
12    仕様書【別冊】

仕　様　書

件 名

納 品 期 限

部 数 78,590 部 （内訳　日本語：58,750部　　英語：9,170部　　中国語：10,670部）

納 品

印 刷
（ 日 本 語 ・ 英 語
・ 中 国 語 ）

編 集

平成30年度下期「住まいのしおり」編集及び印刷・製本等業務

平成31年３月22日（金）

■「住まいのしおり」冊子について（日本語・英語・中国語版）
平成31年３月22日（金）午前11時までに、別紙「納品先一覧」の所在地へ納品すること。
ただし、東日本賃貸住宅本部については、担当者へ事前連絡のうえ2トントラック（車高2.4ｍ以下）で納
品すること。

■印刷用ファイルについて（日本語・英語・中国語版）
平成31年３月22日（金）までに変更箇所を修正した「InDesign」ファイルをCD-R（正・副の２枚）で下記担
当部署に納品すること。（納品用CD-Rの盤面に、印刷データの形式及びバージョンを記載すること。）

■ホームページの更新について（日本語・英語・中国語版）
・更新するホームページは以下の６ページ及び同ページ内に掲載のＰＤＦファイルとする。
　日本語版：https://www.ur-net.go.jp/sumainoshiori/index.html及びindex2.html
　英語版　 ：https://www.ur-net.go.jp/sumainoshiori/english/index.html及びindex2.html
　中国語版：https://www.ur-net.go.jp/sumainoshiori/chinese/index.html及びindex2.html
平成31年３月22日（金）までにホームページ用のPDFファイル（頁ごとに分割したものとしていないもの）
をCD-R（正・副の２枚）で下記担当部署に納品すること。
・ホームページで使用するPDFファイルは、ページ形式に合わせて分割すること。
・HTMLページの更新は、印刷用に編集された目次、頁数に基づき、ウェブリリース2を使用してページ
を更新すること。（テンプレート等必要な情報は契約後開示する。既存のテンプレートを使用してページ
を作成すること。テンプレート等の修正はできない。）
　なお、作業はごく標準的なもので言語の更新程度である。

■ページ数
日本語・中国語版　Ａ４判　104ページ（表紙・裏表紙込み）
英語版　Ａ４判　108ページ（表紙・裏表紙込み）
■刷色
4色刷り
■用紙
表紙-コート紙（菊判）-76.5kg または同等以上の紙質のもの
本文-コート紙（A判） -43.5kg または同等以上の紙質のもの
※国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成十二年法律第百号）第６条に基づく「環
境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める基準に適合する用紙を使用すること。
■製本
無線綴じ

■日本語版
①業務開始後に指示する変更内容をもとに、文字・記号・表等を追加、修正、削除のうえ印刷を行う。ま
た、これに連動するページの反映も行う。（頁番号、語句の修正、表の修正及び新規作成等）
②別途機構が提供するイラスト・イメージ図等をもとに表紙の作成、修正、関連ページへの差し込み及
び附随する修正を行う。

■外国語版
①　上記「日本語版の編集」で示す箇所について、翻訳、編集を行う。（翻訳原稿は事前に機構に提示
し、了解を得ること。）
②　英語版、中国語版の原稿は、平成30年3月発行時点のため、上記①以外に、平成30年9月に発行
した日本語原稿変更部分の翻訳、編集を行う。（翻訳原稿は事前に機構に提示し、了解を得ること。）
＜参考＞
　前回の変更内容は別添の参考資料のとおり。（※イラストは日本語版と同じものを使用）
　今回も同程度の変更があるが、増減する場合がある。（※作業の分量を約束するものではない）

※原稿は機構より契約締結時にInDesignデータを提供する。（日本語版、英語版、中国語版）
※英訳・中国語訳、イラスト作成、ホームページの更新は再委託可能とする。
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梱 包

現 物 サ ン プ ル

校 正

担 当 部 署

独立行政法人　都市再生機構　住宅経営部　企画課　古田
〒231-8315　神奈川県横浜市中区本町６－５０－１
横浜アイランドタワー７F
ＴＥＬ　045-650-0563
ＦＡＸ　045-650-0639

・段ボール箱又はクラフト梱包とし、50部を上限として一箱あたりの梱包数を均一にすること（端数の梱
包を除く）。
・梱包材外面に梱包数及び「2019.3 住まいのしおり（日本語版）」・「2019.3 住まいのしおり（英語版）」・
「2019.3 住まいのしおり（中国語版）」と中身がわかるように記載すること。
・梱包材の再生利用の容易さ、焼却処理時の負担軽減に配慮し、汚損等ないよう留意すること。

