
件数（件） 金額（円） 備考

合計 788 2,762,455,609

競争契約 337 2,110,328,395

独占契約 0 0

緊急契約 255 232,282,960

少額契約 109 33,220,868

特定契約 87 386,623,386

令和元年度契約結果（全案件）



№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

1 委託 上野動物園　寝藁等処理委託（単価契約） 農事組合法人農業資源活用生産組合

2 委託 上野動物園　園内警備・入園者整理業務委託 シンテイ警備㈱

3 委託 上野動物園　園地・園内施設清掃及び維持管理委託 日建総業㈱

4 委託 上野動物園　寝藁等運搬委託（単価契約） ㈱丸三興業

5 委託 上野動物園　通用門監視業務及び夜間警備委託 ㈱スターリング

6 委託 上野動物園　電話交換業務委託 協和産業㈱

7 委託 上野動物園　一般廃棄物収集運搬委託(単価契約) 日建総業㈱

8 委託 上野動物園　案内図印刷委託(単価契約) 冨士印刷㈱

9 委託 上野動物園　空調設備保守委託 にがた工機㈱

10 委託 上野動物園　産業廃棄物収集運搬･処分委託(単価契約) ㈱総合整備

11 委託 上野動物園　両生爬虫類館熱帯植物等管理委託 西武緑化管理㈱

12 委託 上野動物園　植込地保護管理委託 ㈱呉竹造園

13 委託 上野動物園　両生爬虫類館機械設備等保守委託 東豊産業㈱

14 委託 上野動物園　花壇管理委託 東友緑化㈱

15 委託 上野動物園　東園観葉植物等管理委託 ㈱西部緑化

16 委託 上野動物園　動物舎脱出防止柵設備保守委託 ㈱小林電機商会

17 委託 上野動物園　ゴリラ･トラ舎ほか油圧扉等設備保守委託 橋本電設㈱

18 委託 上野動物園　火災警報設備等保守委託 ホーチキ㈱

19 委託 上野動物園　監視用テレビ装置及び放送設備保守委託 東京総合エンジニアリング㈱

20 委託 上野動物園　循環フィルター等保守委託 ドリコアクアサーブ㈱

21 委託 上野動物園　カバ舎ほか電動扉等設備保守委託 多摩協立オートドア㈱

22 委託 上野動物園　不忍池浄化施設汚泥処理委託(単価契約) 日興サービス㈱

23 委託 上野動物園　映像通訳委託 ㈱テリロジーサービスウェア

24 委託 上野動物園　冷凍設備保守委託 ホシザキ関東㈱

25 委託 上野動物園　汚泥処理委託(単価契約) ㈱京葉興業

26 委託 上野動物園　集積場枝葉等処理委託(単価契約) ㈱日本協力

27 委託 多摩動物公園　寝藁等処理委託(単価契約) 農事組合法人農業資源活用生産組合

令和元年度契約結果（競争契約）



28 委託 多摩動物公園　汚泥処分委託(単価契約) 日興サービス㈱

29 委託 多摩動物公園　園地･園内施設清掃及び維持管理委託 日建総業㈱

30 委託 多摩動物公園　園内警備･入園者整理及び七生公園警備委託 シンテイ警備㈱

31 委託 多摩動物公園　寝藁等運搬委託(単価契約) ㈱環境システムサービス

32 委託 多摩動物公園　汚水処理場維持管理委託 ㈱環境システムサービス

33 委託 多摩動物公園　夜間警備委託 富士管財㈱

34 委託 多摩動物公園　電話交換業務委託 ㈱サービスエース

35 委託 多摩動物公園　昆虫生態園温室植物保護管理委託 松村園芸㈱

36 委託 多摩動物公園　七生公園樹林地保護管理委託 風間造園㈱

37 委託 多摩動物公園　一般廃棄物収集運搬委託(単価契約) 多摩興運㈱

38 委託 多摩動物公園　産業廃棄物処分委託(単価契約) ㈲島村商店

39 委託 多摩動物公園　滅菌装置保守委託 オーヤラックスクリーンサービス㈱

40 委託 多摩動物公園　冷暖房設備保守委託 ㈲森設備工業

41 委託 多摩動物公園　空気調和設備保守委託 ㈲森設備工業

42 購入
多摩動物公園　遠赤外線放射暖房機器に係るプロパンガスの購入(単
価契約4月～3月)

