
仕 様 書 

 

１ 件名 

令和２年度 東京北エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に

係る広告宣伝等業務） 

 

 ２ 目的 

    ＵＲ賃貸住宅の認知度向上、ブランディングの強化に向けて団地内看板の意匠統一

を図るとともに、安全のための適切かつ迅速な対応が可能な体制を敷くことで団地内

看板の維持管理に努める。 

 

 ３ 業務内容 

    主な業務は以下のとおり。 

   （１）団地内看板の意匠変更業務 

   （２）団地内看板の定期安全点検業務 

   （３）団地内看板の撤去・補修・設置業務 

   （４）団地内看板の屋外広告物申請業務 

   （５）団地内看板のマスターデータ更新・管理業務 

 

４ 看板設置等予定数量 

契約締結日の翌日から令和３年３月 31 日までの間に発注を予定する数量及び時期

は、別紙１に記載のとおり。発注予定数量及び時期はあくまでも目安であり、発注を

確約するものではない。 

 

５ 仕様 

仕様図（別紙２-１）及び看板等に要する費用の注釈、補足（別紙２-２）のとおり。

板面デザインはレギュレーション（別紙２-３）に従って提案することとする。 

 

６ 発注手続 

  （１）担当部署は東日本住宅本部東京北エリア経営部営業課とする。 

  （２）発注は別紙様式３に基づき、担当部署から行う。 

 

７ 納期 

（１）機構の指示により、意匠変更、設置納品及び点検等を実施することとする。 

（２）製作及び設置施工業務に係る発注日から完了日までの一般的な期間は、概ね２

週間から１ヶ月を目安とするが、発注量や業務内容により、機構と都度協議の上、

決定する。定期点検業務は、履行開始後速やかに発注する予定で、点検期間は概

ね１ヶ月とするが、詳細は別途協議の上、決定する。 

（３）緊急時（台風等の天災や看板事故、設置不具合の点検確認必要時等）は、原則

24 時間以内に現場の保全確認及び緊急措置を実施することとする。ただし、その



対応が困難な場合には機構と協議の上、可及的速やかに対応することとする。 

 

 ８ 納品、報告及び点検確認 

    納品場所は東京北エリア所掌団地（別紙４「ＵＲ賃貸住宅東京北エリア団地一覧」

及び住まいガイド参照）とし、業務完了後は別紙様式５、６、７及びデータにより機

構に報告し、機構の点検確認を受けること。 

 

 ９ 請求書等 

（１） 請求書は、当該１か月分の受注分を取りまとめ、翌月 10 日までに機構に直接提

出すること。 

（２） 業務が完了した月には、実施ごとの件数及び工事金額を取りまとめた「看板等一

覧表」（別紙様式９）を更新し、請求書提出先に請求書と併せて提出すること。 

 

 10 その他 

この仕様書の定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者と

が協議の上で定めるものとする。 

 

以 上  



大項番 小項番

1 基

1 枚

2 枚

1 ㎡

3 基

1 ㎡

4 人工

4 台

4 人工

4 基

4 人工

1 4 基

2 65 団地

4 団地

1 1 基

2 1 基

65 団地

10 基

6 個

別紙１

コーナーガード設置費

看
板
等
制
作
及
び

設
置
施
工 インクジェットシート出力製作費（Ｗ1,800×Ｈ900）

発注予定サイズ

（件名）令和2年度東京北エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

項目
項番

内　　　容　（単位：ｍｍ） 数量

アルミ複合板面制作費（Ｗ1,800×Ｈ900）

発注予定時期

スチール枠組み看板制作費（Ｗ1,800×Ｈ900） 令和2年6月～10月

令和2年6月～10月

令和2年6月～10月

屋外広告物申請費（新規申請）

屋外広告物申請費（更新申請）

定期安全点検費

16 鉄部塗装費

取付設置施工人件費

8

横断幕・懸垂幕製作費（メッシュターポリン）

スチール製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900想定）

横断幕・懸垂幕撤去・解体・廃材処分費

7 現地調査費

令和2年度中

令和2年度中

令和2年度中

1

2

3

4 令和2年6月～10月

令和2年6月～10月

令和2年6月～10月

令和2年度中

令和2年度中

令和2年度中

令和2年度中

令和2年度中

梱包・運搬費

令和2年度中

令和2年度中

令和2年度中

令和2年度中

令和2年度中

随時安全点検業務費

10 取付設置用雑材諸経費（Ｗ1800×Ｈ900想定）

11 撤去・解体・処分等人件費

看板、横断幕・懸垂幕等の報告書作成費

看板、横断幕・懸垂幕等のデータ更新管理費

維
持
管
理
費

13

14

15

撤
去
・
解
体
・

廃
材
処
分

5

6

必
要
諸
経
費

12

9

17
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分類 大項番 内容 注釈

1 スチール枠組み看板製作費
亜鉛メッキ加工処理済

◆スチール枠組み看板の製作、設置に係る費用
製作費は、板面サイズ毎、1基単価で換算すること。
製作費は、下記2、3の板面製作費及び7～10、12の必要諸経費を含めて算出すること。
製作については、サイズを問わず、アルミ複合板使用でインクジェットシート出力貼とすること。
他の詳細は看板仕様書に記載の施工例を参照すること。
両面看板製作の指示があった場合は、下記2及び3の製作費を追加すること。