■校正の内容
PDF校正（全体の仕上がりイメージの確認のために校正を行う） ※メール送付可

■校正回数の過去実績 （参考）
平成30年度　9月版　3回　　平成29年度　3月版　3回
平成29年度　9月版　3回　　平成28年度　3月版　3回

現物サンプルが必要な場合は、ディーコープ株式会社専用システム(見積@dee)(「新規 QA」)より、送り
先住所、電話番号、担当者名、担当部署名を連絡すること。
尚、ディーコープ会員未登録者は、電子メール(ur-dee@deecorp.jp)より送付先を連絡すること。
※サンプル部数には限りがあり、希望者全員に配布できない場合があるのでご注意ください。

ディーコープ株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座6-18-2　野村不動産銀座ビル　7F
首都圏営業部　中島/佐々木
TEL：03-6859-9411
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担当課
日本語

（半期分）
英語

（1年分）
中国語
（1年分）

本社 231-8315 横浜市中区本町6-50-1　横浜ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ7階 企画課 200 150 150

株式会社ＵＲコミュニティ 101-0051 千代田区神田神保町2-5　北沢ビル5階 コミュニティ推進第二課 50 0 0

250 150 150

東日本賃貸住宅本部（営業） 163-1382 新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー16階 営業企画課 7,500 1,000 1,000

東日本賃貸住宅本部（法人） 163-1382 新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー16階 営業企画課 700 150 150

ＵＲ八重洲営業センター 103-0028 中央区八重洲1-6-6　八重洲センタービル１階 2,000 500 500

ＵＲ新宿営業センター 163-1302 新宿区西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー１階 900 400 700

ＵＲ立川営業センター 190-0012 立川市曙町2-13-1　TK立川ビル６階 500 50 50

ＵＲ津田沼営業センター 274-0825 船橋市前原西2-14-5　榊原第二ビル４階 2,000 300 300

ＵＲ稲毛海岸営業センター 261-0004 千葉市美浜区高洲4-5-10 1,000 100 200

ＵＲ賃貸ショップ柏駅前 277-0852 千葉市柏市旭町1-1-5　浜島ビル6階 450 200 100

ＵＲ賃貸ショップ新浦安駅前 279-0012 千葉県浦安市入船1-5-1モナ新浦安Ａ館3階 300 0 0

ＵＲ賃貸ショップ成田ニュータウン 286-0037 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 150 50 50

ＵＲ賃貸ショップ取手駅前 302-0004 茨城県取手市取手3-4-8　海方ビル4階 100 10 10

ＵＲ賃貸ショップつくば駅前 305-0031 茨城県つくば市吾妻１－５－４　ＭＯＧ２階 50 50 50

ＵＲ横浜営業センター 221-0056 横浜市神奈川区金港町1-4　横浜イーストスクエア２階 1,350 150 300

ＵＲ藤沢営業センター 251-0055 藤沢市南藤沢22-1　神中第２ビル６階 900 100 100

ＵＲ港北営業センター 224-0003 横浜市都筑区茅ヶ崎中央6-1　サウスウッド３階 500 200 100

ＵＲ賃貸ショップ洋光台 235-0045 横浜市磯子区洋光台3　洋光台中央団地13-2号棟103号室 600 50 100

ＵＲ大宮営業センター 330-0853 さいたま市大宮区錦町682-1　JR大宮西口ビル１階 1,500 100 200

ＵＲ新越谷営業センター 343-0845 越谷市南越谷1-17-2朝日生命越谷ビル7階 1,000 50 300

ＵＲ池袋営業センター 170-0013 豊島区東池袋1-10-1　住友池袋駅前ビル4階 800 100 1,000

ＵＲ上福岡営業センター 356-0006 ふじみ野市霞ヶ丘1-4　コンフォール霞ヶ丘11-105 500 50 50

ＵＲ渋谷営業センター 150-0043 渋谷区道玄坂1-3-3　楠本ビル６階 550 50 50

ＵＲ多摩営業センター 206-0033 多摩市落合1-11-2　多摩センター駅１階 400 50 50

ＵＲ松戸営業センター 271-0091 松戸市本町7-10　ちばぎん松戸ビル８階 1,000 200 300

ＵＲ錦糸町営業センター 130-0022 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 950 500 500

ＵＲ町田営業センター 194-0021 町田市中町1-1-16　東京建物町田ビル８階 750 50 50

ＵＲ所沢営業センター 359-1123 所沢市日吉町15-14　所沢第一生命ビル４階 800 50 50

27,250 4,510 6,260

東日本賃貸住宅本部（住宅経営部） 163-1382 新宿区西新宿6-5-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ16階 管理企画課 300 50 50