㈱日本エネルギー

43 委託 多摩動物公園　自動ドアー設備保守委託 ナブコシステム㈱

44 委託 多摩動物公園　視聴覚設備保守委託 ㈱サウンドシステム

45 委託 多摩動物公園　産業廃棄物収集運搬委託(単価契約) 多摩興運㈱

46 委託 多摩動物公園　温水器･ボイラー保守委託 アネス㈱

47 委託 多摩動物公園　建築物環境衛生管理業務委託 ㈱環境技研

48 委託 多摩動物公園　消防設備保守委託 一般社団法人東京防災設備保守協会

49 委託 多摩動物公園　昆虫本館機械設備保守委託 ㈱大基

50 委託 多摩動物公園　園内飲料水(井戸水)の水質検査委託（単価契約） オーヤラックスクリーンサービス㈱

51 委託 多摩動物公園　電話設備保守委託 協立情報通信㈱

52 委託 多摩動物公園　清掃及び汚泥収集運搬委託(単価契約) ㈱環境システムサービス

53 委託 多摩動物公園　動物舎脱出防止柵設備保守委託 ㈲山口電気商会

54 購入 多摩動物公園　灯油他2点の購入(単価契約４～５月分) 三和エナジー㈱

55 委託 多摩動物公園　園内ユーカリ栽培管理委託 ㈱野崎造園

56 委託 多摩動物公園　城北中央公園ユーカリ栽培管理委託 市川緑化土木㈱



57 委託 多摩動物公園　飼料木(ユーカリ)枝葉運搬委託(単価契約) 日本通運㈱

58 購入 多摩動物公園　シェービングマットの購入(単価契約)４～６月分 日本競馬飼糧㈱

59 委託 葛西臨海水族園　海水の運搬委託(単価契約) 東海汽船㈱

60 委託 葛西臨海水族園　入園者案内誘導及び保安警備委託 シンテイ警備㈱

61 委託 葛西臨海水族園　園地･園内施設清掃及び維持管理委託 ㈱東洋実業

62 委託 葛西臨海水族園　大水槽ほか保守業務委託 ㈱マリテックス

63 委託
葛西臨海水族園　カスケード・噴水池汚泥収集運搬処分委託(単価契
約)

