業務
R５概算額(税込)
請負業者
住所
定期清掃業務
1,112,100 ㈱イーエス商会
茨城県古河市小堤1816-18
人的警備業務
8,265,400 ㈱イーエス商会
〃
機械警備業務
217,800 セコム㈱古河営業所
茨城県古河市本町4-1-9
空調設備保守点検業務
1,100,000 ㈱イーエス商会
茨城県古河市小堤1816-18
総 自動ドア保守点検業務（第2庁舎）
332,200 茨城寺岡オートドア㈱
茨城県土浦市板谷7丁目624-3
和 消防設備保守点検業務
220,000 総和防災（株）
茨城県古河市水海3310番地
庁 電話交換・施設設置IP電話機器保守点検業務
757,900 日興通信㈱つくば支店
茨城県つくば市春日1-3-7
115,500 クマリフト㈱
茨城県つくば市春日4丁目5-7
舎 小荷物昇降機保守点検業j務（ふるさと館）
高木選定業務
304,700 北村造園
茨城県古河市女沼1024
自家用電気工作物保守点検業務
664,400 梅田電気管理事務所
茨城県古河市久能1116-1
電話交換・総合案内業務
8,107,000 ㈱イーエス商会
茨城県古河市小堤1816-18
マット・モップ等賃貸借
320,000 サン商事（株）ダスキン古河南支店
茨城県古河市中田1276-1
定期清掃業務
2,728,000 ㈱イーエス商会
茨城県古河市小堤1816-18
人的警備業務
8,265,400 ㈱イーエス商会
〃
機械警備業務
163,900 セコム㈱古河営業所
茨城県古河市本町4-1-9
空調設備保守点検業務
1,320,000 ㈱イーエス商会
茨城県古河市小堤1816-18
空調自動制御装置保守点検業務
2,200,000 日本電技（株）つくば支店
茨城県つくば市二の宮1-21-10
東京都新宿区中落合3-15-15WM本社ビル
649,000 ウェットマスター㈱
古 空調加湿器保守点検業務
352,000 (有)東英防災工業
茨城県古河市仁連1310-4
河 消防設備保守点検業務
エレベーター保守点検業務
379,500 SECエレベーター
茨城県水戸市東赤塚2081-1
庁
植栽選定・除草業務
5,093,000 ㈱二宮
茨城県古河市山田1430番地
舎 電話交換機等保守点検業務
270,600 深澤通信工業㈱
茨城県土浦市中高津2-17-21
電気・機械設備等保守点検業務
10,876,800 ㈱サンワックス
埼玉県熊谷市問屋町2-5-13
千葉県習志野市津田沼5-12-12サンロード津田沼１F
高所作業台保守点検業務
77,000 ㈱アクセス
落葉清掃業務
376,200 シルバー人材センター
茨城県古河市北利根10
電話交換・総合案内業務
8,132,000 ㈱アビック
茨城県水戸市袴塚2丁目4番46号
マット・モップ等賃貸借
293,000 サン商事（株）ダスキン古河南支店
茨城県古河市中田1276-1
定期清掃業務
2,464,000 ㈱イーエス商会
茨城県古河市小堤1816-18
人的警備業務
8,265,400 ㈱イーエス商会
〃
機械警備業務
97,900 セコム㈱古河営業所
茨城県古河市本町4-1-9
空調設備保守点検業務
3,300,000 ㈱イーエス商会
茨城県古河市小堤1816-18
東京都新宿区中落合3-15-15WM本社ビル
空調加湿器保守点検業務
380,600 ウェットマスター㈱
542,300 立花防災（株）
茨城県古河市大手町10番地44号
三 消防設備保守点検業務
埼玉県さいたま市中央区上峰3-10-5（金子ビル）
757,900 OKIクロステック㈱
和 電話交換機保守点検業務
高木選定業務
508,200 石塚造園
茨城県古河市諸川359
庁
非常用発電機保守点検業務
297,000 ㈱イーエス商会
茨城県古河市小堤1816-18
舎 環境衛生管理業務
1,334,300 ㈱イーエス商会
〃
千葉県習志野市津田沼5-12-12サンロード津田沼１F
高所作業台保守点検業務
81,400 ㈱アクセス
避雷設備保守点検業務
154,000 ㈱ワールド避雷針工業
東京都目黒区八雲2丁目8番2号
自家用電気工作物保守点検業務
567,600 梅田電気管理事務所
茨城県古河市久能1116-1
電話交換・総合案内業務
8,059,000 ㈱アビック
茨城県水戸市袴塚2丁目4番46号
