
入札公告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和３年７月13日 

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 

本部長  村上 卓也 

◎調達機関番号 599  ◎所在地番号 13 

○第14号 

１  調達内容 

(1) 品目分類番号 26 

(2) 調達件名及び数量 

虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業に係る仮設店舗の整備及び貸付等業

務 一式 

(3) 調達件名の特質等  

入札説明書による。 

(4) 履行期間 

契約締結日の翌日から令和８年９月30日まで 

 (5) 履行場所 

東京都港区虎ノ門一丁目18番１外 

(6) 入札方法 

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10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、見積もった契約希望金額の

110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２  競争参加資格 

(1) 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

でないこと。 

(2) 独立行政法人都市再生機構東日本地区における令和３・４年度物品購入等の契約に   

係る競争参加資格審査において「役務提供」の資格を有すると認定された者であるこ  

と。 

(3) 平成23年４月1日以降、自社による鉄骨造２階建て延床面積約1,300㎡以上の仮設店

舗に係る整備及び貸付等の実績があることを証明した者であること。 

(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

実施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業者若しくはこれに準ずる者でな



いこと。 

(6) (5)のほか、不法な行為を行い、若しくは行う恐れのある団体、法人若しくは個人

又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人若しくはそれらの構成員

で、契約相手方として機構が適当でないと認める者でないこと。 

３  入札書の提出場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

〒163－1315 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   

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03－5323－0718 

(2) 入札説明書等の交付方法 

独立行政法人都市再生機構のホームページからダウンロードすること。 

https://www.ur-net.go.jp/orders/toshin/order.html 

(3) 入札書の提出期限 

令和３年９月２日16時00分（ただし、郵送による入札の場合は書留郵便とし、令和３   

年９月１日16時00分必着とする。） 

(4) 開札の日時及び場所 

令和３年９月３日10時30分 

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部入札室 

４  その他 

(1) 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に限る。 

(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  この競争に参加を希望する者は、封印した入札書のほか   

に必要な証明書等を入札書の提出期限までに提出しなければならない。また、開札   

日の前日までの間において必要な証明書等の内容に関する本部長からの照会があっ

た場合には、説明しなければならない。 

(4) 入札の無効  競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反

した入札は無効とする。 

(5) 契約書作成の要否  要 

(6) 落札者の決定方法  独立行政法人都市再生機構会計規程第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。 

(7) 手続きにおける交渉の有無  無 

(8) 詳細は入札説明書による。 

５ Summary 

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity：Murakami Takuya,  

Director General of East Japan Urban Renaissance Branch ,Urban Renaissance 



Agency. 

(2)  Classification of the services to be procured：26 

(3) Nature and quantity of the services to be required：To set up a temporary 

store and Leasing business operation in the re development project  1 set 

(4)  Fulfillment：As shown in the tender documentation. 

(5) Fulfillment place：a part of , 18-1 ,Toranomon, Minatoku,Tokyo． 

(6) Qualification for participating in the tendering procedures：Suppliers 

eligible for participating in the proposed tender are those who shall： 

①  not come under Articles 331 and 332 of the Urban Renaissance Agency's Rules    

for the Operation of Accounting  Practice. 

② have been qualified through the  Examination of qualifications for the  

Participation in the Competitive  Tendering Procedures for Procuring  

Equipment by East Japan Urban Renaissance Branch ,Urban Renaissance Agency 

for the purpose of “ Lease Articles ” in terms of the Classification of

“The Others ”. 

③ have proven to have actually  manufactured or delivered the products 

concerned or the products with  performance similar to that of the  products 

concerned. 

④  not be currently under a suspension of nomination as instructed by East 

Japan Urban Renaissance Office, Urban Renaissance Agency. 

(7) Time-limit for tender：4：00PM 2 September, 2021. 

(8)  Contact point for the notice：3rd Project Promotion Division,  Department 

for Redevelopment of Center of Tokyo, East Japan Urban Renaissance Branch, 

Urban Renaissance Agency, 1-3-7, Yaesu, Chuouku, Tokyo , 103-0028, Japan. TEL 

03-5200-8626 

 


