
　　○○○○○電気株式会社

   以下の登録内容確認を発注機関担当者にお願いしてください。確認を受けた後、発注機関確認情報を追記

して速やかに実績登録を行ってください。

一般財団法人 日本建設情報総合センター

コリンズ・テクリスセンター

公益財団法人 横浜市建築保全公社

以下の登録内容の確認をお願いします。

提出日を記入してください。→ ○○○○年　○○月　○○日

○○○○○電気株式会社

　　処理区分 受注登録

　　件名 □□□□□学校ほか○校△△△改修工事

　　登録内容

工事実績データ(契約データ)

登録番号

自社が請け負った一体的先行契約工事

のコリンズ登録番号

コリンズ登録義務の有無 　有り

件名 　□□□□□学校ほか○校△△△改修工事

対象水系・路線名称

今回登録工事とは別に、その工事と一体性が認められる工事を同一企業が請け負っている

場合に入力します。 1/5 ○○○○○○○○○○○○○○

  (※ 1)

御 中

御 中

登録のための確認のお願い

通       知       書

  (※ 1)



工事実績データ(契約データ)

請負金額 　○○,○○○,○○○円   (税込)

工期    西暦 ○○○○年○○月○○日 ～ 西暦 ○○○○年○○月○○日

発注機関情報

発注機関 　公益財団法人　横浜市建築保全公社

郵便番号 　231-0005

住所 　神奈川県横浜市中区本町３丁目３０番地７ 横浜平和ビル８階

電話番号 　０４５－６４１－５１０６ (代表番号)

FAX番号 　０４５－６４１－７０５５

設計書コード 　○○－○－○○○○   (※ 1)

契約形態 　その他の契約方式　条件付一般競争入札方式  (※ 2)

受注形態 　単独

契約特別事項

VE

対象工事か否か 　VE対象工事ではない

方式・種別

提案の蔡否等

ISO対象工事であるか否か 　ISO対象工事ではない

請負者

企業ID 　 ○○-○○○○－○○○○

請負者名称 　 ○○○○○株式会社

請負者名称(カナ) 　 ○○○○○カブシキガイシャ

建設業許可番号 　 神奈川県知事許可　第○○○○○○号

事業所

事業所名 　 ○○○○○株式会社

郵便番号 　 ○○-○○○○

住所 　神奈川県横浜市○○区○○○丁目○○番地

電話番号 　 ○○○-○○○-○○○○

FAX番号 　 ○○○-○○○-○○○○

２５－１－○○○○ → 年度－1－契約番号(契約書に記載されている番号)　

(公社内部での識別番号)

指名競争入札方式、随意契約方式、その他の契約方式 条件付一般競争入札

※ 条件付一般競争入札の場合

  「その他の契約方式」を選択して右側のテキストボックスに入力してください。

2/5 ○○○○○○○○○○○○○○

  (※ 1)

  (※ 2)

2120411
タイプライタ
０４５－６６４－７０５５

2120411
タイプライタ
　



工事実績データ(契約データ)

公共事業の分野 　 電気、通信、その他

本件登録工事の受注に対応した 　 電気工事、電気通信工事、消防施設工事

建設業許可業種

本件登録工事の入札参加資格区分 　 電気工事、通信設備工事、受変電設備工事

工種 　 電気工事、通信工事、消防施設工事

工法・工種 　 建築電気設備工、通信工、消防施設工

施工場所等

起点(もしくは代表地点) 　神奈川県横浜市○○区○○○丁目○○番地

から

終点 　神奈川県横浜市○○区○○○丁目○○番地

まで

施工場所規制等

施工地域 　市街地地域(DID)   (※ 1)

夜間工事の有無 　無し   (※ 2)

交通規制

交通規制の有無 　無し   (※ 3)

交通規制道路の種別

規制道路の交通量

規制車線数

交通の確保手段

近接施工

近接施工の有無 　無し ※ 電気工事の場合はほとんど該当しません。

近接する構造物

横浜市の場合はすべて市街地地域(DID)とします。

施工期間内において、1日でも夜間工事(20時～6時にかかる工事)があったか否かを入力します。

施工区間内で1日でも交通規制が行われたか否かを入力します。

3/5 ○○○○○○○○○○○○○○

※ 契約書または図面の工事場所と合わせてください。

※該当するものがない場合は1番近いものを入力してください。

  (※ 1)

  (※ 2)

  (※ 3)

※ 座標(緯度、経度)を入力してください。

※ 複数施設の場合は最初と最後の施設住所を入力します。

　 の高いものから5つ入力してください。

※6種類以上ある場合には、工事費・数量等を考慮して重要度



工事実績データ(契約データ)

技術者情報 1

役割 　主任技術者

所属企業の許可番号 　 神奈川県知事許可　第○○○○○○号

所属企業名 　 ○○○○○株式会社

建設実績技術者ID 　 ○○○○○○○○○○

氏名 　 ○○○○

氏名(カナ) 　 ○○○○○○○

生年月日 　 西暦　19○○年○○月○○日

監理技術者資格者証番号   (※ 1)

従事期間 　 西暦　19○○年○月○日　～　西暦　19○○年○月○日

担当工事内容   (※ 2)

技術者情報 2

役割 　現場代理人

所属企業の許可番号 　 神奈川県知事許可　第○○○○○○号

所属企業名 　 ○○○○○株式会社

建設実績技術者ID 　 ○○○○○○○○○○

氏名 　 ○○○○

氏名(カナ) 　 ○○○○○○○

生年月日 　 西暦　19○○年○○月○○日

監理技術者資格者証番号   (※ 1)

従事期間 　 西暦　19○○年○月○日　～　西暦　19○○年○月○日

担当工事内容   (※ 2)

監理技術者資格者証をお持ちの場合、役割に関わらず監理技術者資格者証の番号を入力します。

今回登録する工事の工種、工法・型式が複数ある場合に対して主にどれに携わったかを入力

します。

4/5 ○○○○○○○○○○○○○○

  (※ 2)

(実際に従事した(または従事する予定)期間)

(実際に従事した(または従事する予定)期間)

  (※ 1)



上記内容を工事実績として登録してよいことを確認しました。

発注機関名 　公益財団法人 横浜市建築保全公社

担当者所属部署名 　営繕部 設備課 電気係

(フ リ ガ ナ) 　 ○○○○○○○

担当者氏名 　 ○○○○

担当者メールアドレス 　 kousya-○○○○○@bz04.plala.or.jp

メール送付の承諾 　 有り

確認年月日 　　　　　   年　　　　月　　　　　日

担当者確認署名 印

■登録企業の皆様へ■

　　・登録機関に確認していただいた本文書ほ保存しておいてください。

　　・実績登録完了後、速やかに発注機関へ登録内容確認書を提出してください。

■発注機関の皆様へ■

　　・登録されたデータは長期間にわたり発注機関、請負者双方により利用されます。

　　　正確な実績登録のための内容の確認をお願いします。

　　・確認後は、本文書の写しを保管しておいてください。

　　・実績登録されると、登録完了をお知らせする電子メールが送信されます。

　　・実績登録された後、登録内容をすべて記載した登録内容確認書が請負者より提出されます。

       (メール送付をご承諾いただいたいる場合は、前項の登録完了メールに登録内容確認書が添付

       されて、JACICから送付されます。)

5/5 ○○○○○○○○○○○○○○

担当監督員署名


