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1-17 住まい情報センター
大阪市住宅供給公社・
アクティオ共同事業体

211,348,000
自：令和3年9月1日
至：令和4年3月31日

「おおさか・あんじゅ・ネッ
ト」（大阪くらしの今昔館
ホームページ）　保守管理
業務

㈱スプーキーズ 154,000

2-238 北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 4,368,388,000
自：令和3年7月1日
至：令和3年12月24日

建築設計・監理 日積設計監理㈱ 4,732,200

2-239 北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 4,368,388,000
自：令和3年7月1日
至：令和4年6月30日

システム運用・保守
(ＷＥＢ受付システム保守)

扶桑電通株式会社 3,351,518

2-240 大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 2,624,960,000
自：令和3年7月2日
至：令和3年11月30日

設備設計・監理 ㈱旭設備計画 2,915,000

2-241 北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 4,368,388,000
自：令和3年7月2日
至：令和3年11月30日

設備設計・監理 ㈱三省設備設計事務所 1,980,000

2-242 同上 同上 同上
自：令和3年7月2日
至：令和3年11月30日

設備設計・監理 ㈱旭設備計画 539,000

2-243 大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 2,624,960,000
自：令和3年7月2日
至：令和3年11月30日

建築設計・監理 ㈲双建社 840,400

2-244 北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 4,368,388,000
自：令和3年7月2日
至：令和3年11月30日

建築設計・監理 ナビ設計工房 830,500

2-245 大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 2,624,960,000
自：令和3年7月2日
至：令和3年11月30日

設備設計・監理 ㈱三省設備設計事務所 1,540,000

2-246 同上 同上 同上
自：令和3年7月2日
至：令和3年11月30日

設備設計・監理 ㈱三省設備設計事務所 1,485,000

2-247 北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 4,368,388,000
自：令和3年7月2日
至：令和3年11月30日

設備設計・監理 ㈱日本設備綜合研究所 1,375,000

2-248 同上 同上 同上
自：令和3年7月21日
至：令和3年11月17日

設備設計・監理 ㈱シンセイ設計事務所 1,397,000

2-249
北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設
大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設

平野区の区域の市営住宅及び共同施設
大阪市住宅供給公社 8,520,012,000

自：令和3年7月14日
至：令和3年10月15日

設備設計・監理 ㈱旭設備計画 880,000

2-250 北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 4,368,388,000
自：令和3年7月26日
至：令和4年1月31日

設備設計・監理 ㈱三省設備設計事務所 3,960,000

2-251 同上 同上 同上
自：令和3年7月14日
至：令和3年11月12日

設備設計・監理 ㈱水工社 1,265,000

2-252 同上 同上 同上
自：令和3年7月14日
至：令和3年11月25日

設備設計・監理 ㈱日本設備綜合研究所 1,463,000

2-253 同上 同上 同上
自：令和3年7月14日
至：令和3年11月12日

設備設計・監理 ㈱旭設備計画 2,156,000

2-254 大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 2,624,960,000
自：令和3年7月14日
至：令和3年11月12日

設備設計・監理 ㈱三協設計事務所 1,617,000
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2-255
北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設
大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設

大阪市住宅供給公社 6,993,348,000
自：令和3年7月14日
至：令和3年12月24日

建築設計・監理 ㈱三省設備設計事務所 1,298,000

2-256 北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 4,368,388,000
自：令和3年8月31日
至：令和3年12月3日

建築設計・監理 日積設計監理㈱ 291,500

2-257 同上 同上 同上
自：令和3年8月31日
至：令和4年1月7日

建築設計・監理 ㈲徳山建築事務所 888,800

2-258
北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設
大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設

大阪市住宅供給公社 6,993,348,000
自：令和3年7月9日
至：令和3年12月20日

建築設計・監理 ㈲双建社 2,728,000

2-259 北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 4,368,388,000
自：令和3年7月9日
至：令和3年12月20日

建築設計・監理 ㈱アイプラス設計事務所 2,200,000

2-260 大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 2,624,960,000
自：令和3年7月9日
至：令和3年12月27日

建築設計・監理 ㈲一級建築士事務所　キーノート 3,350,400

2-261 平野区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 1,526,664,000
自：令和3年7月9日
至：令和3年12月27日

建築設計・監理 ㈱未来路建築設計 2,640,000

2-262 北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 4,368,388,000
自：令和3年7月9日
至：令和3年12月27日

建築設計・監理 ㈲双建社 2,530,000

2-263
北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設
大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設

大阪市住宅供給公社 6,993,348,000
自：令和3年7月9日
至：令和3年12月20日

建築設計・監理 ㈱アイジェック 2,255,000

2-264
大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設

平野区の区域の市営住宅及び共同施設
大阪市住宅供給公社 4,151,624,000

自：令和3年7月9日
至：令和3年10月15日

建築設計・監理 ㈲双建社 2,618,000

2-265 北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 4,368,388,000
自：令和4年7月9日
至：令和3年10月15日

建築設計・監理 日積設計監理㈱ 2,272,600

2-266 同上 同上 同上
自：令和3年7月19日
至：令和4年2月7日

建築設計・監理 日積設計監理㈱ 3,451,800

2-267 大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 2,624,960,000
自：令和3年7月16日
至：令和4年2月25日