2 アルミ複合板面製作費

◆アルミ複合板面を製作、各枠への設置に係る費用
製作費は、板面サイズ毎、1枚単価で換算すること。
製作費は、下記7～10、12の必要諸経費を含めず、別途支払うこととする。
他の詳細は看板仕様書に記載の施工例を参照すること。

3 インクジェットシート出力製作費
（カッティングシート含む）

◆看板のデザインデータの文字修正、出力製作、アルミ複合板等への貼付に係る費用
製作費は、板面サイズ毎、1枚単価で換算すること。
製作費は、下記7～10、12の必要諸経費を含めず、別途支払うこととする。
仕様図内で記載の塩ビメディア（中長期用光沢塩ビシート／ＵＶカット・ラミネート加工）を使用すること。
インクジェットシート表面については、ラミネート加工、ＵＶ加工をすること。
意匠面の文字等の一部デザイン修正費については、当該出力製作費に含むものとする。
文字修正及びリサイズが主作業となる予定であり、新規意匠デザイン製作費は含まない。

4 横断幕・懸垂幕製作費

◆横断幕・懸垂幕のデザインデータの文字修正、出力製作、取付に係る費用
製作費は、㎡単価で換算すること。
　 ※ハトメ・補強ロープ等は、㎡単価に換算
製作費は、下記7～10、12の必要諸経費を含めず、別途支払うこととする。
製作については、看板仕様書に記載の施工例を参照すること。
意匠面の文字等の一部修正デザイン費については、当該製作費に含むものとする。
文字修正及びリサイズが主作業となる予定であり、新規意匠デザイン製作費は含まない。

5 スチール及びステンレス製看板
撤去・解体・廃材処分費

◆スチール及びステンレス枠組み看板の撤去、解体及び廃材処分に係る費用
撤去・解体・廃材処分費は、1基単位（板面サイズＷ1800×Ｈ900の看板を想定）で換算すること。
撤去・解体・廃材処分費は、下記7、8、11、12の必要諸経費を含めて算出すること。
看板意匠面処分については、意匠面のアルミ複合板を解体し、粉砕処分すること。
基礎コンクリート等の地中埋設物の掘り起し、埋戻し費用等も含むものとする。

6 横断幕・懸垂幕
撤去・解体・廃材処分費

◆横断幕・懸垂幕の撤去、解体及び廃材処分に係る費用
撤去・解体・廃材処分費は、㎡単価で換算すること。　※ハトメ・補強ロープ等は、㎡単価に換算
撤去・解体・廃材処分費は、下記7,8,11,12の必要諸経費を含めて算出すること。
看板意匠面処分については、細かく裁断して処分すること。

7 現地調査費

◆受注対象物の事前現地調査に係る費用
現地調査は、適宜、発注担当者の確認及び指示に従って行うこと。
人件費は、1.0人/日の単価で換算すること。（単価には、交通費、車両代等諸費用を含む）
　※基準：3.5時間まで0.5人、7時間まで1.0人

8 梱包・運搬費

◆製作物設置及び設置物撤去等のための運搬に係る現場運搬車両代及び諸費用
運搬費は、1.0人/日の単価で換算すること。
　※基準：3.5時間まで0.5台、7時間まで1.0台
　※運送時、現場設置等、傷等の防止梱包も含む

9 取付設置施工人件費
◆製作物の取付設置施工に係る費用
人件費は、1.0人/日の単価で換算すること。
　※基準：3.5時間まで0.5人、7時間まで1.0人

10 取付設置用雑材諸経費

◆製作物の取付設置用雑材に係る費用
各種看板１基設置分の単価（板面サイズＷ1800×Ｈ900の看板を想定）で換算すること。
ステンレス・スチール枠組み看板の建植看板施工時は、基礎ブロック・砂利・砂・セメント等１基施工分として換算すること。
詳細は看板仕様書に記載の施工例を参照すること。

11 撤去・解体・廃材処分等人件費
◆設置物の撤去・解体に係る費用
人件費は、1.0人/日の単価で換算すること。
　※基準：3.5時間まで0.5人、7時間まで1.0人