東日本賃貸住宅本部(ストック事業推進部) 163-1382 新宿区西新宿6-5-1　新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ19階 事業企画課 350 0 0

東京東エリア経営部 130-0022 墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル本館9階 企画課 50 50 50

多摩エリア経営部 190-0012 立川市曙町1-14-13　立川MKビル4階 企画課 50 0 0

東京北エリア経営部 170-0013 豊島区東池袋1-10-1住友池袋駅前ビル4階 企画課 50 0 0

千葉エリア経営部 261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3　幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝＤ棟20階 企画課 200 0 0

神奈川エリア経営部 231-8315 横浜市中区本町6-50-1　横浜ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ16階 企画課 2,250 150 150

埼玉エリア経営部 336-0027 さいたま市南区沼影1-10-1　ﾗﾑｻﾞﾀﾜｰＡ棟6階 企画課 300 50 50

東京東住まいセンター 130-0022 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 総務収納課 200 150 150

北多摩住まいセンター 190-0012 立川市曙町2-34-7　ﾌｧｰﾚｲｰｽﾄﾋﾞﾙ10階 総務収納課 150 100 100

東京北住まいセンター 170-0013 豊島区東池袋1-10-1住友池袋駅前ビル７階 総務収納課 100 100 100

南多摩住まいセンター 206-0025 多摩市永山1-5　ベルブ永山6階 総務収納課 200 50 50

東京南住まいセンター 105-0014 港区芝1－7－17　住友不動産芝ビル3号館1階 総務収納課 150 100 50

城北住まいセンター 110-0015 台東区東上野5丁目2番5号　下谷ﾋﾞﾙ４階 総務収納課 200 50 50

北海道住まいセンター 060-0061 札幌市中央区北三条西3－1-44　ヒューリック札幌ビル5階 お客様相談課 400 50 50

宮城県住宅供給公社 980-0011 仙台市青葉区上杉1-1-20　 経営企画部　賃貸管理グループ 100 50 50

千葉住まいセンター 261-7110 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１　ワールドビジネスガーデンマリブイースト10階 総務収納課 200 50 50

千葉西住まいセンター 274-0825 千葉県船橋市前原西2‐12‐7　津田沼第一生命ビル3階 総務収納課 100 200 200

千葉北住まいセンター 277-0005 千葉県柏市柏4-8-1柏東口金子ビル５階 総務収納課 150 50 50

千葉北住まいセンター茨城分室 305-0032 茨城県つくば市竹園1-12-2 　第３・ISSEIビル２階 50 50 50

横浜住まいセンター 220-0004 横浜市西区北幸1-1-8　横浜エキニア7階 総務収納課 150 50 50

神奈川西住まいセンター 251-0052 藤沢市藤沢462　日本生命藤沢駅前ﾋﾞﾙ9階 総務収納課 250 50 50

横浜南住まいセンター 234-0054 横浜市港南区港南台3-3-1　港南台214ﾋﾞﾙ3階 総務収納課 100 50 50

東埼玉住まいセンター 340-0041 草加市松原1-1-6　ﾊｰﾓﾈｽﾀﾜｰ松原Ａ棟3階 総務収納課 150 100 100

浦和住まいセンター 336-0027 さいたま市南区沼影1-10-1　ﾗﾑｻﾞﾀﾜｰ5階 総務収納課 250 50 50

西埼玉住まいセンター 356-0006 ふじみ野市霞ヶ丘1-2-27-301　ｺｺﾈ上福岡弐番館3階 総務収納課 300 100 100

6,750 1,700 1,650

中部支社 460-8484 名古屋市中区錦3-5-27　錦中央ﾋﾞﾙ7階 管理企画課 100 10 10

ＵＲ名古屋営業センター 460-8484 名古屋市中区錦3-5-27　錦中央ﾋﾞﾙ1階 営業推進課 3,000 500 400

ＵＲ賃貸ショップ高蔵寺 487-0011 春日井市中央台1-2-2　サンマルシェ南館内 営業推進課 300 0 0

名古屋住まいセンター 460-0022 名古屋市中区金山1-12-14　金山総合ﾋﾞﾙ6階 総務収納課 100 50 50

大曽根住まいセンター 461-0040 名古屋市東区矢田1-3-33　名古屋大曽根第一生命ﾋﾞﾙ4階 総務収納課 100 50 50

静岡県住宅供給公社 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町9-18　静岡中央ビル9階 住宅サービス課 50 50 50

