
FAXによりご注文いただき、商品が届くまでの流れをご説明いたします。
お申込みに際しましては、決済方法〔銀行振込か代金引換〕を選択していただきます。

　

※送料代金は下記のとおりです。
北海道 東北 関東 信越 県内 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄

北海道

青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県

茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
山梨県

新潟県
長野県

神奈川県
富山県
石川県
福井県

岐阜県
静岡県
愛知県
三重県

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

和歌山県

鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県

香川県
徳島県
愛媛県
高知県

福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県

沖縄県

2kg以下 1,300 870 870 870 810 870 870 970 1,100 1,100 1,300 1,350

10kg以下 1,530 1,100 1,100 1,100 1,030 1,100 1,100 1,200 1,310 1,310 1,530 1,630

20kg以下 1,760 1,330 1,330 1,330 1,280 1,330 1,330 1,440 1,560 1,560 1,760 1,900

※　上記料金には、消費税及び地方消費税が含まれております。

　ご注文に関するお問い合わせ先

〒231-8315　神奈川県横浜市中区本町六丁目５０番地１ 　※左記の共済会事務所内で図書の販売を

　 横浜アイランドタワー13階 　しております。併せてご利用下さい。

　　    一般財団法人都市再生共済会　 　販売時間　9：30～12：00　　13：00～17：00

　　    TEL ０４５-６５０-０８４５　FAX ０４５-６５０-０８４７ (R2.11.1)

申  込  書  を  F  A  X  に  て  送  信

一般財団法人都市再生共済会宛　ＦＡＸ：０４５－６５０－０８４７　

銀行振込を選択した場合 代金引換を選択した場合

※代金引換手数料（265円）及び送料
は、貴社にてご負担いただきます。振込金額のご連絡

  当会より、お振込みいただく図書代金および
送料の合計金額をメール若しくはＦＡＸにてご連
絡いたしますのでご注文内容をご確認のうえ、
購入代金を当会の指定口座へお振込下さい。

重 量

（土・日・祝日および年末年始休業）

  代金のお振込が確認出来ましたら商品を発
送いたします。
ご入金日を含め、３営業日（土・日・祝日を除く）
以内に発送いたします。

お申込書送信日を含め、
３営業日（土・日・祝日を除く）

以内に発送いたします。

※お振込の際の振込手数料は貴社にてご負担下さい。

図　　書　　の　　発　　送　

お　　受　　け　　取　　り　

宅配会社から図書が届きます。

      宅配会社から図書が届きます。
代金引換となりますので、図書代金、送料
および代金引換手数料の合計金額を現金でご
用意下さい。

※領収証は宅配会社より発行されます。

FAXによるご注文の流れ



№ お申込冊数  税込価格 (円) 重　　量

103 基盤整備工事共通仕様書･施工関係基準　令和2年度版 5,500 1,200g

104 5,500 1,400g

105 5,500 1,380g

106 5,280 1,900g

107 4,510 720g

108 7,920 2,300g

116 3,300 600g

216 3,300 600g

117 2,750 420g

217 2,618 420g

118 3,850 480g

119 3,630 360g

128 4,400 710g

129 3,300 540g

130 2,750 350g

131 2,200 240g

232 4,714 1,230g

151 8,800 1,950g

152 1,650 300g

153 6,600 690g

154 5,500 520g

155 5,500 520g

125 売切れ
(レンタル可能） 8,010 1,500g

126 売切れ
(レンタル可能） 5,238 790g

(冊) (円) (g)

　

住　所
〒　　　　- 　

会社名

担当部署及び
担当者名

電話番号
Eメールアドレス

または　ＦＡＸ番号

保全工事積算基準 電気設備 令和3年2月1日

保全工事積算基準 機械設備 令和3年2月1日

保全工事積算基準 造園 令和3年2月1日

保全工事積算基準 建築 令和3年2月1日

撤去･移設等標準設計図集(土木･造園編) 平成11年度版

公共住宅建設工事共通仕様書 令和元年度版

機材の品質・性能基準　　　 令和元年度版

公共住宅建築工事積算基準 令和元年度版

公共住宅電気設備工事積算基準 令和元年度版

　なお、申込書記載内容に不備がある場合は、お送りできないことがありますのであらかじめご了承願います。
※ご提供いただいた本申込書記載の個人情報については、ご注文いただいた図書の販売とお届けを行うために必要な範囲でのみ利用いたします。

公共住宅機械設備工事積算基準 令和元年度版

公団住宅におけるﾃﾚﾋﾞ共同受信ｼｽﾃﾑの計画･設計･施工･管理の手引き

宅地造成工事防災図集 平成14年3月

合計購入冊数／商品合計額／合計重量

決済方法
※振込手数料及び代金引換手数

料は貴社負担となります。

※ご希望する方法に
○をして下さい。

銀行振込（商品発送前）

代　金　引　換

申
　
込
　
者

　　　 （　　　　　）

※申込者欄の住所、会社名、担当部署及び担当者名は、わかりやすくはっきりと記入して下さい。

土木工事標準設計図集 令和4年版

土木工事標準設計図集 令和元年版

造園施設標準設計図集 平成30年版

電気設備標準詳細設計図集　EF機器部品編、EC施工編　第13版（令和3年度）

機械設備設計図集　令和3年版

造園施設標準設計図集 令和5年版

保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準仕様登録集 令和2年版

測量作業規程及び測量作業共通仕様書 令和3年11月

測量作業積算要領 測量作業積算要領参考資料 令和3年11月

土木･造園工事積算要領 令和4年度

独立行政法人都市再生機構関連図書購入申込書
都市再生共済会宛（fax：045-650-0847）                           　　　　　　　 (令和5年4月1日現在取扱)

商　品　名

保全工事共通仕様書 令和2年版

土日･祝日お届け可能の方は

□にレ点をお願いします。