12
看板、横断幕・懸垂幕等の

報告書作成費・データ更新管理
費

◆納品時の既存データ更新管理・報告に係る費用
報告書作成費は、上記1∼6を実施した場合には工事完了の証として、仕様書に定める報告書（別紙５）を作成し、出力紙及びデータ（エクセル・写真）を必
ず提出すること。受注看板１基あたりのデータ作成に係る人件費を、一基一式の単価で換算すること。
データ更新管理費は、発注者の指示により、契約時に支給するマスターデータ（別紙８）を更新し、データ（エクセル）にて納品すること。受注看板1団地あたりの
データ作成に係る人件費を、一団地一式の単価で換算すること。

13 随時安全点検費

◆緊急時における看板・横断幕・懸垂幕等の点検、初期対応に係る費用
人件費を、１団地一式の単価で換算すること。（単価には、交通費、車両代等諸費用を含む）
緊急時（台風等の天災や看板事故、設置不具合の点検確認必要時）等の随時点検業務は、原則24時間以内に現場の保全確認及び緊急措置の対応をす
ることとする。
ただし、その対応が困難な場合には、機構と協議の上、可及的速やかに対応することとする。
原則、夜間作業は発生しない。
なお、緊急措置及び緊急対応等では不十分なものは、別途発注とする。

14 屋外広告物申請費

◆屋外広告物申請の代行業務に係る費用
上記1～9を行った場合に各自治体の条例に従い、代行申請を行うこと。
新規申請の場合と更新申請の場合の２単価を提示すること。
各自治体との事前打合せ、申請書類作成、提出に係る人件費を、1基一式の単価で換算すること。（単価には、交通費、車両代等諸費用を含む）
各自治体に支払う申請料は実費精算とする。

令和２年度東京北エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）
＜看板等に要する費用及び業務内容に関する注釈＞

必要諸経費
（参考単価）

撤去・解体・
廃材処分

製作及び
設置施工

重 要 別紙２-2

1



15 定期安全点検費

◆定期安全点検に係る費用
仕様書に定める団地一覧（別紙４）の団地に設置された団地内看板の安全点検及び報告書作成に係る人件費を、1団地一式の単価で換算すること。（単
価には、交通費、車両代等諸費用を含む）
定期点検業務の発注時期は、概ね契約履行開始から１か月以内、点検期間は概ね発注から1か月以内を想定しているが、発注担当者と協議の上、決定するも
のとする。
点検対象団地は、別途、発注担当者から指示することとする。
点検業務完了の証として、仕様書に定める報告書（別紙７）を提出すること。

16 鉄部塗装費
　　◆スチール看板の錆や腐食の進行を防ぐ鉄部塗装に係る費用
　　定期点検及び上記2、3等の業務実施の際、機構の指示及び必要応じて鉄部塗装を実施すること。
　　受注看板１基あたりの塗装に係る材料費及び施工費を、１基単価で換算すること。

17 コーナーガード設置費

　　◆板面下端出隅２ヶ所（２個）等のコーナーガード設置に係る費用
　　定期点検及び上記１∼3等の業務実施の際、機構の指示及び必要応じてコーナーガードを設置すること。
　　コーナーガードの規格は縦50ｍｍ×横50ｍｍ×厚さ50ｍｍ、クリア素材を想定すること。
　　コーナーガードの材料費は１個単位で換算すること。

補足事項

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

へ

ト

チ

各施工等に伴い、仮設及び特別車両等（高所作業車・クレーン車等）及び警備員等が必要となる場合は単価契約発注とはならず、必要の際は、物価版にて算出し別途見積審査の上発注するものとす
る。

維持管理費

上記10∼15の必要諸経費は、上記１∼３の製作及び設置施工単価、上記７∼９の撤去・解体・廃材処分単価に含まれる。よって、上記４～６の設置施工時及び想定を大きく超える作業等が発生した
場合に加算すること等を目的とした単価である。加算及び減算に際しては、その都度発注担当者と協議することとする。

各施工に伴う副資材は各形状等により数量に差異が生じるが、それらを想定した上での価格を算定するものとする。また、機構の求めに応じて資材の再利用等をする場合は、安全性等を考慮の上で対応す
ることとし、上記製作費等経費に反映させることとする。
尚、上記による施工が困難となる場合は、別途見積審査の上発注するものとする。

本契約以外の特殊サイズ製作、特殊工事、想定外の原状回復工事等については単価契約に伴う工事として別途見積審査の上発注するものとする。単価契約項目に表示している看板サイズについては、場
合により若干の差異が生じるケースもあり、どの単価契約項目で発注するかはその都度発注担当者と協議することとする。

機構から指示のあった意匠面の修正（団地名、問合せ先等）を行う場合は、発注担当者から配付されたデザインレギュレーションデータを用い、カラー、ロゴマーク、フォント（「モリサワUR新ゴR」）等、指定の
レギュレーションに沿って製作するものとする。なお随時、その他の完成デザインデータ等を入稿する場合がある。

