
開札結果 落札者決定
年度 2019（平成31）年度
件名 令和元年度 八尾工場自家用電気工作物点検業務委託
契約管理番号 2019061 
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 2019/07/10 10:01:00 
予定価格(税抜) 1,197,000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、「01建物等各種施設管理－02機械設備等保守点検－01電気設備」又は
「「01建物等各種施設管理－02機械設備等保守点検－02自家用電気工作物保安管理」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

有限会社中川電気保全サービス 899,000  落札
近畿電設サービス株式会社 1,150,000  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

有限会社中川電気保全サービ
ス

資格有

近畿電設サービス株式会社 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（平成31）年度
件名 令和元年度 東淀工場天井クレーン年次点検業務委託
契約管理番号 2019062 
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 2019/07/10 10:05:00 
予定価格(税抜) 1,317,000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、「02：機械等施設点検・運転操作（プラント設備等に係るものを含む。）－ 
01：施設保守点検整備－08：天井クレーン施設保守点検」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

株式会社豊国昭和起重機製作所 1,100,000  落札
東洋機工株式会社 1,350,000  
極東サービス株式会社 1,580,000  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社豊国昭和起重機製作
所

資格有

東洋機工株式会社 資格有
極東サービス株式会社 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（平成31）年度
件名 令和元年度 八尾工場樹木維持管理業務委託
契約管理番号 2019065 
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 2019/07/10 10:22:00 
予定価格(税抜) 3,592,000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) 2,370,000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」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

株式会社さびえん 2,392,000  落札
株式会社七建工業 2,432,000  
有限会社東部緑化 2,434,000  
株式会社グリーンプラニング 2,750,000  
株式会社ユーテック 3,440,000  
株式会社ヤスクニ緑地 辞退
サトウ造園 未受領
ナニワグリーン有限会社 辞退
グリーンリーフ 無効（最低制限価格未満）
ＳＵＲＧＥ株式会社 無効（最低制限価格未満）

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社ヤスクニ緑地 資格有
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
株式会社ユーテック 資格有
サトウ造園 資格有
株式会社さびえん 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

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（平成31）年度
件名 令和元年度 東淀工場樹木維持管理業務委託
契約管理番号 2019066 
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 2019/07/10 10:38:00 
予定価格(税抜) 3,629,000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) 2,395,000円

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、「01建物等各種施設管理－14植物管理」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

株式会社グリーンプラニング 2,850,000  落札
ＳＵＲＧＥ株式会社 未受領
有限会社東部緑化 辞退
グリーンリーフ 未受領
株式会社ヤスクニ緑地 辞退
株式会社七建工業 辞退
サトウ造園 未受領

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社ヤスクニ緑地 資格有
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
サトウ造園 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

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（平成31）年度
件名 令和元年度 舞洲工場消防用設備等点検業務委託
契約管理番号 2019067 
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 2019/07/19 10:01:00 
予定価格(税抜) 8,072,000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、「01建物等各種施設管理－04消防設備保守点検」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

興和防災株式会社 3,670,000  落札
東光防災株式会社 4,000,000  
三ツ矢電工株式会社 6,000,000  
アークリード株式会社 7,000,000  
株式会社ユニテックス 8,000,000  
近畿防災株式会社 辞退
木内ポンプ株式会社 辞退
ホーチキサービス株式会社 辞退
株式会社エリアテック 辞退

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社エリアテック 資格有
近畿防災株式会社 資格有
木内ポンプ株式会社 資格有
三ツ矢電工株式会社 資格有
ホーチキサービス株式会社 資格有
アークリード株式会社 資格有
東光防災株式会社 資格有
株式会社ユニテックス 資格有
興和防災株式会社 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（平成31）年度
件名 令和元年度 東淀工場消防用設備等点検業務委託
契約管理番号 2019068 
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 2019/07/19 10:06:00 
予定価格(税抜) 5,922,000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、「01建物等各種施設管理－04消防設備保守点検」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

東光防災株式会社 2,150,000  落札
三ツ矢電工株式会社 2,222,000  
アークリード株式会社 4,500,000  
株式会社ユニテックス 6,000,000  
近畿防災株式会社 辞退
木内ポンプ株式会社 辞退
ホーチキサービス株式会社 辞退
株式会社エリアテック 辞退
興和防災株式会社 無効

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社エリアテック 資格有
近畿防災株式会社 資格有
木内ポンプ株式会社 資格有
三ツ矢電工株式会社 資格有
ホーチキサービス株式会社 資格有
アークリード株式会社 資格有
東光防災株式会社 資格有
株式会社ユニテックス 資格有
興和防災株式会社 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（平成31）年度
件名 令和元年度 平野工場消防用設備等点検業務委託
契約管理番号 2019069 
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 2019/07/19 10:16:00 
予定価格(税抜) 5,378,000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) 0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－04消防設備保守点検」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

