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150116 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 平成27年度独立行政法人都市再生機構
グループウェア等に係る保守サポート
の調達　一式

14 （株）日立システムズ　東京都品川区
大崎１―２―１

26,356,924 141105 一般

150129 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 「カット紙プリンタ装置の賃貸借」及
び「連続紙プリンタ装置の賃貸借」の
更新に係る借入　一式

14 （株）日立製作所　東京都江東区新砂
１―６―27

1,738,951 月額 141125 一般

150129 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 「新経理システム・経営管理システム
に係る機器等の借入」の更新に伴う借
入　一式

14 （株）日立製作所　東京都江東区新砂
１―６―27

72,900,000 141125 一般

150202 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 不動産ポータルサイト掲出用一括入稿
システム開発業務　一式

73 （株）ビジュアルリサーチ　東京都品
川区大崎５―６―２

26,028,000 141210 一般 総合評価

150210 契約担当役　独立行政法人都市再生機
構西日本支社　支社長　伊藤　治
（大阪市城東区森之宮１―６―85）

27 乗用自動車の運行管理及び借上げに関
する業務　一式

53 大阪神鉄豊中タクシー（株）　大阪府
大阪市淀川区野中南１―４―７

80,047,051 141211 一般

150212 独立行政法人都市再生機構九州支社
契約担当役　内山　省吾　（福岡市中
央区長浜２―２―４）

40 賃貸住宅の広告宣伝等の委託 73 株式会社西広　福岡県福岡市中央区天
神一丁目４―１　西日本新聞会館内

4,050,000 141022 随意 b

150224 契約担当役　独立行政法人都市再生機
構西日本支社　支社長　伊藤　治
（大阪市城東区森之宮１―６―85）

27 新千里東町団地一部建替事業に伴う従
前居住者の住居移転に係る引越業務
一式

53 （株）ヒガシトゥエンティワン　大阪
市中央区内久宝寺町３―１―９

118,800 141211 一般

150224 契約担当役　独立行政法人都市再生機
構西日本支社　支社長　伊藤　治
（大阪市城東区森之宮１―６―85）

27 千里竹見台団地一部建替事業に伴う従
前居住者の住居移転に係る引越業務
一式

53 アートコーポレーション（株）　大阪
府大東市泉町２―14―11

129,600 141211 一般

150224 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 平成27年度コピー用紙の購入　一式 26 富士ゼロックス（株）　東京都港区赤
坂９―７―３

24,545,899 141222 一般

150224 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 平成27年度基幹系機器に係るプリン
タートナーの購入　一式

26 （株）日立システムズ　東京都品川区
大崎１―２―１

25,832,520 141222 一般

150226 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 平成27年度独立行政法人都市再生機構
役職員の転勤等に伴う引越荷物の運送
一式

53 日本通運（株）　東京都港区東新橋１
―９―３

47,636,748 141215 一般

150227 契約担当役　独立行政法人都市再生機
構西日本支社　支社長　伊藤　治
（大阪市城東区森之宮１―６―85）

27 平成27年度ルームエアコンディショナ
の購入

16 （株）富士通ゼネラル　川崎市高津区
末長３―３―17

59,504,000 141219 一般

150303 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸
住宅本部　本部長　大谷　幸生　（東
京都新宿区西新宿６―５―１）

13 平成27年度独立行政法人都市再生機構
東京エリアにおけるルームエアコン
ディショナの購入　７品目

16 パナソニックリビング首都圏・関東株
式会社　東京都中央区築地五丁目６番
10号

150,230,000 150109 一般

150303 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸
住宅本部　本部長　大谷　幸生　（東
京都新宿区西新宿６―５―１）

13 平成27年度独立行政法人都市再生機構
東日本エリアにおける温水洗浄便座の
購入　１品目

16 ジャニス工業株式会社　愛知県常滑市
唐崎町２丁目88番地

29,181,000 150109 一般

150306 契約担当役　独立行政法人都市再生機
構西日本支社　支社長　伊藤　治
（大阪市城東区森之宮１―６―85）

27 独立行政法人都市再生機構西日本支社
庁舎に係る清掃業務　一式

75 キョウワプロテック（株）　福島県福
島市五月町３―20

831,600 141204 一般

150306 独立行政法人都市再生機構九州支社
支社長　内山　省吾　（福岡県福岡市
中央区長浜２―２―４）

40 平成27年度都市再生機構九州支社ルー
ムエアコンディショナの購入　240台

16 株式会社富士通ゼネラル九州支店　福
岡県福岡市南区横手１―12―45

12,374,748 141215 一般

150319 契約担当役　独立行政法人都市再生機
構中部支社　支社長　渡辺　恵祐
（愛知県名古屋市中区錦三丁目５番27
号）

23 平成27年度独立行政法人都市再生機構
中部支社管轄団地におけるルームエア
コンディショナの購入　450台(予定)