3,650 660 560

「住まいのしおり」（平成30年度下期）納品先一覧

名称 住所

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計



担当課
日本語

（半期分）
英語

（1年分）
中国語
（1年分）

名称 住所

西日本支社 536-8550 大阪市城東区森之宮1-6-85 管理企画課 400 50 50

ストック事業推進部 536-8550 大阪市城東区森之宮1-6-85 事業企画課 550 50 50

大阪エリア経営部 530-0001 大阪市北区梅田2-2-22　ﾊｰﾋﾞｽｴﾝﾄｵﾌｨｽﾀﾜｰ12階 企画課 50 0 0

兵庫エリア経営部 651-0087 神戸市中央区御幸通7-1-15　三宮ビル南館4階 企画課 50 0 0

京奈エリア経営部 600-8007 京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６６番地　京都証券ビル４階 企画課 50 0 0

募集販売センター（住宅経営部） 530-0001 大阪市北区梅田2-2-22　ﾊｰﾋﾞｽｴﾝﾄｵﾌｨｽﾀﾜｰ12階 営業企画課 1,500 300 300

ＵＲなんば営業センター 542-0076 大阪市中央区難波４丁目１－１５近鉄難波ビル7F 2,000 100 100

ＵＲ神戸営業センター 651-0096 神戸市中央区雲井通５丁目３－１サンパルビル４F 2,500 150 150

ＵＲ京都営業センター 604-8171 京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1井門明治安田生命ビル１F 1,000 50 50

ＵＲ梅田営業センター 530-0001 大阪市北区梅田2-2-22　ﾊｰﾋﾞｽｴﾝﾄｵﾌｨｽﾀﾜｰ12階 2,300 200 100

ＵＲ奈良営業センター 631-0805 奈良市右京1-4　サンタウンプラザひまわり館2階 700 50 50

ＵＲ天王寺営業センター 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目3番21号　（岸本ビル5階） 700 50 50

ＵＲ泉北営業センター 590-0115 堺市南区茶山台1丁2番3　南専門店街ビル1階 1,000 50 50

ＵＲ千里営業センター 560-0082 豊中市新千里東町1-4-2　ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ１９階 800 50 50

ＵＲ枚方営業センター 573-0032 大阪府枚方市岡東町14-41 600 50 50

ＵＲ森之宮営業センター 536-8550 大阪市城東区森之宮1丁目6番85号　西日本支社１階 600 50 50

ＵＲ高槻営業センター 569-0803 大阪府高槻市高槻町９番２４号　スクエアビル１階 600 50 50

千里住まいセンター 560-0082 豊中市新千里東町1-4-2　ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ１９階 お客様相談課 200 50 50

大阪住まいセンター 536-8522 大阪市城東区森之宮2-9-204 お客様相談課 150 50 50

泉北住まいセンター 599-8236 堺市中区深井沢町3257番地 お客様相談課 200 50 50

兵庫住まいセンター 651-0087 神戸市中央区御幸通7-1-15　三宮ビル南館4階 お客様相談課 150 50 50

京都住まいセンター 604-8171 京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1 井門明治生命ﾋﾞﾙ4階 お客様相談課 150 50 50

奈良住まいセンター 631-0805 奈良市右京1-4　サンタウンプラザひまわり館2階 お客様相談課 200 100 100

阪神住まいセンター 660-0881 尼崎市昭和通3-95　アマックスビル8階 お客様相談課 200 50 50

株式会社第一ビルサービス広島駅前事務所 732-0827 広島市南区稲荷町4-5尾崎ビル４階 100 50 50

株式会社第一ビルサービス岡山支店 700-0975 岡山市北区今４丁目９番23号大本今ビル8階 50 50 50

日本総合住生活株式会社大阪支社 536-0025 大阪市城東区森之宮１丁目６番111号ＮＬＣ森の宮ビル11階 50 50 50

日本総合住生活株式会社大阪支社
（鳴滝団地管理事務所）

640-8471 和歌山県和歌山市善明寺６４２－２ 50

日本総合住生活株式会社大阪支社
（屋島第一団地管理事務所）

761-0113 香川県高松市屋島西町２４７５−１ 50

16,950 1,800 1,700

九州支社 810-0072 福岡市中央区長浜2-2-4 管理企画課 300 50 50

ＵＲ福岡営業センター 810-0041 福岡市中央区大名2-6-20 2,500 100 100

ＵＲ北九州営業センター 802-0002 北九州市小倉北区京町3-1-1（コレット9階） 700 50 50

北九州住まいセンター 802-0001 北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号 1F お客様相談課 100 50 50

福岡住まいセンター 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11ＫＤＸ博多南ビル3階 総務収納課 300 100 100