三ツ矢電工株式会社 2,345,000  落札
アークリード株式会社 5,000,000  
株式会社ユニテックス 7,000,000  
興和防災株式会社 無効
近畿防災株式会社 辞退
木内ポンプ株式会社 辞退
ホーチキサービス株式会社 辞退
東光防災株式会社 無効
株式会社エリアテック 辞退

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社エリアテック 資格有
近畿防災株式会社 資格有
木内ポンプ株式会社 資格有
三ツ矢電工株式会社 資格有
ホーチキサービス株式会社 資格有
アークリード株式会社 資格有
東光防災株式会社 資格有
株式会社ユニテックス 資格有
興和防災株式会社 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（平成31）年度
件名 令和元年度 西淀工場消防用設備等点検業務委託
契約管理番号 2019070 
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 2019/07/19 17:33:00 
予定価格(税抜) 3,836,000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) 0円

納入又は履行場所 西淀工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「01建物等各種施設管理－04消防設備保守点検」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

アークリード株式会社 4,000,000  3,950,000  3,820,000  落札
株式会社ユニテックス 5,000,000  未受領
近畿防災株式会社 辞退
木内ポンプ株式会社 辞退
ホーチキサービス株式会社 辞退
東光防災株式会社 無効
興和防災株式会社 無効
株式会社エリアテック 辞退
三ツ矢電工株式会社 無効

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社エリアテック 資格有
近畿防災株式会社 資格有
木内ポンプ株式会社 資格有
三ツ矢電工株式会社 資格有
ホーチキサービス株式会社 資格有
アークリード株式会社 資格有
東光防災株式会社 資格有
株式会社ユニテックス 資格有
興和防災株式会社 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（平成31）年度
件名 令和元年度 鶴見工場消防用設備等点検業務委託
契約管理番号 2019071 
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 2019/07/19 10:33:00 
予定価格(税抜) 3,687,000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) 0円

納入又は履行場所 鶴見工場
登録種目 大阪市での登録種目が、「01建物等各種施設管理－04消防設備保守点検」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

ホーチキサービス株式会社 2,330,000  落札
木内ポンプ株式会社 2,360,000  
アークリード株式会社 4,000,000  
株式会社ユニテックス 辞退
東光防災株式会社 無効
近畿防災株式会社 辞退
興和防災株式会社 無効
株式会社エリアテック 辞退
三ツ矢電工株式会社 無効

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社エリアテック 資格有
近畿防災株式会社 資格有
木内ポンプ株式会社 資格有
三ツ矢電工株式会社 資格有
ホーチキサービス株式会社 資格有
アークリード株式会社 資格有
東光防災株式会社 資格有
株式会社ユニテックス 資格有
興和防災株式会社 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（平成31）年度
件名 令和元年度 八尾工場消防用設備等点検業務委託
契約管理番号 2019072 
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 2019/07/19 10:39:00 
予定価格(税抜) 3,249,000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) 0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－04消防設備保守点検」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

木内ポンプ株式会社 2,100,000  落札
アークリード株式会社 4,000,000  
株式会社ユニテックス 8,000,000  
ホーチキサービス株式会社 辞退
東光防災株式会社 無効
近畿防災株式会社 辞退
興和防災株式会社 無効
株式会社エリアテック 辞退
三ツ矢電工株式会社 無効

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社エリアテック 資格有
近畿防災株式会社 資格有
木内ポンプ株式会社 資格有
三ツ矢電工株式会社 資格有
ホーチキサービス株式会社 資格有
アークリード株式会社 資格有
東光防災株式会社 資格有
株式会社ユニテックス 資格有
興和防災株式会社 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 令和元年度 舞洲工場樹木維持管理業務委託
契約管理番号 2019074 
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 2019/07/25 10:05:00 
予定価格(税抜) 2,238,000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) 1,477,000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」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

株式会社グリーンプラニング 1,900,000  落札
ＳＵＲＧＥ株式会社 2,300,000  
有限会社松竹園 2,300,000  
株式会社ティーオークリーンサービス 2,350,000  
株式会社七建工業 無効
株式会社さびえん 未受領
サトウ造園 辞退
有限会社東部緑化 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
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

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（平成31）年度
件名 令和元年度 西淀工場自家用電気工作物点検業務委託（その２）
契約管理番号 2019075 
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 2019/07/25 10:13:00 
予定価格(税抜) 1,145,000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 西淀工場

登録種目
大阪市での登録種目が、「01建物等各種施設管理－02:機械設備等保守点検－01：電気設備」又は
「01建物等各種施設管理－02:機械設備等保守点検－02：自家用電気工作物保安管理」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

日本電検株式会社 640,000  落札
近畿電設サービス株式会社 1,140,000  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

近畿電設サービス株式会社 資格有
日本電検株式会社 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