16 パナソニックリビング中部株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目７
番55号

22,015,800 150114 一般

150320 契約担当役　独立行政法人都市再生機
構西日本支社　支社長　伊藤　治
（大阪市城東区森之宮１―６―85）

27 平成27・28年度住宅管理報「まど」配
布業務

73 （株）ラパンプラス　大阪市西区江戸
堀１―４―27日宝江戸堀ビル５階１号

14,774,400 150128 一般

150320 契約担当役　独立行政法人都市再生機
構西日本支社　支社長　伊藤　治
（大阪市城東区森之宮１―６―85）

27 平成27年度住宅管理報「まど」印刷業
務

76 （株）高速オフセット　大阪市北区梅
田３―４―５毎日新聞ビル６階

7,879,680 150128 一般

150323 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 経理システム・経営管理システムに係
る機器等の借入　一式

14 （株）日立製作所　東京都江東区新砂
１―６―27

17,604,000 月額 150109 一般 総合評価

150331 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 本社清掃業務　一式 75 （株）アサヒファシリティズ横浜支店
神奈川県横浜市西区花咲町６―145

53,586,200 150310 随意 b

150401 独立行政法人都市再生機構首都圏
ニュータウン本部　本部長　宮本　保
宏　（東京都新宿区西新宿６―５―
１）

13 企業認知向上のための広告宣伝等の委
託

73 株式会社ＵＲリンケージ・株式会社日
本経済社共同企業体　東京都中央区日
本橋１―５―３

168,000,000 予定総価 150220 随意 b

150401 独立行政法人都市再生機構首都圏
ニュータウン本部　本部長　宮本　保
宏　（東京都新宿区西新宿６―５―
１）

13 企業認知向上のための広告宣伝等の委
託

73 株式会社ＵＲリンケージ　東京都中央
区日本橋１―５―３

76,000,000 予定総価 150220 随意 b

独立行政法人都市再生機構

(Urban Renaissance Agency)
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独立行政法人都市再生機構

(Urban Renaissance Agency)

150430 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 インターネット賃貸住宅情報サイト
「アットホーム」への広告掲載業務
一式

73 アットホーム株式会社　東京都大田区
西六郷４―34―12

30,702,240 150409 随意 b

150430 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 インターネット賃貸住宅情報サイト
「スーモ」への広告掲載業務　一式

73 株式会社リクルート住まいカンパニー
東京都千代田区丸の内１―９―２

186,386,400 150409 随意 b

150430 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 インターネット賃貸住宅情報サイト
「ホームズ」への広告掲載業務　一式

73 株式会社ネクスト　東京都港区港南２
―３―13

21,034,080 150409 随意 b

150501 分任契約担当役　独立行政法人都市再
生機構西日本支社　募集販売センター
所長　田中　義浩　（大阪市北区梅田
２―２―22）

27 平成27年度ビジネス・ロケーション・
フォーラム関西実施運営等業務(新聞
広告等版下作成等業務)

73 平成27年度ビジネス・ロケーション・
フォーラム関西実施運営等業務共同企
業連合体　大阪府大阪市中央区城見１
―２―27

28,536,300 150109 随意 b

150507 契約担当役　独立行政法人都市再生機
構東日本都市再生本部長　新居田滝人
（東京都新宿区西新宿６―５―１）

13 大手町二丁目地区施設建築物店舗等プ
ロパティ・マネジメント準備等業務

73 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
東京都千代田区外神田四丁目14番１号

184,680,000 141219 随意 b

150511 契約担当役　独立行政法人都市再生機
構東日本都市再生本部長　新居田滝人
（東京都新宿区西新宿６―５―１）

13 再開発事業に係る仮設店舗１式(軽量
鉄骨造２階建建築面積約750平方ｍ延
べ面積約1,500平方ｍ)

26 大和リース株式会社　大阪府大阪市中
央区農人橋２―１―36

226,357,200 150319 一般

150511 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 平成27年度広報等業務　一式 73 株式会社日本経済社　東京都中央区銀
座７―13―20

150305 随意 b

150520 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸
住宅本部　関東地域住宅経営部担当本
部長　守安　雅志　（東京都新宿区西
新宿６―５―１）

13 浜見平団地(第３期)建替事業に伴う従
前居住者の移転に係る引越業務一式

58 日本通運株式会社　東京都港区新橋１
―９―３

103,113,000 150320 一般

150528 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 平成27年ＵＲ賃貸住宅居住者定期調査
に係る調査票配付・回収等業務　一式

72 株式会社サーベイリサーチセンター
東京都荒川区西日暮里２―40―10

77,868,000 150407 一般

150528 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 平成27年ＵＲ賃貸住宅居住者定期調査
の実施関連業務　一式

72 株式会社ＵＲリンケージ　東京都中央
区日本橋１―５―３

26,244,000 150407 一般 総合評価

150528 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 平成27年度独立行政法人都市再生機構
文具類等の購入　379品目程度

26 株式会社トミヤ　神奈川県横浜市中区
野毛町４―173―２―1203

31,332,934 150326 一般

150619 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸
住宅本部　関東地域担当本部長　守安
雅志　（東京都新宿区西新宿６―５―
１）

13 平成27年度関東地区内賃貸住宅入居促
進対策等の実施に係る広告宣伝等業務

73 アットホーム株式会社　東京都大田区
西六郷４―34―12

550,000,000 予定 150327 随意 b

150629 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸
住宅本部　本部長　岡　雄一　（東京
都新宿区西新宿６―５―１）

