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4-51 大阪市立美術館
公益財団法人大阪
市博物館協会

1,387,038,000
（■下記参照）

地下展覧会室屋外掲示板の
製作・設置業務

石崎黒板販売 255,960

4-52 同上 同上 同上
本館2階第8陳列室ケース鍵
修繕業務

株式会社大交サッシ製作所 76,680

4-53 同上 同上 同上
消防用設備等不具合箇所調
査業務

柿本電機株式会社 387,720

5-51
大阪市立東洋陶磁美術
館

同上 同上
「光のルネサンス2016」にと
もなう屋外照明実施業務

株式会社ゴードー 723,600

5-52 同上 同上 同上 角1封筒の作成業務 上野タイプ印刷株式会社 53,460

5-53 同上 同上 同上 館蔵品の保管箱の製作業務 鈴鹿 270,000

5-54 同上 同上 同上
特別展「北宋汝窯青磁水仙盆」
ポスターの代行業者による発送
業務

株式会社アド・ダイセン 127,751

5-55 同上 同上 同上
李秉昌博士記念公開講座「北宋汝
窯青磁と高麗青磁」のチラシの印
刷業務

上野タイプ印刷株式会社 19,440

5-56 同上 同上 同上
日本陶磁室スポットライト修
理工事

栗本建設工業株式会社 73,440

5-57 同上 同上 同上 広報用建物写真撮影 芥子富吉 184,680

5-58 同上 同上 同上 通信機器点検業務 ワツコ株式会社 25,920

5-59 同上 同上 同上 高所作業台の点検業務 エイハン・ジャパン株式会社 93,960

5-60 同上 同上 同上
常設展用キャプションの製作
業務

株式会社ゴードー 210,600

5-61 同上 同上 同上
常設展用キャプションの翻訳
業務

川西　典子 33,750

5-62 同上 同上 同上 館蔵品の保管箱の製作 株式会社増田桐箱店 56,700

5-63 同上 同上 同上
李秉昌記念公開講座報告書
翻訳業務

蒲　豊彦 144,000

5-64 同上 同上 同上
李秉昌記念公開講座報告書　翻
訳業務（中国語→日本語） 新井　崇之 36,000

5-65 同上 同上 同上 研究室内照明器具取替作業 雄健建設株式会社 97,200

6-59 大阪歴史博物館 同上 同上
大阪歴史博物館　空調機劣
化部品交換作業

株式会社 NTTファシリティーズ 358,560

6-60 同上 同上 同上
大阪歴史博物館　B1F収蔵庫
前室扉（建具№101）部品取替
作業

株式会社 NTTファシリティーズ 22,680

6-61 同上 同上 同上
なにわ歴博カレンダー冬号
（№60）の発送業務

株式会社note 77,565

6-62 同上 同上 同上
共有部B3F蒸気ボイラー給気ファ
ン（A-FS-B3-14）用インバータ交
換作業

株式会社 NTTファシリティーズ 29,160

6-63 同上 同上 同上
大阪歴史博物館研究紀要第15
号タイトルの外国語翻訳・校正
業務

劉晨 16,200

6-64 同上 同上 同上
大阪歴史博物館研究紀要第15
号タイトルの外国語翻訳・校正
業務

金羅榮 16,200

6-65 同上 同上 同上
大阪歴史博物館研究紀要第15
号タイトルの外国語翻訳・校正
業務

ルーベック　イアン　栄 16,200

6-66 同上 同上 同上
平成28年度消火器具更新
（放射試験含む）

株式会社 NTTファシリティーズ 96,120

6-67 同上 同上 同上
多言語による常設展示ハン
ズオン案内の制作業務

株式会社ゴードー 75,600

6-68 同上 同上 同上
建築基準法に基づく法令検
査および報告業務(特殊建
物）

株式会社NTTファシリティーズ 141,480                    

6-69 同上 同上 同上 吸着剤分析業務 株式会社NTTファシリティーズ 972,000                    

6-70 同上 同上 同上
10階常設展示場電動昇降パ
ネルメンテナンス業務

小松ウォール工業株式会社 594,000                    

6-71 同上 同上 同上
レストラン厨房内機器（スチー
ムコンベクションオーブン）の修
理業務

ホシザキ阪神株式会社 158,392                    

6-72 同上 同上 同上
特別企画展「コレクションの愉し
み」にかかる展示ケース移動業
務

富島運輸株式会社 123,120                    
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6-73 同上 同上 同上
特別企画展「コレクションの愉し
み」にかかる展示パネル作成お
よび展示照明設営業務