単価契約で製作できない看板について、単価契約締結業者以外の製作となった場合においても、その管理については単価契約項目の維持管理、データ管理等のとおり単価契約締結業者が管理するものと
する。

看板設置、意匠変更、撤去に伴う公的機関への申請手続き等は工事に付随するものとし、各自治体の屋外広告業等に届出済みの者が各条例等に従って適正に申請するものとする。

看板等の撤去・解体・廃材処分に際し、当該撤去物が処理及び清掃に関する法律（昭和64年法律第137号）に該当する廃棄物である場合、必要な産業廃棄物処理業の資格（処理及び運送、マ
ニュフェストの提出等）を有する事業者への廃棄物処理委託体制が整っていることとする。
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別紙３

業務指示書

団地
コード 団地名 看板

番号
契約書
項目番号 設置位置 台帳

番号 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

指示日

完了日

以　上

業務名 令和２年度東京北エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

対
象
団
地
及
び
作
業
内
容

対象団地・看板 業務内容

スケジュール

受託者

機構担当者 東京北エリア経営部営業課



別紙4

1 20225 高島平 1 20117 花畑

2 20232 豊島五丁目 2 20130 竹の塚第一

3 20241 むつみ台 3 20131 竹の塚第二

4 20267 王子五丁目 4 20137 竹の塚第三

5 20308 赤羽南一丁目 5 20160 栗原

6 20347 光が丘パークタウンゆりの木通り北 6 20164 日の出町

7 20350 光が丘パークタウン公園南 7 20165 金町駅前

8 20356 エステート西台 8 20216 江北六丁目

9 20363 坂下けやき台ハイツ 9 20276 新田二丁目

10 20369 光が丘パークタウン大通り南 10 20281 大谷田一丁目

11 20391 光が丘パークタウンいちょう通り八番街 11 20286 青戸第三

12 20401 赤羽北二丁目ハイツ 12 20295 金町第二

13 20403 グリーンプラザ加賀 13 20296 青戸第四

14 20410 光が丘パークタウン四季の香弐番街 14 20319 青戸第五

15 20416 アンサンブル大山西 15 20334 リバーサイド桜木

16 20420 神谷堀公園ハイツ 16 20335 西新小岩リバーハイツ

17 20428 エステート前野町 17 20342 エステート東新小岩

18 20435 光が丘パークタウンプロムナード十番街 18 20372 エステート堀切

19 20455 光が丘パークタウン大通り中央 19 20373 エステート東堀切

20 20459 アーバンライフゆりの木通り東 20 20393 メゾン堀切七丁目

21 20465 グリーンプラザ高松 21 20394 メゾン堀切八丁目

22 20476 新蓮根 22 20429 南千住七丁目ハイツ

23 20525 パークサイド石神井 23 20448 すまいる亀有

24 20535 にしき平和台 24 20489 ビオトープしたや

25 20571 アーベイン神谷 25 20491 青戸第一

26 20600 フレーシェル王子神谷 26 20502 アーバンライフ東新小岩

27 20623 アミティ大山西町 27 20532 アーバンライフ西新井

28 20633 板橋ビュータワー 28 20566 フレール西新井第一

29 20680 光が丘パークタウンゆりの木通り３３番街 29 20584 アクシス東四つ木

30 20702 ヴァンガードタワー 30 20640 金町第一

31 20642 フレール西新井第二

32 20668 青戸第二

33 20674 ハートアイランド新田一番街

34 20681 ハートアイランド新田二番街

35 20698 ハートアイランド新田三番街

東京北住まいセンター 城北住まいセンター

ＮＯ．団地コード 団地名 ＮＯ． 団地コード 団地名
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業務完了報告書

業務名

団地コード 団地名

エリア 住所

看板番号 サイズ

写真

配置図

位置情報

完了日

受託者 担当：

令和２年度東京北エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

作業内容及び看板全体がわかる写真を貼付すること。

報告事項
（備考）

対象看板の位置がわかる団地内配置図を貼付すること。

緯度： 経度：
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点検業務完了報告書（一覧）

団地
コード 団地名 業務 台帳

番号 点検結果

1 安全点検

2 安全点検

3 安全点検

4 安全点検

5 安全点検

6 安全点検

7 安全点検

8 安全点検

9 安全点検

10 安全点検

11 安全点検

12 安全点検

13 安全点検

14 安全点検

15 安全点検

16 安全点検

17 安全点検

18 安全点検

19 安全点検

20 安全点検

以　上　

業務名 令和２年度東京北エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

対
象
団
地
及
び
報
告
内
容

報告事項

数量

対象団地・看板

受託者

報告日
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点検業務完了報告書（報告事項）

業務名

団地コード 団地名

エリア 住所

サイズ

写真

配置図

位置情報

完了日

受託者

報告事項

作業内容及び看板全体がわかる写真を貼付すること。

令和２年度東京北エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

対象看板の位置がわかる団地内配置図を貼付すること。

緯度： 経度：
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所在地 サイズ（mm） 仕様

項番
支社
コード

支社エリア名
住まい
センター
名

団地
コード

団地名 市町村以下 看板№ Ｗ(1) Ｈ(1) Ｗ(2) Ｈ(2) 支柱・枠 盤面材質 盤面出力 設置方法 備考

1 23 東京北エリア経営部 東京北 20225 高島平 板橋区高島平2他 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