3,900 350 350

58,750 9,170 10,670

※納品については、土日祝日及び水曜日を除いた日とし、9：30～17：00までに納品すること。 78,590

※東日本賃貸住宅本部（新宿アイランドタワー）については、トラックの大きさは2トン車（車高2.4メートル以下）とし、納品前に担当者に連絡を入れること。

小　　　　計

合　　　　計

小　　　　計



参考　前回変更箇所



現行（Ｐ９） 変更案（時点更新、一部文言（「等」）の削除、※以下の内容を追加）

９

※住まいセンターにおける団地管理業務については、㈱ＵＲコミュニティが業務を受託

しています（平成30年９月１日現在）。



現行（Ｐ１５） 変更案（カッコ内文書の追加）

新設または移設とも、各自電話会社にお

申込みください。（電話回線の使用にあたり

発生する費用については、すべてお客様
の負担となります。）なお、通常申込みから使
用開始まで数日かかりますので、入居される
前にあらかじめ電話会社に確認してください。
（６１ページ参照）



Ｐ20 修正前

UR　都市機構指定金融機関一覧表（平成30年3月現在）

銀　　行 信用金庫
郵便局

（ゆうちょ銀行）

みずほ 三菱東京UFJ りそな 埼玉りそな 埼玉縣 川口

三井住友 北海道 七十七 足利 飯能 千葉

常陽 武蔵野 千葉 千葉興業 東京ベイ 横浜

東京都民 横浜 第四 山梨中央 かながわ 湘南

八十二 北陸 静岡 スルガ 川崎 東京東

山口 福岡 北洋 仙台 足立成和 朝日

東和 栃木 筑波 京葉 西武 城南

東日本 東京スター 神奈川 八千代 芝 城北

三菱UFJ信託 みずほ信託 三井住友信託 巣鴨 青梅

多摩 さわやか

みずほ 三菱東京UFJ りそな 三井住友 しずおか 東濃

北陸 北國 静岡 スルガ 岡崎 いちい

清水 大垣共立 十六 三重 瀬戸 岐阜

百五 東京スター 愛知 名古屋

中京 第三 三菱UFJ信託 みずほ信託

三井住友信託

みずほ 三菱東京UFJ りそな 三井住友 京都 京都中央

百五 滋賀 京都 近畿大阪 大阪 枚方

池田泉州 南都 紀陽 中国 北おおさか 神戸

広島 但馬 百十四 静岡 兵庫 尼崎

スルガ 東京スター 関西アーバン 大正 日新 広島

みなと もみじ 三菱UFJ信託 みずほ信託

三井住友信託

みずほ 三井住友 スルガ 山口（北九州） 福岡 福岡ひびき

福岡 佐賀 十八 親和 遠賀

肥後 宮崎 鹿児島 西日本シティ

東京スター 福岡中央 南日本

東
日
本
地
区

全
郵
便
局

（
口
座
振
替
の
み
の
取
扱
い
の
為

、
窓
口
で
の
お
支
払
い
は
で
き
ま
せ
ん

。

）

中
部
地
区

西
日
本
地
区

九
州
地
区



修正後

UR　都市機構指定金融機関一覧表（平成30年9月現在）

銀　　行 信用金庫
郵便局

（ゆうちょ銀行）

みずほ 三菱UFJ りそな 埼玉りそな 埼玉縣 川口

三井住友 北海道 七十七 足利 飯能 千葉

常陽 武蔵野 千葉 千葉興業 東京ベイ 横浜

きらぼし 横浜 第四 山梨中央 かながわ 湘南

八十二 北陸 静岡 スルガ 川崎 東京東

山口 福岡 北洋 仙台 足立成和 朝日

東和 栃木 筑波 京葉 西武 城南

東日本 東京スター 神奈川 三菱UFJ信託 芝 城北

みずほ信託 三井住友信託 巣鴨 青梅

多摩 さわやか

みずほ 三菱UFJ りそな 三井住友 しずおか 東濃

北陸 北國 静岡 スルガ 岡崎 いちい

清水 大垣共立 十六 三重 瀬戸 岐阜

百五 東京スター 愛知 名古屋

中京 第三 三菱UFJ信託 みずほ信託

三井住友信託

みずほ 三菱UFJ りそな 三井住友 京都 京都中央

百五 滋賀 京都 近畿大阪 大阪 枚方

池田泉州 南都 紀陽 中国 北おおさか 神戸

広島 但馬 百十四 静岡 兵庫 尼崎

スルガ 東京スター 関西アーバン 大正 日新 広島

みなと もみじ 三菱UFJ信託 みずほ信託

三井住友信託

みずほ 三井住友 スルガ 山口（北九州） 福岡 福岡ひびき

福岡 佐賀 十八 親和 遠賀

肥後 宮崎 鹿児島 西日本シティ

東京スター 福岡中央 南日本

東
日
本
地
区

全
郵
便
局

（
口
座
振
替
の
み
の
取
扱
い
の
為

、
窓
口
で
の
お
支
払
い
は
で
き
ま
せ
ん

。

）

中
部
地
区

西
日
本
地
区

九
州
地
区



現行（Ｐ３１） 変更案（全体修正＜レイアウト含む＞）

