




開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 令和元年度 八尾工場樹木維持管理業務委託（その２）
契約管理番号 2019187 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/01/16 10:26:00 
予定価格(税抜) 3,665,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 最低制限価格
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜) 2,418,000円

納入又は履行場所 八尾工場

登録種目
大阪市での登録種目が、「01：建物等各種施設管理－14：植物管理－03：樹木管理」で登録されてい
ること

添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

グリーンリーフ 2,418,000  落札
サトウ造園 2,550,000  
ＳＵＲＧＥ株式会社 2,587,000  
株式会社ティーオークリーンサービス 2,627,000  
株式会社さびえん 2,728,000  
有限会社ひかり化成 3,072,000  
株式会社グリーン京阪 未受領
ナニワグリーン有限会社 無効
株式会社七建工業 無効
有限会社東部緑化 無効
有限会社松竹園 無効
株式会社グリーンプラニング 辞退

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社七建工業 資格有
有限会社東部緑化 資格有
グリーンリーフ 資格有
ナニワグリーン有限会社 資格有
有限会社ひかり化成 資格有
サトウ造園 資格有
株式会社さびえん 資格有
有限会社松竹園 資格有
ＳＵＲＧＥ株式会社 資格有
株式会社グリーンプラニング 資格有
株式会社ティーオークリーン
サービス

資格有

株式会社グリーン京阪 資格有

くじ結果

順位 業者名称 くじ入力番
号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 令和元年度 平野工場樹木維持管理業務委託（その２）
契約管理番号 2019188 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/01/16 10:35:00 
予定価格(税抜) 1,206,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 最低制限価格
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜) 795,000円

納入又は履行場所 平野工場

登録種目
大阪市での登録種目が、「01：建物等各種施設管理－14：植物管理－03：樹木管理」で登録されてい
ること

添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

株式会社七建工業 816,000  落札
ＳＵＲＧＥ株式会社 819,000  
有限会社東部緑化 820,000  
株式会社ティーオークリーンサービス 832,000  
ナニワグリーン有限会社 848,000  
株式会社グリーンプラニング 950,000  
有限会社ひかり化成 10,470,000  
有限会社松竹園 無効
サトウ造園 無効
グリーンリーフ 無効
株式会社グリーン京阪 未受領
株式会社さびえん 無効

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社七建工業 資格有
有限会社東部緑化 資格有
グリーンリーフ 資格有
ナニワグリーン有限会社 資格有
有限会社ひかり化成 資格有
サトウ造園 資格有
株式会社さびえん 資格有
有限会社松竹園 資格有
ＳＵＲＧＥ株式会社 資格有
株式会社グリーンプラニング 資格有
株式会社ティーオークリーン
サービス

資格有

株式会社グリーン京阪 資格有

くじ結果

順位 業者名称 くじ入力番
号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 令和元年度 舞洲工場樹木維持管理業務委託（その２）
契約管理番号 2019189 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/01/16 10:41:00 
予定価格(税抜) 2,785,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 最低制限価格
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜) 1,838,000円

納入又は履行場所 舞洲工場

登録種目
大阪市での登録種目が、「01：建物等各種施設管理－14：植物管理－03：樹木管理」で登録されてい
ること

添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

ＳＵＲＧＥ株式会社 1,853,000  落札
株式会社ティーオークリーンサービス 1,881,000  
株式会社七建工業 1,896,000  
有限会社東部緑化 1,906,000  
サトウ造園 1,912,000  
ナニワグリーン有限会社 1,956,000  
株式会社さびえん 2,200,000  
株式会社グリーンプラニング 2,200,000  
有限会社ひかり化成 22,440,000  
グリーンリーフ 無効
株式会社グリーン京阪 未受領
有限会社松竹園 無効

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社七建工業 資格有
有限会社東部緑化 資格有
グリーンリーフ 資格有
ナニワグリーン有限会社 資格有
有限会社ひかり化成 資格有
サトウ造園 資格有
株式会社さびえん 資格有
有限会社松竹園 資格有
ＳＵＲＧＥ株式会社 資格有
株式会社グリーンプラニング 資格有
株式会社ティーオークリーン
サービス