2 23 東京北エリア経営部 東京北 20225 高島平 板橋区高島平2他 A-2 3000 1500 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

3 23 東京北エリア経営部 東京北 20225 高島平 板橋区高島平2他 A-3 900 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

4 23 東京北エリア経営部 東京北 20225 高島平 板橋区高島平2他 A-4 750 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

5 23 東京北エリア経営部 東京北 20225 高島平 板橋区高島平2他 B-1 3000 1500 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

6 23 東京北エリア経営部 東京北 20225 高島平 板橋区高島平2他 Ｂ-2 3000 1500 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

7 23 東京北エリア経営部 東京北 20225 高島平 板橋区高島平2他 Ｂ-3 3000 1500 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

8 23 東京北エリア経営部 東京北 20225 高島平 板橋区高島平2他 B-4 3000 1500 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

9 23 東京北エリア経営部 東京北 20232 豊島五丁目 北区豊島五丁目4他 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

10 23 東京北エリア経営部 東京北 20241 むつみ台 練馬区光が丘一丁目1他 A-1 1200 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

11 23 東京北エリア経営部 東京北 20267 王子五丁目 北区王子五丁目2 A-1 2410 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立(基礎有り)

12 23 東京北エリア経営部 東京北 20267 王子五丁目 北区王子五丁目2 A-2 720 520 900 600 スチール アルミ複合版 自立(基礎有り)

13 23 東京北エリア経営部 東京北 20267 王子五丁目 北区王子五丁目2 A-3 900 600 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立(基礎有り)

14 23 東京北エリア経営部 東京北 20267 王子五丁目 北区王子五丁目2 A-4 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立(基礎有り)

15 23 東京北エリア経営部 東京北 20308 赤羽南一丁目 北区赤羽南一丁目16 A-1 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

16 23 東京北エリア経営部 東京北 20356 エステート西台 板橋区西台四丁目8-20 A-1 1200 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

17 23 東京北エリア経営部 東京北 20363 坂下けやき台ハイツ 板橋区坂下二丁目1 A-1 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

18 23 東京北エリア経営部 東京北 20363 坂下けやき台ハイツ 板橋区坂下二丁目1 A-1 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

19 23 東京北エリア経営部 東京北 20369 光が丘パークタウン大通り南 練馬区光が丘七丁目3他 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

20 23 東京北エリア経営部 東京北 20401 赤羽北二丁目ハイツ 北区赤羽北二丁目22-10 A-2 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

21 23 東京北エリア経営部 東京北 20401 赤羽北二丁目ハイツ 北区赤羽北二丁目22-10 A-3 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

22 23 東京北エリア経営部 東京北 20401 赤羽北二丁目ハイツ 北区赤羽北二丁目22-10 A-4 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

23 23 東京北エリア経営部 東京北 20403 グリーンプラザ加賀 板橋区加賀一丁目10-14 A-1 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

24 23 東京北エリア経営部 東京北 光が丘パークタウン 練馬区光が丘五丁目 A-1 無し アルミ複合版(アルミ含む)インクジェットシート 壁付(ビス・ボルト等)

25 23 東京北エリア経営部 東京北 20416 アンサンブル大山西 板橋区大山西町3-10 A-1 1200 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

26 23 東京北エリア経営部 東京北 20420 神谷堀公園ハイツ 北区神谷1-3 A-1 3600 1800 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

27 23 東京北エリア経営部 東京北 20420 神谷堀公園ハイツ 北区神谷1-3 A-2 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

28 23 東京北エリア経営部 東京北 20428 エステート前野町 板橋区前野町二丁目1 A-1 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

29 23 東京北エリア経営部 東京北 20428 エステート前野町 板橋区前野町二丁目1 A-2 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

30 23 東京北エリア経営部 東京北 20435 光が丘パークタウンプロムナード十番街 練馬区光が丘二丁目10-1他 A-1 1000 2000 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

31 23 東京北エリア経営部 東京北 20455 光が丘パークタウン大通り中央 練馬区光が丘三丁目9-1他 A-1 1400 700 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