株式会社ゴードー                     399,600

6-74 同上 同上 同上
館蔵資料のマイクロ（デジカ
メ）撮影業務

小林写真工業株式会社 342,079                    

6-75 同上 同上 同上
共有部ハロン制御盤バック
アップバッテリ交換業務

株式会社NTTファシリティーズ 147,960                    

6-76 同上 同上 同上
共有No.1蒸気貫流ボイラー
部品取替業務

株式会社NTTファシリティーズ 12,960                      

6-77 同上 同上 同上
共有部吸収式冷温水機補修
業務

株式会社NTTファシリティーズ 911,520                    

6-78 同上 同上 同上
特別企画展「コレクションの愉し
み-印判手の皿とアジアの凧-」
発送業務

株式会社note 77,775                      

6-79 同上 同上 同上
特別企画展「コレクションの愉し
み　印判手の皿とアジアの凧」
にかかる展示業務

富島運輸株式会社 595,080                    

6-80 同上 同上 同上
特別企画展「コレクションの愉し
み　印判手の皿とアジアの凧」
にかかる撤収業務

富島運輸株式会社 574,560

6-81 同上 同上 同上 資料整理業務 富島運輸株式会社 82,080

6-82 同上 同上 同上
常設展示音声ガイドの部品
交換修理

株式会社宮下事務所 502,200

6-83 同上 同上 同上 館蔵品（美術資料）修復 天野山文化遺産研究所 40,473

6-84 同上 同上 同上
第2会議室ロールスクリーン
取替業務

株式会社サンタイ 162,000

6-85 同上 同上 同上 平成27年度年報の発送 株式会社総務部 158,392

6-86 同上 同上 同上
共有塵芥貯留排出設備イン
バータ交換工事

株式会社NTTファシリティーズ 103,680

6-87 同上 同上 同上 各所外壁腰石補修工事 株式会社NTTファシリティーズ 999,000

6-88 同上 同上 同上
共有B2～1階車路カーブミ
ラー取り付け業務

株式会社NTTファシリティーズ 82,080

6-89 同上 同上 同上
共有部吸収式温水器3号機
冷却ポンプ補修業務

株式会社NTTファシリティーズ 311,040

6-90 同上 同上 同上 共有No.9自動扉修理業務 株式会社NTTファシリティーズ 21,600

6-91 同上 同上 同上
特別企画展「コレクションの
愉しみ」にかかる展示業務

富島運輸株式会社 595,080

6-92 同上 同上 同上
館蔵品（絵画資料）の修復業
務

株式会社前橋修理所 712,800

6-93 同上 同上 同上
13階ハロン消火器設備用蓄
電池交換業務

株式会社NTTファシリティーズ 270,000

6-94 同上 同上 同上
空調機用動力盤インバータ
交換作業

株式会社NTTファシリティーズ 216,000

6-95 同上 同上 同上
共有No.2吸収式冷温水機用
冷却塔冷却水配管補修業務

株式会社NTTファシリティーズ 120,960

6-96 同上 同上 同上
共有ボイラー用No.1硬水軟
水化装置部品交換業務

株式会社NTTファシリティーズ 24,840

6-97 同上 同上 同上
受電設備点検に伴う追加警
備業務

関電ファシリティーズ株式会社 5,968

6-98 同上 同上 同上
外国人観光客動向調査業務
その1

（株）かんでんジョイナス 122,445

6-99 同上 同上 同上
外国人観光客動向調査業務
その2

（株）コングレ 275,227

6-100 同上 同上 同上 B1給気ファンベルト交換業務 株式会社NTTファシリティーズ 19,440

6-101 同上 同上 同上
共有B3F設備機械室B32用
給気排気ファン補修業務

株式会社NTTファシリティーズ 117,720

6-102 同上 同上 同上
資料寄贈にかかる作品の輸
送業務

ヤマトロジスティクス株式会社 111,240

6-103 同上 同上 同上
大阪歴史博物館収蔵絵画資
料の写真撮影業務

有限会社尚永堂 453,600

6-104 同上 同上 同上 館蔵品(美術資料）修復業務 鎧甲冑製作所 108,000

6-105 同上 同上 同上
旧大阪市立博物館からの資
料搬入業務

富島運輸株式会社 119,880

6-106 同上 同上 同上
特別企画展「コレクションの愉し
み-印判手の皿とアジアの凧」
に係る撤収業務

富島運輸株式会社 574,560
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6-107 同上 同上 同上
平成28年度　図書の修理・製
本業務