13 平成27年度東日本賃貸住宅本部賃貸住
宅入居促進対策等の実施に係る広告宣
伝等業務

73 株式会社相鉄エージェンシー　神奈川
県横浜市神奈川区栄町５―１

270,000,000 予定 150407 随意 b

150701 独立行政法人都市再生機構九州支社
契約担当役　内山　省吾　（福岡市中
央区長浜２―２―４）

40 賃貸住宅の広告宣伝等の委託 73 株式会社電通九州　福岡県福岡市中央
区赤坂１―16―10

230,000,000 予定総価 150415 随意 b

150716 独立行政法人都市再生機構九州支社
支社長　内山　省吾　（福岡県福岡市
中央区長浜二丁目２番４号）

40 団地再生事業に伴う居住者引越業務
(四箇田団地)　一式

57 セイノー引越株式会社　東京都江東区
木場２―１―３

27,440,000 150521 一般

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　阪神
住まいセンター　センター長　住野
宏仁　（兵庫県尼崎市御園町５番地）

28 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務
(パークシティふれあいのまち団地他
14団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１丁目９番）

10,604,800 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　阪神
住まいセンター　センター長　住野
宏仁　（兵庫県尼崎市御園町５番地）

28 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務
(パークタウン西武庫団地他18団地)
一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１丁目９番）

16,599,453 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　阪神
住まいセンター　センター長　住野
宏仁　（兵庫県尼崎市御園町５番地）

28 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(高
見フローラルタウン七番街団地他３団
地)　一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１丁目９番）

13,775,531 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　阪神
住まいセンター　センター長　住野
宏仁　（兵庫県尼崎市御園町５番地）

28 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(浜
甲子園団地他14団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１丁目９番）

8,850,488 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　千里
住まいセンター　センター長　下浦
彰　（大阪府豊中市新千里東町１丁目
４番２号）

27 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(新
千里北町団地他21団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社　東京都千代
田区神田錦町１丁目９番

39,353,560 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　千里
住まいセンター　センター長　下浦
彰　（大阪府豊中市新千里東町１丁目
４番２号）

27 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(千
里津雲台団地他13団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社　東京都千代
田区神田錦町１丁目９番

27,109,065 150611 一般 総合評価
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150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　千里
住まいセンター　センター長　下浦
彰　（大阪府豊中市新千里東町１丁目
４番２号）

27 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(総
持寺団地他16団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社　東京都千代
田区神田錦町１丁目９番

34,779,062 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　泉北
住まいセンター　センター長　田村
公一　（大阪府堺市南区竹城台１丁１
番）

27 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務
(向ヶ丘第二団地他26団地)　一式

75 日本総合住生活（株）大阪支社大阪南
支店（堺市西区上野芝向ヶ丘町６―６
―40）

36,702,545 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　泉北
住まいセンター　センター長　田村
公一　（大阪府堺市南区竹城台１丁１
番）

27 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(助
松団地他９団地)　一式

75 日本総合住生活（株）大阪支社大阪南
支店（堺市西区上野芝向ヶ丘町６―６
―40）

35,235,999 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　泉北
住まいセンター　センター長　田村
公一　（大阪府堺市南区竹城台１丁１
番）

27 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(白
鷺団地他14団地)　一式

75 日本総合住生活（株）大阪支社大阪南
支店（堺市西区上野芝向ヶ丘町６―６
―40）

38,750,509 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　大阪
住まいセンター　センター長　藤原
芳雄　（大阪府大阪市城東区森之宮２
丁目９―204号）

27 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(プ
ロムナーデ関目団地他16団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１丁目９番）

16,173,184 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　大阪
住まいセンター　センター長　藤原
芳雄　（大阪府大阪市城東区森之宮２
丁目９―204号）

27 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(リ
バーサイドながら団地他37団地)　一
式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１丁目９番）

18,198,023 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　大阪
住まいセンター　センター長　藤原
芳雄　（大阪府大阪市城東区森之宮２
丁目９―204号）

27 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(磯
路公園団地他21団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１丁目９番）

22,709,426 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　大阪
住まいセンター　センター長　藤原
芳雄　（大阪府大阪市城東区森之宮２
丁目９―204号）

27 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(寝
屋川団地他14団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１丁目９番）

30,366,398 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　奈良
住まいセンター　センター長　加藤
明　（奈良県奈良市右京１丁目４番地
サンタウンプラザひまわり館２階）

29 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(西
大和星和台団地他８団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

16,387,185 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　奈良
住まいセンター　センター長　加藤
明　（奈良県奈良市右京１丁目４番地
サンタウンプラザひまわり館２階）

29 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(中
登美第三団地他22団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

59,687,673 150611 一般 総合評価

150807 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　兵庫
住まいセンター　センター長　高橋
誠司　（兵庫県神戸市中央区御幸通７
―１―15三宮ビル南館４階）

28 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(落
合団地他21団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社（兵庫県神戸
市中央区浜辺通５丁目１番14号）

53,921,910 150611 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　浦和
住まいセンター　センター長　熊坂
弘　（埼玉県さいたま市南区沼影１―
10―１）

11 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(わ
し宮団地他８団地)一式

75 日本総合住生活株式会社関東支社浦和
支店　埼玉県さいたま市南区南浦和３
―49―53

58,675,411 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　浦和
住まいセンター　センター長　熊坂
弘　（埼玉県さいたま市南区沼影１―
10―１）

