくり推進部 建築開発課 3648633 埼玉県 北本市本町1-111 10

46 久喜市 建設部 営繕課 3460024 埼玉県 久喜市北青柳1404-7 10

47 狭山市 建設部 住宅営繕課 3501380 埼玉県 狭山市入間川1-23-5 10

300

納品先
納品数
（部）

郵便番号 所在地
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８ 提出書類一覧 

 

提 出 書 類 一 覧 

 

件名：平成 31年度高齢者向け優良賃貸住宅募集案内書（別冊）の印刷業務 

    

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。書類提出前にこの一覧表によ

り提出書類の漏れがないか御確認ください。 

 

２ この提出書類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 
競争参加資格確認申請書 

（様式１） 
１部 

平成 31年 

3月 1日（金） 
  

２ 
競争参加資格認定通知書

の写し 
１部 

平成 31年 

3月 1日（金） 

有効期限内で、業種区分

「製造」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。 

 

３ 
使用印鑑届及び印鑑証明

書（原本） 
各１部 

平成 31年 

3月 1日（金） 

使用印鑑届または年間委

任状を未提出の場合は、提

出すること。 

 

 

【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。 

所定の様式をパソコン等で改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

みであり、必要な資格を有する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、当該申請書を機構に提出した際に機構が申請者に交付する受付票の写

しを添付するものとする。 
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（様式１） 

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 

 

担当者氏名 

所属部署名 

電話番号 

 

 

 

平成31年2月13日付けで掲示のありました「平成31年度高齢者向け優良賃貸住宅募集案

内書（別冊）の印刷業務」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条の規定に該当する

者では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等の写し 

 

以 上 