表を１行分上へ

各々詰めて計１行分詰め

※

赤字の部分を修正・挿入

（※１～10は内容変わらず記載）



現行（Ｐ３４） 変更案（一部文言（「や高齢者支援事業」）の削除）



現行（Ｐ６１） 変更案（文言追加・オブジェクトの削除）

（冒頭に以下を追加）
◎電話回線の使用にあたっては、お客様各自にて、通信事業者にお申し出く
ださい。
◎電話回線の使用にあたり発生する費用については、すべてお客様の負担と
なります。◎

◎

改行しない

オブジェクトの削除



現行（Ｐ７９） 変更案（一部文言（「や高齢者支援事業」）の削除）

◆専用回路ではないエアコン用コンセント（各戸分電盤から部屋内の電

灯やコンセントと同じ回路で配線されており、プレートの表面に「エアコン

用コンセント」と表示がありません）コンセントについて◆

居室に設置されている「専用回路ではないエアコン用コンセント」について、エア

コンを設置・購入される皆さまからの申出により、ＵＲ都市機構の負担で「専用回路

のエアコン用コンセント」への取替工事を実施します。管轄の住まいセンター等へ

お問い合わせください。

なお、室外機等の設置スペース（付近にスリーブ及び取付金具等）がない場合

や、居室に「専用回路でないエアコン用コンセント」がない場合は、「専用回路のエ

アコン用コンセント」を設置することができませんので、ご了承ください。また、申込

み時の混雑状況等により、工事実施までの日数がかかる場合がございますので、

あらかじめご了承ください。

※工事対象となるエアコン用コンセントが設置されている団地は限られています。

オブジェクト及びその隣の

「警告」のフォント・大きさを

小さくする、隣のオブジェ

クトを小さくすることで計１

行分詰める



現行（Ｐ８０） 変更案（一部文言（「や高齢者支援事業」）の削除）

◆衛星放送◆

衛星放送放送を視聴するためには、対応テレビまたは対応チューナーが必要

となります。受信する際は、各自放送事業者と受信契約（有料）が必要となる場

合があります。

◎ＢＳ放送

ＢＳ放送を視聴するためには、ＢＳチューナー、または別途CATV 事業者との

有料契約が必要となります（一部の団地ではＢＳチューナー、または別途CATV 
事業者との有料契約がなくても視聴できる場合があります。詳しくは、CATV 事
業者、管理サービス事務所または住まいセンター等にお尋ねください。また、

2011 年10 月以降に放送開始された拡張チャ

ンネルについては、視聴できない場合があります。）

◎CS 放送

CS 放送の設備のない団地においては、一部の団地を除き、住宅のバルコ

ニーに皆さまご自身でCS アンテナを取り付けていただくこととなります（CS 放送

のうち、110 度CS 放送については、一部の団地で視聴可能となっております。

視聴の可否については、管理サービス事務所または住まいセンター等にご確

認ください。）。この場合、UR 都市機構の承諾が必要となりますので、あらかじ

め所定の手続きをおとりください。（29 ページ参照）なお、住宅の向き、周辺建

物の立地状況等によっては受信できない場合がありますが、あらかじめご了承

ください。

◎新４Ｋ８Ｋ衛星放送

2018 年12 月1 日に放送開始予定の新４Ｋ８Ｋ衛星放送のチャンネルについ

ては、視聴できない場合があります。

右の内容に変更



Ｐ89～Ｐ91 （平成30年9月現在）

●東日本賃貸住宅本部管内
連絡先 事務所住所

墨田区、江東区、江戸川区
東京東住まいセンター

03-5600-0811
〒130-0022
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

立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、
小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、福生
市、狛江市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、羽村
市、西東京市

北多摩住まいセンター

042-521-1341
〒190-0012
東京都立川市曙町2-34-7
ファーレイーストビル10階

文京区、豊島区、北区、板橋区、練馬区
東京北住まいセンター

03-5954-4611
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-10-1
住友池袋駅前ビル７階