11 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(西
上尾第一団地他５団地)一式

75 日本総合住生活株式会社関東支社浦和
支店　埼玉県さいたま市南区南浦和３
―49―53

68,276,383 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　浦和
住まいセンター　センター長　熊坂
弘　（埼玉県さいたま市南区沼影１―
10―１）

11 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(川
口栄町団地他29団地)一式

75 日本総合住生活株式会社関東支社浦和
支店　埼玉県さいたま市南区南浦和３
―49―53

41,395,759 150612 一般 総合評価
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150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　浦和
住まいセンター　センター長　熊坂
弘　（埼玉県さいたま市南区沼影１―
10―１）

11 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(田
島団地他28団地)一式

75 日本総合住生活株式会社関東支社浦和
支店　埼玉県さいたま市南区南浦和３
―49―53

54,600,716 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　横浜
住まいセンター　センター長　大塚
正美　（神奈川県横浜市西区北幸１―
１―８エキニア横浜７階）

14 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(峰
沢町他10団地)一式

75 日本総合住生活株式会社東京支社横浜
支店（神奈川県横浜市港北区新横浜２
―３―19）

51,481,545 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　横浜
南住まいセンター　センター長　関口
健勇　（神奈川県横浜市港南区港南台
３―３―１港南台214ビル３階）

14 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(金
沢シーサイドタウン並木一丁目第一団
地他16団地)一式

75 日本総合住生活株式会社東京支社横浜
南支店（神奈川県横浜市磯子区洋光台
４―２―25）

76,557,435 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　横浜
南住まいセンター　センター長　関口
健勇　（神奈川県横浜市港南区港南台
３―３―１港南台214ビル３階）

14 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(洋
光台中央団地他16団地)一式

75 日本総合住生活株式会社東京支社横浜
南支店（神奈川県横浜市磯子区洋光台
４―２―25）

84,118,956 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　城北
住まいセンター　センター長　鈴木
一秀　（東京都台東区東上野５丁目２
番５号下谷ビル４階）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(花
畑団地他８団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

72,468,654 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　神奈
川西住まいセンター　センター長　宮
崎　恭子　（神奈川県藤沢市藤沢462
日本生命藤沢駅前ビル９階）

14 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務
(アーバンハイツ菅生ヶ丘他15団地)一
式

75 日本総合住生活株式会社東京支社神奈
川西支店（神奈川県大和市深見台３―
１―13）

32,877,958 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　千葉
住まいセンター　センター長　桑原
仁　（千葉県千葉市美浜区高洲４―５
―15）

12 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務　一
式(成田ＮＴ加良部一丁目他４団地)

75 日本総合住生活株式会社関東支社千葉
支店　千葉県千葉市美浜区高洲４―５
―８

19,047,535 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　東京
東住まいセンター　センター長　安川
弘　（東京都墨田区江東橋４丁目26番
５号東京トラフィック錦糸町ビル本館
７階）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(大
島六丁目団地他11団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

97,352,639 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　東埼
玉住まいセンター　センター長　小松
慎治　（埼玉県草加市松原１―１―
６）

11 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(み
さと他２団地)一式

75 日本総合住生活株式会社関東支社東埼
玉支店　埼玉県草加市旭町３―３―１

60,279,840 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　東埼
玉住まいセンター　センター長　小松
慎治　（埼玉県草加市松原１―１―
６）

11 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(草
加松原他８団地)一式

75 日本総合住生活株式会社関東支社東埼
玉支店　埼玉県草加市旭町３―３―１

75,484,201 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　東埼
玉住まいセンター　センター長　小松
慎治　（埼玉県草加市松原１―１―
６）

11 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(武
里他５団地)一式

75 日本総合住生活株式会社関東支社東埼
玉支店　埼玉県草加市旭町３―３―１

88,968,063 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　南多
摩住まいセンター　センター長　高嶋
仁　（東京都多摩市永山１―５ベルブ
永山６階601号室）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(多
摩ニュータウン永山団地他40団地)一
式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

107,881,291 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　南多
摩住まいセンター　センター長　高嶋
仁　（東京都多摩市永山１―５ベルブ
永山６階601号室）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(町
田山崎団地他５団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

77,808,480 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　福岡
住まいセンター　センター長　横山
申典　（福岡県福岡市中央区舞鶴１丁
目４番６号）

40 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務一式
(原団地他14団地)

75 日本総合住生活株式会社（福岡市城南
区金山団地26番４号）

67,022,467 150612 一般 総合評価
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150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　福岡
住まいセンター　センター長　横山
申典　（福岡県福岡市中央区舞鶴１丁
目４番６号）

40 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務一式
(荒江団地他28団地)

75 日本総合住生活株式会社（福岡市城南
区金山団地26番４号）

45,208,201 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　福岡
住まいセンター　センター長　横山
申典　（福岡県福岡市中央区舞鶴１丁
目４番６号）

40 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務一式
(香椎団地他39団地)

75 日本総合住生活株式会社（福岡市城南
区金山団地26番４号）

55,332,100 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　福岡
住まいセンター　センター長　横山
申典　（福岡県福岡市中央区舞鶴１丁
目４番６号）

40 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務一式
(堤団地他26団地)