32 23 東京北エリア経営部 東京北 20455 光が丘パークタウン大通り中央 練馬区光が丘三丁目9-1他 A-2 1200 600 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

33 23 東京北エリア経営部 東京北 20459 アーバンライフゆりの木通り東 板橋区赤塚新町3-34 A-1 1820 910 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

34 23 東京北エリア経営部 東京北 20459 アーバンライフゆりの木通り東 板橋区赤塚新町3-34 A-2 910 1820 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

35 23 東京北エリア経営部 東京北 20465 グリーンプラザ高松 練馬区高松四丁目27-3 A-1 1820 910 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

36 23 東京北エリア経営部 東京北 20465 グリーンプラザ高松 練馬区高松四丁目27-3 A-2 1820 910 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

37 23 東京北エリア経営部 東京北 20476 新蓮根 板橋区蓮根二丁目30他 A-1 3600 1800 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

38 23 東京北エリア経営部 東京北 20476 新蓮根 板橋区蓮根二丁目30他 A-2 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

39 23 東京北エリア経営部 東京北 20525 パークサイド石神井 練馬区石神井台三丁目18 A-1 3600 1800 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

40 23 東京北エリア経営部 東京北 20525 パークサイド石神井 練馬区石神井台三丁目18 A-2 3600 1800 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

41 23 東京北エリア経営部 東京北 20535 にしき平和台 練馬区平和台一丁目37他 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

42 23 東京北エリア経営部 東京北 20535 にしき平和台 練馬区平和台一丁目37他 A-2 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

43 23 東京北エリア経営部 東京北 20571 アーベイン神谷 北区神谷三丁目11-1 A-2 2800 1400 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

44 23 東京北エリア経営部 東京北 20600 フレーシェル王子神谷 北区豊島八丁目27 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

45 23 東京北エリア経営部 東京北 20623 アミティ大山西町 板橋区大山西町17-8 A-1 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

46 23 東京北エリア経営部 東京北 20633 板橋ビュータワー 板橋区板橋一丁目53-12 A-1 900 900 不明 不明 不明 自立（基礎有り）

47 23 東京北エリア経営部 東京北 20680 光が丘パークタウンゆりの木通り３３番街 板橋区赤塚新町三丁目33 A-1 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立(基礎有り)

48 23 東京北エリア経営部 東京北 20702 ヴァンガードタワー 豊島区東池袋三丁目21-21 A-1 900 600 - カッティングシート - 自立（基礎有り）

49 23 東京北エリア経営部 城北 20117 花畑 足立区花畑五丁目6他 A-1 2000 1000 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

50 23 東京北エリア経営部 城北 20130 竹の塚第一 足立区竹の塚三丁目11他 A-1 2700 1350 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

51 23 東京北エリア経営部 城北 20130 竹の塚第一 足立区竹の塚三丁目11他 A-2 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

52 23 東京北エリア経営部 城北 20130 竹の塚第一 足立区竹の塚三丁目11他 A-3 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

53 23 東京北エリア経営部 城北 20131 竹の塚第二 足立区竹の塚一丁目5他 A-1 2000 1000 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

54 23 東京北エリア経営部 城北 20131 竹の塚第二 足立区竹の塚一丁目5他 A-3 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

55 23 東京北エリア経営部 城北 20137 竹の塚第三 足立区竹の塚六丁目4他 A-1 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート 自立（基礎有り）

マスターリスト　1/2（看板サイズ等）
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所在地 サイズ（mm） 仕様

項番
支社
コード

支社エリア名
住まい
センター
名

団地
コード

団地名 市町村以下 看板№ Ｗ(1) Ｈ(1) Ｗ(2) Ｈ(2) 支柱・枠 盤面材質 盤面出力 設置方法 備考

56 23 東京北エリア経営部 城北 20137 竹の塚第三 足立区竹の塚六丁目4他 B-1 800 1600 スチール アルミ複合版 インクジェットシート壁付（接着剤・シール）

57 23 東京北エリア経営部 城北 20137 竹の塚第三 足立区竹の塚六丁目4他 C-1 13800 910 スチール アルミ複合版 インクジェットシート壁付（接着剤・シール）

58 23 東京北エリア経営部 城北 20137 竹の塚第三 足立区竹の塚六丁目4他 C-2 8400 910 スチール アルミ複合版 インクジェットシート壁付（接着剤・シール）

59 23 東京北エリア経営部 城北 20137 竹の塚第三 足立区竹の塚六丁目4他 C-3 1800 910 スチール アルミ複合版 インクジェットシート壁付（接着剤・シール）

60 23 東京北エリア経営部 城北 20137 竹の塚第三 足立区竹の塚六丁目4他 C-4 7000 910 スチール アルミ複合版 インクジェットシート壁付（接着剤・シール）

61 23 東京北エリア経営部 城北 20160 栗原 足立区栗原二丁目5他 A-1 3000 1500 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