八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市
南多摩住まいセンター

042-373-1711
〒206-0025
東京都多摩市永山1-5
ベルブ永山６階

千代田区、中央区、港区、新宿区、品川区、目
黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、大
田区

東京南住まいセンター

03-5427-5960
〒105-0014
東京都港区芝1-7-17
住友不動産芝ビル3号館1階

台東区、荒川区、足立区、葛飾区
城北住まいセンター

03-3842-4611
〒110-0015
東京都台東区東上野5-2-5
下谷ビル4階

千葉市、市原市、四街道市、佐倉市、成田市
千葉住まいセンター

043-311-1212

〒261-7110
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

市川市、習志野市、八千代市、浦安市、船橋市
(千葉ニュータウン小室ハイランドを除く)

千葉西住まいセンター

047-474-1191
〒274-0825
千葉県船橋市前原西2‐12‐7
津田沼第一生命ビル3階

船橋市(千葉ニュータウン小室ハイランドの
み)、松戸市、我孫子市、流山市、野田市、鎌ヶ
谷市、印西市、柏市、白井市

千葉北住まいセンター

04-7197-5700
〒277-0005
千葉県柏市柏4-8-1
柏東口金子ビル５階

千葉北住まいセンター
茨城分室

029-853-1365

〒305-0032
茨城県つくば市竹園1-12-2
第３・ISSEIビル２階

横浜市（鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・保土ヶ谷区・港北区・

旭区・緑区・瀬谷区・都筑区・青葉区-青葉台のみ）、川崎市（川崎
区・幸区・中原区・高津区）

横浜住まいセンター

045-312-1131
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-1-8
エキニア横浜７階

厚木市、大和市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、
秦野市、横浜市（青葉区-青葉台を除く）、川崎市（宮前
区・多摩区・麻生区）、相模原市、海老名市、座間市

神奈川西住まいセンター

0466-26-3110
〒251-0052
神奈川県藤沢市藤沢462
日本生命藤沢駅前ビル９階

横浜市（磯子区・金沢区・戸塚区・港南区・栄
区）、横須賀市

横浜南住まいセンター

045-835-0061
〒234-0054
神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1
港南台214ビル3階

草加市、三郷市、吉川市、八潮市、越谷市、幸
手市、春日部市

東埼玉住まいセンター

048-941-5311
〒340-0041
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

川口市、さいたま市、鴻巣市、上尾市、戸田
市、蕨市、桶川市、久喜市、北本市

浦和住まいセンター

048－711-7150
〒336-0027
埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1
ラムザタワーA棟 ５階

川越市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、和
光市、新座市、ふじみ野市、富士見市、坂戸
市、鶴ヶ島市、日高市

西埼玉住まいセンター

049-263-2111
〒356-0006
埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1-2-27-301
ココネ上福岡二番館3階

札幌市、江別市、石狩市、北広島市
北海道住まいセンター

011-261-9277
〒060-0003
北海道札幌市中央区北三条西3-1-44
ヒューリック札幌ビル5階

函館市

一般財団法人函館市
住宅都市施設公社

0138-40-3601
〒041-0806
北海道函館市美原1-26-8

宮城県住宅供給公社

022-263-0322
〒980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉1-1-20
ふるさとビル

　茨城県

神
奈
川
県

埼
玉
県

北
海
道

　宮城県

団地管理を行っている事務所一覧
営業時間　月～土曜日（9時15分～17時40分）

休業日　 　日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日まで

（注1）　北海道住まいセンターの営業時間は、9時00分～17時25分となります。

（注2）　住まいセンター および西埼玉住宅管理センターを除く地域の営業時間・休業日は委託先によって異なります。

お住まいの団地の所在地

東
京
都

千
葉
県



●中部支社管内
連絡先 事務所住所

名古屋市（中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川
区・港区・緑区・天白区）、一宮市、津島市、豊田市、江
南市、稲沢市、知多市、知立市、岩倉市、豊明市、清須
市、弥富市、みよし市、愛知郡、海部郡

各務原市
四日市市、桑名市

名古屋市（千種区・東区・北区・西区・守山区・名東区）、春日
井市、小牧市、日進市

大曽根住まいセンター

052-723-1711
〒461-0040
愛知県名古屋市東区矢田1-3-33
名古屋大曽根第一生命ビル４階

静岡市
静岡県住宅供給公社

054-255-4824
〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町9-18
静岡中央ビル9階

●西日本支社管内
連絡先 事務所住所

大阪市（淀川区・東淀川区）、豊中市、池田市、
吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、三
島郡

千里住まいセンター

06-6871-0515
〒560-0082
大阪府豊中市新千里東町1-4-2
千里ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ19階