マット・モップ等賃貸借
221,000 サン商事（株）ダスキン古河南支店
茨城県古河市中田1276-1
庁舎日常清掃業務
9,459,000 茨城県シルバー人材センター連合会 古河市事務所 茨城県古河市北利根10
庁 自動ドア等保守点検業務（３庁舎）
茨城県つくば市二の宮3-2-6第四芳村ビルB棟
654,500 ナブコシステム（株）
舎 エレベーター等保守点検業務（総和・三和）
1,188,000 SECエレベーター
茨城県水戸市東赤塚2081-1
茨城県水戸市北見町8番8号NTT北見ビル
共 非常通報装置保守点検業
330,000 テルウェル東日本㈱
128,700 ホシザキ北関東（株）小山営業所栃木県小山市城東1丁目3-8
通 給茶機保守点検業務
除草作業・低木選定業務（総和・三和）
1,189,100 シルバー人材センター
茨城県古河市北利根10
消防設備保守管理業務委託
165,000 総和防災（株）
茨城県古河市水海3310番地
エレベーター保守管理業務委託
422,400 SECエレベーター
茨城県水戸市東赤塚2081-1
環境衛生業務委託
1,862,300 ㈱サンワックス
埼玉県熊谷市問屋町2-5-13
定期清掃業務委託
1,270,500 ㈱イーエス商会
茨城県古河市小堤1816-18
116,600 セコム㈱古河営業所
茨城県古河市本町4-1-9
健 機械警備業務委託
141,900 梅田電気管理事務所
茨城県古河市久能1116-1
康 電気設備保安管理業務委託
太陽光発電設備保守管理業務委託
33,000 梅田電気管理事務所
〃
の
茨城県水戸市笠原1576-7サンアメニティ水戸ビル
空調・衛生設備保守管理業務委託
2,640,000 ㈱サンアメニティ
駅 自動ドア保守管理業務委託
茨城県つくば市二の宮3-2-6第四芳村ビルB棟
580,800 ナブコシステム（株）
防犯カメラ設備保守点検業務
66,000 ㈱船橋
茨城県古河市久能1185-3
日常清掃業務
1,851,300 シルバー人材センター
茨城県古河市北利根10
植栽（除草）業務
1,419,000 シルバー人材センター
〃
玄関マット借り上げ
126,500 サン商事（株）ダスキン古河南支店
茨城県古河市中田1276-1
ヒートポンプチラー保守点検業務 1式
528,000 ㈱水興社
東京都江東区深川2丁目8番16号
自動制御保守点検業務 1式
3,190,000 日本電技（株）つくば支店
茨城県つくば市二の宮1-21-10
自動ドア保守点検業務 1式
517,000 茨城寺岡オートドア㈱
茨城県土浦市坂谷7丁目624-3
機械及び電気設備管理業務 1式
11,352,000 ㈱サンワックス
埼玉県熊谷市問屋町2-5-13
消防設備保守点検業務 1式
484,000 立花防災（株）
茨城県古河市大手町10番地44号
エレベーター保守点検業務 1式
770,000 SECエレベーター
茨城県水戸市東赤塚2081-1
電話交換機設備保守点検業務 1式
205,700 深澤通信工業㈱
茨城県土浦市中高津2-17-21
機械警備業務
237,600 国際警備㈱
茨城県水戸市千波町1829-23
491,700 荒井電気管理事務所
茨城県古河市鴻巣715-31
福 電気設備保安管理業務 1式
220,000 ㈱イーエス商会
茨城県古河市小堤1816-18
祉 空調機保守点検業務 一式
定期清掃業務 一式
1,485,000 ㈱イーエス商会
〃
の
ボイラー保守点検業務 1式
215,600 大東工業㈱
茨城県水戸市平須1935-1
森 AVシステム保守点検業務 一式
170,500 ㈱映像システム
東京都港区4-2-3NMF芝ビル5階
非常用自家発電設備保守点検業務 一式
660,000 高橋興業
茨城県土浦市大町12番1号
オイルタンク配管漏洩気密試験業務 一式
66,000 (有)東毛タンクサービス
群馬県館林市苗木町1751-1
直流電源装置保守点検業務 一式
85,800 高橋興業
茨城県土浦市大町12番1号
防火対象物定期点検業務 一式
33,000 立花防災（株）
茨城県古河市大手町10番地44号
植栽管理業務 1式
1,856,800 ㈱二宮
茨城県古河市山田1430番地
東京都新宿区中落合3-15-15WM本社ビル