62 23 東京北エリア経営部 城北 20164 日の出町 足立区日の出町27 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

63 23 東京北エリア経営部 城北 20165 金町駅前 葛飾区東金町一丁目36 A-1 3600 1800 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立(基礎有り)

64 23 東京北エリア経営部 城北 20216 江北六丁目 足立区江北六丁目30他 A-1 3600 1800 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

65 23 東京北エリア経営部 城北 20276 新田二丁目 足立区新田二丁目3-16 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

66 23 東京北エリア経営部 城北 20281 大谷田一丁目 足立区大谷田一丁目1 A-1 7200 1800 スチール アルミ複合版 インクジェットシート壁付（針金・ひも等）

67 23 東京北エリア経営部 城北 20286 青戸第三 葛飾区青戸三丁目11 A-1 1200 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

68 23 東京北エリア経営部 城北 20295 金町第二 葛飾区南水元三丁目6他 A-1 2000 1000 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立(基礎有り)

69 23 東京北エリア経営部 城北 20296 青戸第四 葛飾区青戸四丁目25他 A-1 1200 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

70 23 東京北エリア経営部 城北 20319 青戸第五 葛飾区青戸三丁目9-1 A-1 1200 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

71 23 東京北エリア経営部 城北 20334 リバーサイド桜木 足立区千住桜木二丁目17 A-1 2000 1000 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

72 23 東京北エリア経営部 城北 20335 西新小岩リバーハイツ 葛飾区西新小岩二丁目1 A-1 1820 910 1940 910 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立(基礎有り)

73 23 東京北エリア経営部 城北 20335 西新小岩リバーハイツ 葛飾区西新小岩二丁目1 A-2 1820 910 1940 910 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立(基礎有り)

74 23 東京北エリア経営部 城北 20342 エステート東新小岩 葛飾区東新小岩二丁目9他 A-1 2000 1000 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立(基礎有り)

75 23 東京北エリア経営部 城北 20372 エステート堀切 葛飾区堀切七丁目19-13 A-1 1200 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

76 23 東京北エリア経営部 城北 20373 エステート東堀切 葛飾区東堀切二丁目21-10 A-1 1200 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

77 23 東京北エリア経営部 城北 20393 メゾン堀切七丁目 葛飾区堀切七丁目22-23 A-1 1200 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

78 23 東京北エリア経営部 城北 20394 メゾン堀切八丁目 葛飾区堀切八丁目3-20 A-1 1200 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

79 23 東京北エリア経営部 城北 20429 南千住七丁目ハイツ 荒川区南千住七丁目31-3 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

80 23 東京北エリア経営部 城北 20429 南千住七丁目ハイツ 荒川区南千住七丁目31-3 A-2 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

81 23 東京北エリア経営部 城北 20448 すまいる亀有 葛飾区亀有一丁目10 A-1 2700 1350 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

82 23 東京北エリア経営部 城北 20448 すまいる亀有 葛飾区亀有一丁目10 Ａ-2 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

83 23 東京北エリア経営部 城北 20489 ビオトープしたや 台東区下谷三丁目14-3 A-1 120 45 - カッティングシート - 壁付（接着剤・シール）

84 23 東京北エリア経営部 城北 20491 青戸第一 葛飾区青戸三丁目15 A-1 3600 1800 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

85 23 東京北エリア経営部 城北 20491 青戸第一 葛飾区青戸三丁目15 Ａ-2 3600 1800 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

86 23 東京北エリア経営部 城北 20491 青戸第一 葛飾区青戸三丁目15 A-3 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

87 23 東京北エリア経営部 城北 20491 青戸第一 葛飾区青戸三丁目15 B-1 900 600 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

88 23 東京北エリア経営部 城北 20491 青戸第一 葛飾区青戸三丁目15 Ｂ-2 900 600 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

89 23 東京北エリア経営部 城北 20491 青戸第一 葛飾区青戸三丁目15 Ｂ-3 900 600 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

90 23 東京北エリア経営部 城北 20491 青戸第一 葛飾区青戸三丁目15 C-2 1480 700 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

91 23 東京北エリア経営部 城北 20491 青戸第一 葛飾区青戸三丁目15 C-1 2800 900 メッシュタｰポリン

92 23 東京北エリア経営部 城北 20502 アーバンライフ東新小岩 葛飾区東新小岩三丁目8 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立(基礎有り)

93 23 東京北エリア経営部 城北 20532 アーバンライフ西新井 足立区西新井栄町三丁目1-1 A-1 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

94 23 東京北エリア経営部 城北 20532 アーバンライフ西新井 足立区西新井栄町三丁目1-1 A-2 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

95 23 東京北エリア経営部 城北 20566 フレール西新井第一 足立区西新井一丁目33 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