75 日本総合住生活株式会社（福岡市城南
区金山団地26番４号）

44,645,965 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　北九
州住まいセンター　センター長　伊藤
邦男　（福岡県北九州市小倉北区金田
１丁目１番４号）

40 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務一式
(城野団地他54団地)

75 日本総合住生活株式会社（北九州市小
倉北区片野３丁目15番５号）

10,923,673 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　北多
摩住まいセンター　センター長　佐藤
典明　（東京都立川市曙町２―34―７
ファーレイーストビル10階）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(国
立富士見台団地他16団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

86,369,869 150701 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ東京南
住まいセンター　センター長　島添
好徳　（東京都港区芝一丁目７番17
号）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(希
望ヶ丘団地他21団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

47,662,036 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ東京南
住まいセンター　センター長　島添
好徳　（東京都港区芝一丁目７番17
号）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(調
布千鳥町団地他23団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

41,116,413 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ東京北
住まいセンター　センター長　佐間田
進　（東京都豊島区東池袋一丁目10番
１号）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(高
島平団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

37,561,187 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ東京北
住まいセンター　センター長　佐間田
進　（東京都豊島区東池袋一丁目10番
１号）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(豊
島五丁目団地他11団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

42,798,731 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ北海道
住まいセンター　センター長　志鎌
豊　（北海道中央区北３条西３丁目１
番44号）

1 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(あ
けぼの団地他４団地)一式

75 エムエムエスマンションマネージメン
トサービス株式会社（札幌市中央区南
１条西４丁目20番地）

24,789,693 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ北海道
住まいセンター　センター長　志鎌
豊　（北海道中央区北３条西３丁目１
番44号）

1 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(大
麻宮町団地他５団地)一式

75 株式会社北日本消毒（北海道小樽市港
町７番２号）

18,896,760 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　東日本賃
貸住宅本部関東地域住宅経営部　西埼
玉住宅管理センター　所長　吉原　護
（埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘１―２―27
―301）

11 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(ア
クティ上福岡団地他20団地)一式

75 日本総合住生活株式会社関東支社西埼
玉支店　埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘１―
２―27―305

75,187,491 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　東日本賃
貸住宅本部関東地域住宅経営部　西埼
玉住宅管理センター　所長　吉原　護
（埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘１―２―27
―301）

11 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(所
沢パークタウン駅前通り団地他15団
地)一式

75 日本総合住生活株式会社関東支社西埼
玉支店　埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘１―
２―27―305

60,618,527 150612 一般 総合評価

150826 独立行政法人都市再生機構　東日本賃
貸住宅本部関東地域住宅経営部　西埼
玉住宅管理センター　所長　吉原　護
（埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘１―２―27
―301）

11 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(北
坂戸団地他13団地)一式

75 日本総合住生活株式会社関東支社西埼
玉支店　埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘１―
２―27―305

79,966,501 150612 一般 総合評価
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(Urban Renaissance Agency)

150827 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　千葉
西住まいセンター　センター長　福田
和夫　（千葉県船橋市前原西２丁目12
―７津田沼第一生命ビル３階）

12 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務　一
式(エステート市川大洲他12団地)

75 日本総合住生活株式会社関東支社千葉
西支店　千葉県習志野市袖ヶ浦３―２

15,871,260 150612 一般 総合評価

150828 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　松戸
住まいセンター　センター長　渡邉祐
一郎　（千葉県松戸市松戸1307―１松
戸ビル13階）

12 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務　一
式(取手井野団地他14団地)

75 ＴＣＳ・ホゼン共同企業体　東京都荒
川区町屋１丁目38番16号

32,538,812 150612 一般 総合評価

150903 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ北海道
住まいセンター　センター長　志鎌
豊　（北海道中央区北３条西３丁目１
番44号）

1 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(花
川中央団地他24団地)一式

75 パイプ技研工業株式会社（札幌市北区
屯田２条１丁目７番45号）

28,519,938 150612 一般 総合評価

150908 契約担当役　独立行政法人都市再生機
構東日本賃貸住宅本部　本部長　岡
雄一　（東京都新宿区西新宿６―５―
１）

13 平成27年度甲市街地住宅の用途廃止事
業に伴う居住者の引越業務

58 セイノー引越（株）　東京都江東区木
場２―１―３

21,340,000 150717 一般

150911 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　大曽
根住まいセンター　センター長　池野
孝司　（愛知県名古屋市東区矢田１丁
目３番33号）

23 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(上
飯田団地地他13団地)一式

75 日本総合住生活株式会社名古屋支社
（愛知県名古屋市中区正木３丁目５番
30号）

11,691,005 150721 一般 総合評価

150911 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　大曽
根住まいセンター　センター長　池野
孝司　（愛知県名古屋市東区矢田１丁
目３番33号）

23 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(藤
山台団地他８団地)一式

75 日本総合住生活株式会社名古屋支社
（愛知県名古屋市中区正木３丁目５番
30号）

13,462,168 150721 一般 総合評価

150911 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　名古
屋住まいセンター　センター長　伊藤
正則　（愛知県名古屋市中区金山１丁
目12番14号）

23 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(九
番団地地他18団地)一式

75 日本総合住生活株式会社名古屋支社
（愛知県名古屋市中区正木３丁目５番
30号）

8,898,498 150721 一般 総合評価

150911 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　名古
屋住まいセンター　センター長　伊藤
正則　（愛知県名古屋市中区金山１丁
目12番14号）