ナカバヤシ株式会社 47,736

6-108 同上 同上 同上
共有電気室テイクオフ室内タ
イマーリレー交換業務

株式会社NTTファシリティーズ 188,560

6-109 同上 同上 同上
館蔵品（絵画資料）の修復業
務

前橋修理所 712,800

6-110 同上 同上 同上
第一収蔵庫系統（O-ACU-13-
1)電極式蒸気加湿器点検・排
水電磁前交換業務

株式会社NTTファシリティーズ 91,800

6-111 同上 同上 同上
共有冷却塔加圧給水ポンプ
修理業務

株式会社NTTファシリティーズ 44,280

7-44 大阪市立自然史博物館 同上 同上
自然史博物館第５展示室展
示機器音声合成器修繕

ノムラテクノ株式会社大阪支店 151,524

7-45 同上 同上 同上
自然史博物館上水用加圧給
水ポンプ整備

大都保全興業株式会社 121,500

7-46 同上 同上 同上
自然史博物館一般収蔵庫用
湧水排水ポンプ取替工事

商船三井興産株式会社関西支
社

222,480

7-47 同上 同上 同上
自然史博物館新館外壁等
シール打ち替え修理工事

雄健建設株式会社 194,400

7-48 同上 同上 同上
大阪市立自然史博物館　行
事チラシ発送作業

株式会社デリバリーサービス 45,692

7-49 同上 同上 同上
自然史博物館監視センター
温湿度計修繕

商船三井興産株式会社関西支
社

59,400

7-50 同上 同上 同上
自然史博物館消防用設備等
修繕業務（その２）

商船三井興産株式会社関西支
社

181,872

7-51 同上 同上 同上
自然史博物館新館受付リモ
コンマイク取替工事

株式会社関西高圧 302,400

7-52 同上 同上 同上
自然史博物館本館排煙ダン
パー修理工事

商船三井興産株式会社関西支
社

151,200

7-53 同上 同上 同上
緊急ガス遮断装置操作盤バッ
テリー・スイッチング電源交換業
務

大阪ガス株式会社 71,280

7-54 同上 同上 同上
「大阪自然史フェスティバル
2016」ポスター・チラシ発送作業

株式会社デリバリーサービス 95,445

7-55 同上 同上 同上
自然史博物館本館電気室高
圧機器保安ガード設置工事

商船三井興産株式会社　関西
支社

154,440

7-56 同上 同上 同上 屋内消火栓設備等修繕業務 第一防災株式会社 235,440

7-57 同上 同上 同上 防排煙設備修繕業務 株式会社奥村商会 810,000

7-58 同上 同上 同上
新館便所用汚物ポンプ取替
工事

大阪エアコン株式会社 781,920

7-59 同上 同上 同上
電動式移動棚修理・点検業
務

日本ファイリング株式会社 308,880

7-60 同上 同上 同上 本館便所洋式化改修工事 大都保全興業株式会社 1,274,400

7-61 同上 同上 同上
本館便所汚水槽用汚物ポン
プ取替工事

大都保全興業株式会社 2,462,400

7-62 同上 同上 同上
大阪市立自然史博物館ナウマンゾ
ウマーク封筒（角２・長３）作成業務 株式会社松村善進堂 88,020

7-63 同上 同上 同上
自動火災報知設備等修繕業
務

柿本電機株式会社 992,520

7-64 同上 同上 同上 産業廃棄物収集運搬業務 株式会社協和
＠16,740円/収集車1台

＠8,640円/現場作業員1人

7-65 同上 同上 同上 産業廃棄物処理業務 株式会社大惠 ＠8,640円/㎥

7-66 同上 同上 同上 新館審査室防火戸修繕業務 株式会社奥村商会 99,360

7-67 同上 同上 同上
新館メインホール照明器具
取替工事

柿本電機株式会社 427,680

7-68 同上 同上 同上 館蔵品の写真撮影 有限会社　尚永堂 86,400

7-69 同上 同上 同上
ワークショップチラシ印刷業
務　2017冬（A4タテ）

光栄堂印刷株式会社 54,648

7-70 同上 同上 同上
本館特別室非常照明設備修
理工事

柿本電機株式会社 122,040

7-71 同上 同上 同上 寄託作品一時返却輸送業務 日本通運株式会社 57,240

7-72 同上 同上 同上
新館展覧会室防火戸オート
ヒンジ修繕業務

株式会社奥村商会 378,000
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7-73 同上 同上 同上
便所汚水水槽用フロートス
イッチ取替工事

大阪エアコン株式会社 29,052

7-74 同上 同上 同上
収蔵庫用熱回収式空冷ヒー
トポンプチラー修理業務

ダイキン工業株式会社 697,680

8-33 大阪市立科学館
公益財団法人大阪科
学振興協会

178,512,000
Wi-Fiの設置(外国人の集客
に係る業務委託)

タウンネットアドバンス㈱ 764,000

8-34 同上 同上 同上
展示基本什器設計図面作成
委託(展示物修繕業務委託)

(有)アクセス 99,360

8-35 同上 同上 同上
バンデグラフの修理(展示物
修繕業務)

システム光輝 99,360

8-36 同上 同上 同上
「とうめいピアノ」の修理(展示
物修繕業務)

ヤマハピアノサービス㈱ 99,360

8-37 同上 同上 同上
「古代の宇宙観-中国の蓋天
説」修理(展示物修繕業務)

(有)アクセス 15,120

8-38 同上 同上 同上
エスカレータ欄干照明LED化
工事

三菱電機ビルテクノサービス
(株)

1,296,000

8-39 同上 同上 同上 印刷機保守料(RISO保守料) さのぶん㈱ 29,700

8-40 同上 同上 同上
科学館催事ポスター発送等
業務(第3四半期分)

㈱かんでんエルハート 18,630

45－１
大阪市中央体育館・大
阪市立大阪プール

スポーツパーク八幡
屋八幡屋活性化グ
ループ

564,158,143 八幡屋公園空洞調査 ジオ・サーチ(株) 781,920

■・・・大阪市立美術館、大阪市立東洋陶磁美術館、大阪歴史博物館、大阪市立自然史博物館としての金額