96 23 東京北エリア経営部 城北 20584 アクシス東四つ木 葛飾区東四つ木二丁目27-1他 A-1 1800 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

97 23 東京北エリア経営部 城北 20640 金町第一 葛飾区東金町二丁目23-1他 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

98 23 東京北エリア経営部 城北 20642 フレール西新井第二 足立区西新井二丁目5他 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

99 23 東京北エリア経営部 城北 20668 青戸第二 葛飾区青戸四丁目27他 A-1 1200 900 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

100 23 東京北エリア経営部 城北 20674 ハートアイランド新田一番街 足立区新田三丁目36 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

101 23 東京北エリア経営部 城北 20681 ハートアイランド新田二番街 足立区新田三丁目36 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

102 23 東京北エリア経営部 城北 20698 ハートアイランド新田三番街 足立区新田三丁目35 A-1 2400 1200 スチール アルミ複合版 インクジェットシート自立（基礎有り）

マスターリスト　2/2（看板サイズ等）
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項目 内容 計

スチール枠組み看板製作費（Ｗ600×Ｈ900） / 基 基

スチール枠組み看板製作費（Ｗ900×Ｈ600） / 基 基

スチール枠組み看板製作費（Ｗ1800×Ｈ900） / 基 基

スチール枠組み看板製作費（Ｗ2000×Ｈ1000） / 基 基

スチール枠組み看板製作費（Ｗ2400×Ｈ1200） / 基 基

スチール枠組み看板製作費（Ｗ3600×Ｈ1800） / 基 基

アルミ複合板面製作費（Ｗ600×Ｈ900）（Ｗ900×Ｈ600） / 枚 枚

アルミ複合板面製作費（Ｗ1800×Ｈ900） / 枚 枚

アルミ複合板面製作費（Ｗ2000×Ｈ1000） / 枚 枚

アルミ複合板面製作費（Ｗ2400×Ｈ1200） / 枚 枚

アルミ複合板面製作費（Ｗ3600×Ｈ1800） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ600×Ｈ900）（Ｗ900×Ｈ600） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1200×Ｈ600） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1200×Ｈ900） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1800×Ｈ900） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2000×Ｈ1000） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ2400×Ｈ1200） / 枚 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ3600×Ｈ1800） / 枚 枚

横断幕・懸垂幕製作費（ターポリン） / ㎡ ㎡

横断幕・懸垂幕製作費（メッシュターポリン） / ㎡ ㎡

木製看板撤去・解体・廃材処分費（Ｗ1800×Ｈ900想定） / 基 基

ステンレス製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900想定） / 基 基

スチール製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900想定） / 基 基

現地調査費 / 人工 人工

梱包・運搬費 / 台 台

取付設置施工人件費 / 人工 人工

取付設置用雑材諸経費（Ｗ1800×Ｈ900想定） / 基 基

撤去・解体・処分等人件費 / 人工 人工

看板等の報告書作成費 / 基 基

看板等のデータ更新管理費 / 団地 団地

随時点検業務費 / 団地 団地

屋外広告物申請費（新規申請） / 基 基

屋外広告物申請費（更新申請） / 基 基

定期安全点検費 / 団地 団地

鉄部塗装費 / 基 基

コーナーガード設置費 / 個 個

計

消費税相当額

合計

請求書添付資料

【東京北エリア】　令和　　　　年　　　　月分

単価 数量
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大項番 小項番

スチール枠組み看板制作費（Ｗ1,800×Ｈ900） 基

アルミ複合板面制作費（Ｗ1,800×Ｈ900） 枚

インクジェットシート出力製作費（Ｗ1,800×Ｈ900） 枚

横断幕・懸垂幕製作費（メッシュターポリン） ㎡

スチール製看板解体処分費（Ｗ1800×Ｈ900想定） 基

横断幕・懸垂幕撤去・解体・廃材処分費 ㎡

現地調査費 人工

梱包・運搬費 台

取付設置施工人件費 人工

取付設置用雑材諸経費（Ｗ1800×Ｈ900想定） 基

撤去・解体・処分等人件費 人工

1 看板、横断幕・懸垂幕等の報告書作成費 基

2 看板、横断幕・懸垂幕等のデータ更新管理費 団地

随時安全点検業務費 団地

1 屋外広告物申請費（新規申請） 基

2 屋外広告物申請費（更新申請） 基

定期安全点検費 団地

鉄部塗装費 基

コーナーガード設置費 個

維
持
管
理
費

13

14

15

16

17
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費
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単価表

（件名）令和２年度東京北エリアにおける団地内看板意匠変更及び点検等業務（賃貸住宅募集に係る広告宣伝等業務）

項目
項番

内　　　容　（単位：ｍｍ） 単価（税抜） 単位

5
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及
び

設
置
施
工

1

2

3

4