23 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(江
南団地他８団地)一式

75 日本総合住生活株式会社名古屋支社
（愛知県名古屋市中区正木３丁目５番
30号）

12,316,876 150721 一般 総合評価

150911 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　名古
屋住まいセンター　センター長　伊藤
正則　（愛知県名古屋市中区金山１丁
目12番14号）

23 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(則
武団地他17団地)一式

75 日本総合住生活株式会社名古屋支社
（愛知県名古屋市中区正木３丁目５番
30号）

7,687,025 150721 一般 総合評価

150911 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　名古
屋住まいセンター　センター長　伊藤
正則　（愛知県名古屋市中区金山１丁
目12番14号）

23 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(豊
明団地他８団地)一式

75 日本総合住生活株式会社名古屋支社
（愛知県名古屋市中区正木３丁目５番
30号）

11,904,797 150721 一般 総合評価

150911 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　名古
屋住まいセンター　センター長　伊藤
正則　（愛知県名古屋市中区金山１丁
目12番14号）

23 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(鳴
海団地他22団地)一式

75 日本総合住生活株式会社名古屋支社
（愛知県名古屋市中区正木３丁目５番
30号）

9,327,343 150721 一般 総合評価

150917 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　城北
住まいセンター　センター長　鈴木
一秀　（東京都台東区東上野５丁目２
番５号下谷ビル４階）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(栗
原団地他17団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

62,476,006 150729 一般 総合評価

150917 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　城北
住まいセンター　センター長　鈴木
一秀　（東京都台東区東上野５丁目２
番５号下谷ビル４階）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(青
戸第一団地他21団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

64,292,616 150729 一般 総合評価

150917 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　東京
東住まいセンター　センター長　安川
弘　（東京都墨田区江東橋４丁目26番
５号東京トラフィック錦糸町ビル本館
７階）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(リ
バーピア吾妻橋ライフタワー団地他２
団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

19,095,212 150729 一般 総合評価
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150917 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　東京
東住まいセンター　センター長　安川
弘　（東京都墨田区江東橋４丁目26番
５号東京トラフィック錦糸町ビル本館
７階）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(小
島町二丁目団地他10団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

51,728,715 150729 一般 総合評価

150917 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　東京
東住まいセンター　センター長　安川
弘　（東京都墨田区江東橋４丁目26番
５号東京トラフィック錦糸町ビル本館
７階）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(北
砂五丁目団地他15団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

93,098,701 150729 一般 総合評価

150917 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　南多
摩住まいセンター　センター長　高嶋
仁　（東京都多摩市永山１－５ベルブ
永山６階601号室）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務
(館ヶ丘団地他14団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

101,645,160 150729 一般 総合評価

150917 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ東京南
住まいセンター　センター長　島添
好徳　（東京都港区芝一丁目７番17
号）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(ア
クティ汐留団地他13団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

47,462,170 150729 一般 総合評価

150917 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ東京南
住まいセンター　センター長　島添
好徳　（東京都港区芝一丁目７番17
号）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(田
町駅前団地他24団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

24,375,770 150729 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　横浜
住まいセンター　センター長　大塚
正美　（神奈川県横浜市西区北幸１―
１―８　エキニア横浜７階）

14 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務
(アーベインビオ川崎他１団地)一式

75 日本総合住生活株式会社東京支社横浜
支店（神奈川県横浜市港北区新横浜２
―３―19）

10,141,728 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　横浜
住まいセンター　センター長　大塚
正美　（神奈川県横浜市西区北幸１―
１―８　エキニア横浜７階）

14 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(く
ぬぎ台他10団地)一式

75 日本総合住生活株式会社東京支社横浜
支店（神奈川県横浜市港北区新横浜２
―３―19）

43,415,268 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　横浜
住まいセンター　センター長　大塚
正美　（神奈川県横浜市西区北幸１―
１―８　エキニア横浜７階）

14 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(ミ
ラリオ鶴見小野他30団地)一式

75 日本総合住生活株式会社東京支社横浜
支店（神奈川県横浜市港北区新横浜２
―３―19）

61,817,264 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　横浜
住まいセンター　センター長　大塚
正美　（神奈川県横浜市西区北幸１―
１―８　エキニア横浜７階）

14 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(西
菅田他21団地)一式

75 日本総合住生活株式会社東京支社横浜
支店（神奈川県横浜市港北区新横浜２
―３―19）

73,147,488 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　横浜
住まいセンター　センター長　大塚
正美　（神奈川県横浜市西区北幸１―
１―８　エキニア横浜７階）

14 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(南
幸他31団地)一式

75 日本総合住生活株式会社東京支社横浜
支店（神奈川県横浜市港北区新横浜２
―３―19）

70,230,394 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　京都
住まいセンター　センター長　山崎
孝　（京都府京都市中京区烏丸御池下
ル虎屋町566―１）

26 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(上
桂団地他25団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社（京都府京都
市下京区新町通四条下ル四条町347番
地の１）

20,288,071 150716 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　京都
住まいセンター　センター長　山崎
孝　（京都府京都市中京区烏丸御池下
ル虎屋町566―１）

26 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(深
草団地他17団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社（京都府京都
市下京区新町通四条下ル四条町347番
地の１）

