
開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

件名 環境マネジメントシステムサーベイランス審査等業務委託 

契約管理番号 2020116 

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 2020/07/09 10:10:00 

予定価格(税抜) 1,064,000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 指定しない 

登録種目
大阪市での登録種目が、「09：環境調査・検査その他の調査・検査－04：その他検査」又は「13：その
他代行－26：その他」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 

株式会社日本環境認証機構  960,000  落札  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社日本環境認証機構  資格有  



開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

件名 令和２年度舞洲工場天井クレーン年次点検業務委託 

契約管理番号 2020117 

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 2020/07/09 10:06:00 

予定価格(税抜) 1,949,000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、「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。）－0
1：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 

富士ホイスト工業株式会社  1,050,000  落札  

株式会社豊国昭和起重機製作所  1,900,000  

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  

富士ホイスト工業株式会社  資格有  



開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

件名 令和２年度舞洲工場消防用設備等点検業務委託 

契約管理番号 2020130 

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 2020/07/22 10:01:00 

予定価格(税抜) 8,056,000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 舞洲工場 

登録種目 大阪市での種目登録が「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 

株式会社ユニテックス  3,926,000  落札  

株式会社ボーサイ  4,250,000  

株式会社大一商会  6,000,000  

三ツ矢電工株式会社  7,000,000  

アークリード株式会社  7,000,000  

東光防災株式会社  7,500,000  

株式会社フォース  16,000,000  

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  

興和防災株式会社  辞退  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社フォース  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  

株式会社大一商会  資格有  

ホーチキサービス株式会社  資格有  

株式会社ボーサイ  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  



開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

件名 令和２年度平野工場消防用設備等点検業務委託 

契約管理番号 2020131 

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 2020/07/22 10:06:00 

予定価格(税抜) 5,618,000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  

株式会社ユニテックス  2,855,000  

株式会社ＦＬＡＷＬＥＳＳ  3,000,000  

株式会社ボーサイ  3,750,000  

株式会社大一商会  4,000,000  

東光防災株式会社  4,000,000  

アークリード株式会社  5,000,000  

株式会社フォース  12,000,000  

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  

興和防災株式会社  辞退  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社フォース  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  

株式会社大一商会  資格有  

ホーチキサービス株式会社  資格有  

株式会社ボーサイ  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  

株式会社ＦＬＡＷＬＥＳＳ  資格有  



開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

件名 令和２年度東淀工場消防用設備等点検業務委託 

契約管理番号 2020132 

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 2020/07/22 10:10:00 

予定価格(税抜) 4,721,000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 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  2,100,000  落札  

株式会社ユニテックス  2,305,000  

株式会社ボーサイ  2,700,000  

三ツ矢電工株式会社  3,000,000  

アークリード株式会社  4,000,000  

株式会社フォース  12,000,000  

ホーチキサービス株式会社  辞退  

興和防災株式会社  辞退  

木内ポンプ株式会社  辞退  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社フォース  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  

株式会社ボーサイ  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  



開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

件名 令和２年度西淀工場消防用設備等点検業務委託 

契約管理番号 2020133 

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 2020/07/22 10:13:00 

予定価格(税抜) 3,703,000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 

株式会社ボーサイ  2,400,000  落札  

アークリード株式会社  2,500,000  

東光防災株式会社  3,000,000  

株式会社ユニテックス  3,257,000  

三ツ矢電工株式会社  3,600,000  

株式会社フォース  8,000,000  

ホーチキサービス株式会社  辞退  

興和防災株式会社  辞退  

木内ポンプ株式会社  辞退  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社フォース  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  

株式会社ボーサイ  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  



開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

件名 令和２年度鶴見工場消防用設備等点検業務委託 

契約管理番号 2020134 

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 2020/07/22 10:16:00 

予定価格(税抜) 3,358,000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 

株式会社ボーサイ  2,200,000  落札  

ホーチキサービス株式会社  2,270,000  

東光防災株式会社  2,300,000  

三ツ矢電工株式会社  2,555,000  

株式会社ユニテックス  2,609,000  

アークリード株式会社  3,000,000  

株式会社フォース  8,000,000  

興和防災株式会社  辞退  

木内ポンプ株式会社  辞退  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社フォース  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  

株式会社ボーサイ  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  



開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

件名 令和２年度八尾工場消防用設備等点検業務委託 

契約管理番号 2020135 

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 2020/07/22 10:20:00 

予定価格(税抜) 3,242,000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 

株式会社ＦＬＡＷＬＥＳＳ  1,998,000  落札  

アークリード株式会社  2,500,000  

三ツ矢電工株式会社  2,555,000  

株式会社ユニテックス  2,625,000  

東光防災株式会社  4,000,000  

株式会社フォース  8,000,000  

興和防災株式会社  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  

株式会社ボーサイ  無効  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社フォース  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  

株式会社ボーサイ  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  

株式会社ＦＬＡＷＬＥＳＳ  資格有  



開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

件名 令和２年度八尾工場排水貯槽等清掃業務委託 

契約管理番号 2020145 

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 2020/07/30 10:31:00 

予定価格(税抜) 1,482,000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－08貯水槽清掃・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 

株式会社永田商会  990,000  落札  

新生和光株式会社  1,020,000  

車谷環境設備株式会社  1,200,000  

リアンコーポレーション株式会社  辞退  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

株式会社永田商会  資格有  

新生和光株式会社  資格有  

車谷環境設備株式会社  資格有  

リアンコーポレーション株式会
社  

資格有  



開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

件名 八尾工場天井クレーン年次点検業務委託 

契約管理番号 2020146 

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 2020/07/30 16:03:00 

予定価格(税抜) 1,084,000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、「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。）－0
1：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 

東洋機工株式会社  1,300,000  1,100,000  1,082,000  落札  

株式会社豊国昭和起重機製作所  1,500,000  辞退  

トモエ・エンジニアリング株式会社  辞退  

入札参加資格審査結果

業者名 資格有無 理由 備考

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  

トモエ・エンジニアリング株式会
社  

資格有  