大阪市（阿倍野区・旭区・港区・住吉区・住之江区・城東区・生野区・
西区・大正区・中央区・天王寺区・都島区・東住吉区・東成区・平野区・

北区・浪速区）、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市、大東
市、東大阪市、八尾市

大阪住まいセンター

06-6968-4455
〒536-8522
大阪府大阪市城東区森之宮2-9-204

堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、富田林市、河内長
野市、松原市、和泉市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、
泉南市、大阪狭山市、阪南市

泉北住まいセンター

072-276-7123
〒599-8236
大阪府堺市中区深井沢町3257

大阪市（西淀川区・此花区・福島区）

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、三田市

神戸市、明石市、三木市
兵庫住まいセンター

078-242-2791
〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通7-1-15
三宮ビル南館4階

京都市、宇治市、亀岡市、久世郡、八幡市

木津川市、相楽郡

名張市

【平成30年９月30日まで】

広島県住宅供給公社

082-248-2272
【平成30年10月1日から】

株式会社第一ビルサービス

082-568-8177

【平成30年９月30日まで】
〒730-0051
広島県広島市中区大手町2-11-15
新大手町ビル
【平成30年10月1日から】
〒732-0827
広島県広島市南区稲荷町4-5
尾崎ビル

【平成30年９月30日まで】
株式会社ＪＮコミュニティ

・株式会社ＵＲリンケージ共同体
【平成30年10月１日から】
日本総合住生活株式会社
（鳴滝団地管理事務所）

073-455-9500

〒640-8471
和歌山県和歌山市善明寺６４２－２

【平成30年９月30日まで】
株式会社ＪＮコミュニティ

・株式会社ＵＲリンケージ共同体

06-6585-0378
【平成30年10月1日から】

株式会社第一ビルサービス

086-241-0757

【平成30年９月30日まで】
〒540-6012
大阪府大阪市中央区城見1-2-27
クリスタルタワー12階
【平成30年10月1日から】
〒700-0975
岡山県岡山市北区今4-9-23
大本今ビル

【平成30年９月30日まで】
株式会社ＪＮコミュニティ

・株式会社ＵＲリンケージ共同体
【平成30年10月１日から】
日本総合住生活株式会社

（屋島第一団地管理事務所）

087-843-2185

〒761-0113
香川県高松市屋島西町２４７５−１

　広島県

　和歌山県

　岡山県

　香川県

〒660-0881
兵庫県尼崎市昭和通3-95
アマックスビル８階

兵
庫
県

　滋賀県 京都住まいセンター

075-256-3663
〒604-8171
京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋
町566-1井門明治安田生命ビル4階

京都府

奈良住まいセンター

0742-71-2401
〒631-0805
奈良県奈良市右京1-4
サンタウンプラザひまわり館２階

 奈良県

三重県

愛知県

静岡県

お住まいの団地の所在地

大
阪
府

阪神住まいセンター

06-6419-4522

お住まいの団地の所在地

愛知県 名古屋住まいセンター

052-332-6711
〒460-0022
愛知県名古屋市中区金山1-12-14
金山総合ビル6階岐阜県

三重県



●九州支社管内
連絡先 事務所住所

福岡市、古賀市、宗像市、春日市、大野城市
福岡住まいセンター

092-433-8123
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11
ＫＤＸ博多南ビル3階

北九州市、遠賀郡

下関市、周南市

【平成30年9月30日まで】
公益財団法人

鹿児島県住宅・建築

総合センター

099-224-4539
【平成30年10月1日から】

株式会社東急コミュニティー

099-250-1778

【平成30年9月30日まで】
〒892-0838
鹿児島県鹿児島市新屋敷町16-228

【平成30年10月1日から】
〒890-0052
鹿児島県鹿児島市上之園町２４－２
第１２川北ビル・BOIS鹿児島８階

長崎県住宅供給公社

0957-26-9053
〒854-0074
長崎県諫早市山川町1-4-1

株式会社明和不動産管理・
株式会社キューネット

共同体

096-322-5000

〒860-0804
熊本県熊本市中央区辛島町4-35
株式会社明和不動産管理内

　長崎県

　熊本県

福
岡
県

北九州住まいセンター

093-561-3134
〒803-0816
福岡県北九州市小倉北区金田1-1-4山口県

　鹿児島県

お住まいの団地の所在地



Ｐ96
円グラフを以下の図に差し替え

出典） 国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィスウェブページ
「日本の1990〜2016   年度の温室効果ガス排出量データ」」(2018.4.25発表)

参考 http://www.jccca.org/chart/chart04_06.html
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