28,399,041 150716 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　京都
住まいセンター　センター長　山崎
孝　（京都府京都市中京区烏丸御池下
ル虎屋町566―１）

26 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(男
山団地他２団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社（京都府京都
市下京区新町通四条下ル四条町347番
地の１）

23,104,476 150716 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　松戸
住まいセンター　センター長　渡邉祐
一郎　（千葉県松戸市松戸1307－１松
戸ビル13階）

12 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務　一
式(豊四季台団地他24団地)

75 日本総合住生活株式会社関東支社千葉
北支店　千葉県柏市豊四季台２―１―
105―101

36,422,034 150730 一般 総合評価
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150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　松戸
住まいセンター　センター長　渡邉祐
一郎　（千葉県松戸市松戸1307－１松
戸ビル13階）

12 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務　一
式(梨香台団地他14団地)

75 日本総合住生活株式会社関東支社千葉
北支店　千葉県柏市豊四季台２―１―
105―101

27,491,659 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　神奈
川西住まいセンター　センター長　宮
崎　恭子　（神奈川県藤沢市藤沢462
日本生命藤沢駅前ビル９階）

14 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(上
和田団地他23団地)一式

75 日本総合住生活株式会社東京支社神奈
川西支店（神奈川県大和市深見台３―
１―13）

48,620,211 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　神奈
川西住まいセンター　センター長　宮
崎　恭子　（神奈川県藤沢市藤沢462
日本生命藤沢駅前ビル９階）

14 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(善
行団地他４団地)一式

75 日本総合住生活株式会社東京支社神奈
川西支店（神奈川県大和市深見台３―
１―13）

24,756,684 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　神奈
川西住まいセンター　センター長　宮
崎　恭子　（神奈川県藤沢市藤沢462
日本生命藤沢駅前ビル９階）

14 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(鶴
が台団地他12団地)一式

75 日本総合住生活株式会社東京支社神奈
川西支店（神奈川県大和市深見台３―
１―13）

82,936,071 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　千葉
住まいセンター　センター長　桑原
仁　（千葉県千葉市美浜区高洲４―５
―15）

12 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務　一
式(花見川団地他６団地)

75 日本総合住生活株式会社関東支社千葉
支店　千葉県千葉市美浜区高洲４―５
―８

23,445,891 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　千葉
住まいセンター　センター長　桑原
仁　（千葉県千葉市美浜区高洲４―５
―15）

12 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務　一
式(高洲第一他13団地)

75 日本総合住生活株式会社関東支社千葉
支店　千葉県千葉市美浜区高洲４―５
―８

34,180,975 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　千葉
住まいセンター　センター長　桑原
仁　（千葉県千葉市美浜区高洲４―５
―15）

12 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務　一
式(千葉幸町他10団地)

75 日本総合住生活株式会社関東支社千葉
支店　千葉県千葉市美浜区高洲４―５
―８

32,691,958 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　千葉
西住まいセンター　センター長　福田
和夫　（千葉県船橋市前原西２丁目12
―７津田沼第一生命ビル３階）

12 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務　一
式(高根台団地他７団地)

75 日本総合住生活株式会社関東支社千葉
西支店　千葉県習志野市袖ヶ浦３―２

22,753,014 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　千葉
西住まいセンター　センター長　福田
和夫　（千葉県船橋市前原西２丁目12
―７津田沼第一生命ビル３階）

12 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務　一
式(習志野海浜秋津団地他６団地)

75 日本総合住生活株式会社関東支社千葉
西支店　千葉県習志野市袖ヶ浦３―２

18,605,091 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　千葉
西住まいセンター　センター長　福田
和夫　（千葉県船橋市前原西２丁目12
―７津田沼第一生命ビル３階）

12 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務　一
式(村上団地他４団地)

75 日本総合住生活株式会社関東支社千葉
西支店　千葉県習志野市袖ヶ浦３―２

29,800,295 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　千葉
西住まいセンター　センター長　福田
和夫　（千葉県船橋市前原西２丁目12
―７津田沼第一生命ビル３階）

12 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務　一
式(八千代ゆりのき台ライフタワー他
１団地)

75 日本総合住生活株式会社関東支社千葉
西支店　千葉県習志野市袖ヶ浦３―２

2,687,433 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　東埼
玉住まいセンター　センター長　小松
慎治　（埼玉県草加市松原１－１－
６）

11 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務
(ハーモネスタワー松原)(再公募)一式

75 日本総合住生活株式会社関東支社東埼
玉支店　埼玉県草加市旭町３―３―１

3,673,311 150730 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　兵庫
住まいセンター　センター長　高橋
誠司　（兵庫県神戸市中央区御幸通７
―１―15三宮ビル南館４階）

28 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(Ｈ
ＡＴ神戸・脇の浜団地他４団地)　一
式

75 日本総合住生活株式会社（兵庫県神戸
市中央区浜辺通５丁目１番14号）

8,396,654 150716 一般 総合評価

150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　兵庫
住まいセンター　センター長　高橋
誠司　（兵庫県神戸市中央区御幸通７
―１―15三宮ビル南館４階）

28 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(ル
ネシティ脇浜町団地他17団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社（兵庫県神戸
市中央区浜辺通５丁目１番14号）