資格有

株式会社グリーン京阪 資格有

くじ結果

順位 業者名称 くじ入力番
号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 清缶剤（東淀工場）（その２）買入
契約管理番号 2019179 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/01/16 10:05:00 
予定価格(税抜) 990,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 東淀工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

網干産業株式会社 980,000  落札
赤沢産業株式会社 1,000,000  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

網干産業株式会社 資格有
赤沢産業株式会社 資格有

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 清缶剤（舞洲工場）（その２）買入
契約管理番号 2019180 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/01/16 10:01:00 
予定価格(税抜) 975,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 舞洲工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

谷岡薬品工業株式会社 960,000  落札
網干産業株式会社 964,000  
赤沢産業株式会社 970,000  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

網干産業株式会社 資格有
赤沢産業株式会社 資格有
谷岡薬品工業株式会社 資格有

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 防食防スケール剤ほか1点（その２）（舞洲工場）買入
契約管理番号 2019181 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/01/16 10:08:00 
予定価格(税抜) 1,279,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 舞洲工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「30工業薬品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

赤沢産業株式会社 1,140,000  落札
浦野株式会社 1,282,000  
谷岡薬品工業株式会社 辞退

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

浦野株式会社 資格有
赤沢産業株式会社 資格有
谷岡薬品工業株式会社 資格有

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号
乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 保安帽ほか14点（住之江工場更新工事現場事務所）買入
契約管理番号 2019182 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/01/16 10:10:00 
予定価格(税抜) 1,090,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 当組合指定場所
登録種目 大阪市での登録種目が、「59消防・防災用品」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

キンパイ商事株式会社 1,006,980  落札
ハッピー商会 1,034,420  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

ハッピー商会 資格有
キンパイ商事株式会社 資格有

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 非常用発電機起動用蓄電池（平野工場）買入
契約管理番号 2019183 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/01/16 10:13:00 
予定価格(税抜) 5,461,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 平野工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「19産業用機器」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

マルヤ電気株式会社 4,498,560  落札
エレクト商事株式会社 未受領
キムラ海陸通商株式会社 未受領

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

エレクト商事株式会社 資格有
キムラ海陸通商株式会社 資格有
マルヤ電気株式会社 資格有

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 空気調和機（＃１）ほか３点（平野工場）買入
契約管理番号 2019184 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/01/16 10:15:00 
予定価格(税抜) 3,356,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 平野工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「19産業用機器」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

アサヒ冷暖株式会社 1,600,000  落札
エレクト商事株式会社 1,960,000  
株式会社オーテック板倉 2,560,000  
サンテクノサービス株式会社 4,800,000  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

エレクト商事株式会社 資格有
株式会社オーテック板倉 資格有
アサヒ冷暖株式会社 資格有
サンテクノサービス株式会社 資格有

くじ結果

順位 業者名称 くじ入力番
号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 空調機（＃１）ほか２点（八尾工場）買入
契約管理番号 2019185 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/01/16 10:19:00 
予定価格(税抜) 3,428,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 八尾工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「19産業用機器」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

コーキマテリアル株式会社 3,100,000  落札

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

コーキマテリアル株式会社 資格有

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考



開札結果 落札者決定
年度 2019年度
件名 山土（北港処分地）（その２）買入
契約管理番号 2019186 
入札方式 事後審査型制限付一般競争入札・公募型指名競争入札
開札日時 2020/01/16 10:22:00 
予定価格(税抜) 7,221,000円
調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)
納入又は履行場所 当組合指定場所
登録種目 大阪市での登録種目が、「41石類」で登録されていること
添付ファイル

課所名 総務部 経理課
備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額

奥村組土木興業株式会社 7,000,000  落札
ヤマト工業株式会社 7,650,000  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

ヤマト工業株式会社 資格有
奥村組土木興業株式会社 資格有

くじ結果

順位 業者名称
くじ入力番

号 乱数値 くじ番号 入札書提出日時 応札順序 備考








