空調加湿器保守点検業務 一式
297,000 ウェットマスター㈱
古河福祉の森会館日常清掃業務
4,691,500 シルバー人材センター
茨城県古河市北利根10
古河福祉の森会館除草業務
3,138,300 シルバー人材センター
〃
99,000 総和防災（株）
茨城県古河市水海3310番地
三 消防設備保守点検業務委託
715,000 ㈱イーエス商会
茨城県古河市小堤1816-18
和 定期清掃業務委託
茨城県つくば市二の宮3-2-6第四芳村ビルB棟
105,600 ナブコシステム（株）
地 自動ドア保守管理業務委託
茨城県古河市本町4-7-1四番館1201号
132,000 濱野電機管理事務所
域 電気設備保安管理業務委託
159,500 国際警備㈱
茨城県水戸市千波町1829-23
福 機械警備委託
地下タンク点検業務
29,700 (有)東毛タンクサービス
群馬県館林市苗木町1751-1
祉
機械設備保守点検業務委託
1,944,800 ㈱イーエス商会
茨城県古河市小堤1816-18
セ 日常清掃業務
812,900 シルバー人材センター
茨城県古河市北利根10
ン 植栽（除草）業務
367,400 シルバー人材センター
〃
タ 玄関マット・モップ借上げ
46,200 サン商事（株）ダスキン古河南支店
茨城県古河市中田1276-1
ー 便器洗浄器保守管理業務
88,000 日本カルミック㈱
東京都千代田区九段南1-5-10
合計 93業務
148,564,200
建築12条点検
1,958,000 福富建築設計事務所
茨城県古河市松並1丁目21-24
※建築12条点検の費用についてはマネジメントフィーに見込みます。

電話番号
0280-97-3111
〃
0280-31-2561
0280-97-3111
029-831-3458
0280-92-0624
029-852-6151
029-852-0780
0280-92-3126
0280-92-4862
0280-97-3111
0280-48-4891
0280-97-3111
〃
0280-31-2561
0280-97-3111
029-851-3166
03-3954-1110
0280-76-7159
029-254-1210
0280-76-1313
029-822-8721
048-520-3000
047-481-8721
0280-92-7018
029-228-2331
0280-48-4891
0280-97-3111
〃
0280-31-2561
0280-97-3111
03-3954-1110
0280-22-0269
048-840-5800
0280-76-1716
0280-97-3111
〃
047-481-8721
03-3724-9781
0280-92-4862
029-228-2331
0280-48-4891
0280-92-7018
029-856-9393
029-254-1210
029-297-6655
0285-23-3361
0280-92-7018
0280-92-0624
029-254-1210
048-520-3000
0280-97-3111
0280-31-2561
0280-92-4862
〃
029-305-4545
029-856-9393
0280-92-0956
0280-92-7018
〃
0280-48-4891
03-3630-7123
029-851-3166
029-831-3458
048-520-3000
0280-22-0269
029-254-1210
029-822-8721
029-244-3381
0280-48-5160
0280-97-3111
〃
029-243-5451
03-6809-4742
029-824-2211
0276-72-6500
029-824-2211
0280-22-0269
0280-76-1313
03-3954-1110
0280-92-7018
〃
0280-92-0624
0280-97-3111
029-856-9393
0280-31-2606
029-244-3381
0276-72-6500
0280-97-3111
0280-92-7018
〃
0280-48-4891
03-3230-6750
0280-32-6956