10,790,839 150716 一般 総合評価
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150918 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　兵庫
住まいセンター　センター長　高橋
誠司　（兵庫県神戸市中央区御幸通７
―１―15三宮ビル南館４階）

28 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(鈴
蘭台第一団地他８団地)　一式

75 日本総合住生活株式会社（兵庫県神戸
市中央区浜辺通５丁目１番14号）

33,733,091 150716 一般 総合評価

150924 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　浦和
住まいセンター　センター長　熊坂
弘　（埼玉県さいたま市南区沼影１－
10－１）

11 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務
(ビュータワーおけがわ団地)一式

75 日本総合住生活株式会社関東支社浦和
支店　埼玉県さいたま市南区南浦和３
―49―53

1,909,604 150730 一般 総合評価

150924 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸
住宅本部　本部長　岡　雄一　（東京
都新宿区西新宿６―５―１）

13 ヌーヴェル赤羽台募集ＰＲ等業務 73 株式会社ＵＲリンケージ　東京都中央
区日本橋一丁目５番３号

30,000,000 予定 150703 随意 b

150928 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　北多
摩住まいセンター　センター長　佐藤
典明　（東京都立川市曙町２―34―７
ファーレイーストビル10階）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(神
代団地他31団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

101,376,997 150806 一般 総合評価

150928 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　北多
摩住まいセンター　センター長　佐藤
典明　（東京都立川市曙町２―34―７
ファーレイーストビル10階）

13 ＵＲ賃貸住宅雑排水管等清掃業務(清
瀬旭が丘団地他16団地)一式

75 日本総合住生活株式会社（東京都千代
田区神田錦町１―９）

87,257,190 150806 一般 総合評価

150930 契約担当役　独立行政法人都市再生機
構東日本都市再生本部長　新居田滝人
（東京都新宿区西新宿６―５―１）

13 東日本都市再生本部他庁舎清掃業務一
式

75 中央管財（株）　東京都千代田区岩本
町１―３―９

4,892,400 月額 150810 随意 b

151008 独立行政法人都市再生機構九州支社
支社長　内山　省吾　（福岡県福岡市
中央区長浜二丁目２番４号）

40 団地再生事業に伴う居住者引越業務
(日の里団地)　一式

57 ＳＧムービング株式会社　東京都江東
区新木場二丁目14番11号

12,638,000 150811 一般

151009 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 電子計算機の賃貸借(磁気ディスク装
置の増設)の更新に伴う借入　一式

14 （株）日立製作所　東京都品川区南大
井６―23―１

38,102,400 150806 一般

151120 独立行政法人都市再生機構九州支社
支社長　内山　省吾　（福岡県福岡市
中央区長浜二丁目２番４号）

40 九州支社自動電話交換機等の賃貸借及
び保守管理業務等　一式

15, 28 ＮＴＴファイナンス株式会社　東京都
港区芝浦１―２―１

25,272,000 150901 一般

151130 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 「パーソナルコンピュータネットワー
クシステムの一部入替」の更新に伴う
借入　一式

14 （株）日立製作所　東京都品川区南大
井６―23―１

60,599,988 150924 一般

151208 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸
住宅本部　本部長　岡　雄一　（東京
都新宿区西新宿６―５―１）

13 平成27年度独立行政法人都市再生機構
東日本エリアにおける消火器の購入
11品目

13 株式会社藤興産　静岡県下田市柿崎41
―20

42,428,680 151015 一般

151210 独立行政法人都市再生機構　業務受託
者　株式会社ＵＲコミュニティ　名古
屋住まいセンター　センター長　伊藤
正則　（愛知県名古屋市中区金山１丁
目12番14号）

23 江南団地内汚水処理施設の余剰汚泥引
出及び運搬処理業務

78 株式会社大栄工業（愛知県江南市赤童
子町大堀19番地）

90,720,000 151016 一般

151214 契約担当役　独立行政法人都市再生機
構西日本支社　支社長　西村　志郎
（大阪市城東区森之宮１―６―85）

27 書類等の集配に関する業務　一式 53 広田ユニオン（株）　大阪府大阪市城
東区関目４―３―14

57,780,000 151022 一般

151217 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 平成28年度賃貸募集関連システム用機
器の一部更改に伴う借入　一式

14 ＴＩＳ（株）　東京都新宿区西新宿８
―17―１

1,390,770 月額 151014 一般

151217 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 平成28年度賃貸募集関連システム用機
器の更新に伴う借入　一式

14 ＴＩＳ（株）　東京都新宿区西新宿８
―17―１

35,532,000 151014 一般

151224 独立行政法人都市再生機構　総務部長
中瀬　弘実　（神奈川県横浜市中区本
町６―50―１）

14 「「カット紙プリンタ装置の賃貸借」
及び「連続紙プリンタ装置の賃貸
借」」の更新に伴う借入　一式

14 （株）日立製作所　東京都品川区南大
井６―23―１

1,843,981 月額 151029 一般

151225 独立行政法人都市再生機構首都圏
ニュータウン本部　千葉地域担当推進
役　佐々木公陽　（千葉県印西市中央
南１―501）

12 千葉業務部事務所管理・清掃等業務
一式

75 株式会社和心　東京都新宿区市谷台町
４―２

9,120,000 年額 151102 一般