建築設計・監理 ㈱莫建築事務所 3,556,300

2-268 北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 4,368,388,000
自：令和3年7月20日
至：令和4年2月25日

建築設計・監理 ㈲山田建築工房　大阪事務所 3,836,800

2-269 同上 同上 同上
自：令和3年7月20日
至：令和4年2月16日

建築設計・監理 ㈱莫建築事務所 3,009,600

2-270 平野区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 1,526,664,000
自：令和3年8月2日
至：令和3年9月29日

建築設計・監理 一級建築士事務所　シゲモリアトリエ 79,200

2-271 同上 同上 同上
自：令和3年10月5日
至：令和4年3月11日

建築設計・監理 ㈱空間デザイン 4,957,700

2-272 北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 2,624,960,000
自：令和3年7月29日
至：令和4年1月7日

建築設計・監理 ㈲徳山建築事務所 5,182,100
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2-273 大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設 同上 同上
自：令和3年8月6日
至：令和4年3月4日

建築設計・監理 ㈱楡建築企画設計 4,849,900

2-274 同上 同上 同上
自：令和3年7月29日
至：令和3年10月28日

建築設計・監理 日積設計監理㈱ 785,400

2-275 北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 4,368,388,000
自：令和3年7月27日
至：令和3年10月28日

建築設計・監理 シーズ建築事務所 495,000

2-276 大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 2,624,960,000
自：令和3年8月12日
至：令和3年12月2日

建築設計・監理 アーキパークス一級建築士事務所 834,900

2-277 平野区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 1,526,664,000
自：令和3年8月12日
至：令和4年3月14日

建築設計・監理 ㈲山田建築工房　大阪事務所 3,507,900

2-278 北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 4,368,388,000
自：令和3年8月13日
至：令和3年12月28日

設備設計・監理 ㈱アスト設備研究所 3,080,000

2-279 同上 同上 同上
自：令和3年8月17日
至：令和3年12月17日

設備設計・監理 アールイーマネジメント㈱ 1,650,000

2-280 同上 同上 同上
自：令和3年8月30日
至：令和3年12月28日

建築設計・監理 ㈱アイプラス設計事務所 2,310,000

2-281 同上 同上 同上
自：令和3年8月30日
至：令和3年12月17日

建築設計・監理 シーズ建築事務所 1,430,000

2-282 同上 同上 同上
自：令和3年8月6日
至：令和3年11月30日

設備設計・監理 ㈱施設工学研究所 1,309,000

2-283 同上 同上 同上
自：令和3年8月31日
至：令和4年1月21日

建築設計・監理 ㈱楡建築企画設計 583,000

2-284 同上 同上 同上
自：令和3年8月31日
至：令和3年12月2日

建築設計・監理 ㈲山田建築工房　大阪事務所 291,500

2-285 同上 同上 同上
自：令和3年9月10日
至：令和4年2月25日

建築設計・監理 ㈱アイプラス設計事務所 1,051,600

2-286 同上 同上 同上
自：令和3年8月18日
至：令和4年1月31日

設備設計・監理 ㈱三協設計事務所 4,653,000

2-287 同上 同上 同上
自：令和3年9月17日
至：令和4年2月28日

設備設計・監理 ㈱三省設備設計事務所 10,780,000

2-288 同上 同上 同上
自：令和3年8月18日
至：令和4年1月31日

設備設計・監理 ㈱三協設計事務所 9,130,000

2-289 同上 同上 同上
自：令和3年8月17日
至：令和4年1月21日

建築設計・監理
一級建築士事務所

楽建房
819,500

2-290 同上 同上 同上
自：令和3年8月26日
至：令和4年2月10日

建築設計・監理 ㈲徳山建築事務所 2,588,300
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2-291 同上 同上 同上
自：令和3年9月10日
至：令和4年2月25日

建築設計・監理 ㈱アイプラス設計事務所 4,323,000

2-292 同上 同上 同上
自：令和3年9月7日
至：令和4年3月11日

建築設計・監理 ナビ設計工房 4,602,400

2-293 同上 同上 同上
自：令和3年9月10日
至：令和4年3月8日

建築設計・監理 ㈱田中一級建築士事務所 4,117,300

2-294 同上 同上 同上
自：令和3年9月10日
至：令和4年1月14日

建築設計・監理 ㈲徳山建築事務所 789,800

2-295 同上 同上 同上
自：令和3年9月28日
至：令和4年3月11日

建築設計・監理 アーキパークス一級建築士事務所 983,400

2-296 同上 同上 同上
自：令和3年9月17日
至：令和4年1月19日

設備設計・監理 ㈱水工社 1,419,000

2-297 大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設 大阪市住宅供給公社 2,624,960,000
自：令和3年9月29日
至：令和4年2月28日

その他（平面駐車化改修
工事）

日積設計監理㈱ 837,100

2-298 同上 同上 同上
自：令和3年9月29日
至：令和3年12月17日

その他（平面駐車化改修
工事）

㈱安原工務店 6,820,000