東武商事㈱

64 委託 葛西臨海水族園　緑地保護管理委託 綜合造園㈱

65 委託 葛西臨海水族園　海水他水質分析委託(単価契約) ㈱アクアパルス

66 委託 葛西臨海水族園　電話交換業務委託 協和産業㈱

67 委託 葛西臨海水族園　警備保安業務委託 ㈱富士保安警備

68 委託 葛西臨海水族園　カスケード･噴水池清掃委託 ㈱善興社

69 委託 葛西臨海水族園　搬入用通路誘導整理委託 ㈱オリバー

70 委託 葛西臨海水族園　水質管理及び受水槽清掃委託 ㈱環境技研

71 委託 葛西臨海水族園　排水処理施設汚泥処理委託(単価契約) ㈱京葉興業

72 委託 多摩動物公園　花壇保護管理委託 ㈱百草造園

73 委託 葛西臨海水族園　排水処理設備保守委託 ㈱環境技研

74 委託 葛西臨海水族園　一般廃棄物収集運搬委託(単価契約) ㈱京葉興業

75 委託 葛西臨海水族園　花壇保護管理委託 ㈱ニチノー緑化

76 委託 葛西臨海水族園　消防設備保守委託 ㈱ニッショウ

77 委託 葛西臨海水族園　渓流水槽温調設備保守委託 菱冷サービス㈱

78 委託 葛西臨海水族園　産業廃棄物収集運搬処分委託(単価契約) ㈱京葉興業

79 委託 葛西臨海水族園　自動扉保守委託 寺岡オート・ドアシステム㈱

80 委託 葛西臨海水族園　空調設備保守委託 ㈱エコ・プラン

81 委託 葛西臨海水族園　情報設備保守委託 ㈱サウンドシステム

82 委託 葛西臨海水族園　予備飼育室温調設備ほか保守委託 三協工業㈱

83 委託 葛西臨海水族園　潜水技量維持向上訓練委託 ㈱海洋リサーチ

84 委託 葛西臨海水族園　電話設備保守委託 英工電機㈱

85 委託 葛西臨海水族園　汚泥処理委託(単価契約) ㈱京葉興業



86 委託 葛西臨海水族園　噴水池滅菌装置保守委託 東昭化学㈱

87 委託 葛西臨海水族園　冷却塔保守委託 桜ヶ丘㈱

88 委託 井の頭自然文化園　園地･園内施設清掃及び維持管理委託 ㈱ジンダイ

89 委託 井の頭自然文化園　園内警備･入園者整理委託 シンテイ警備㈱

90 委託 井の頭自然文化園　一般廃棄物収集運搬委託(単価契約) 志賀興業㈱

91 委託 井の頭自然文化園　植込地保護管理委託 井之頭造園協同組合

92 委託 井の頭自然文化園　花壇保護管理委託 箱根植木㈱

93 委託 井の頭自然文化園　空調機･冷凍機等設備保守委託 アネス㈱

94 委託 井の頭自然文化園　産業廃棄物処分委託(単価契約) ㈱総合整備

95 委託 井の頭自然文化園　給排水及び循環設備等保守委託 ㈱ベリーズ・インク

96 委託 井の頭自然文化園　水生物館及び池の水質検査委託 オーヤラックスクリーンサービス㈱

97 委託 井の頭自然文化園　放送設備等保守委託 ㈱サウンドシステム

98 委託 井の頭自然文化園　産業廃棄物収集運搬委託(単価契約) 志賀興業㈱

99 委託 井の頭自然文化園　汚泥収集運搬･処分委託(単価契約) ㈱京葉興業

100 委託 井の頭自然文化園　集積所枝葉等処理委託（単価契約） ㈱日乃出造園土木

101 委託 井の頭自然文化園　夜間警備委託 富士管財㈱

102 購入 上野動物園　青草の購入（単価契約） 日本競馬飼糧㈱

103 購入
上野動物園及び多摩動物公園　木の葉つきの枝の購入（単価契約）４
～９月分

㈲三都物産

104 購入
上野動物園及び多摩動物公園　うさぎ他４点の購入（単価契約）４～９
月分

東京実験動物㈱

105 購入 上野動物園　わら他４点の購入（単価契約）４～９月分 ㈱成瀬商店

106 購入 上野動物園　馬肉他１点の購入（単価契約）４～９月分 マルイフーズ㈱

107 購入 上野動物園　小魚他１点の購入（単価契約）４～９月分 加藤雅敏

108 購入 上野動物園　甘藷他３４点の購入（単価契約）４～５月分 ㈱青果問屋まるだい

109 購入 上野動物園　竹の購入（単価契約）４～５月分 伊豆中央水産㈱

110 購入 上野動物園　あじ（中）他１点の購入（単価契約）４～５月分 ㈱フローラ

111 購入 多摩動物公園及び井の頭自然文化園　青草の購入（単価契約） ㈲三都物産

112 購入 多摩動物公園　馬肉他２点の購入（単価契約）４～９月分 マルイフーズ㈱

113 購入 多摩動物公園　牧乾草の購入（単価契約）４～９月分 日本競馬飼糧㈱

114 購入 多摩動物公園　ヘイキューブ他８点の購入（単価契約）４～９月分 ㈱成瀬商店



115 購入 多摩動物公園　竹の購入（単価契約）４～９月分 ㈲三都物産

116 購入 多摩動物公園　わらの購入（単価契約）４～９月分 日本競馬飼糧㈱

117 購入 多摩動物公園　小魚の購入（単価契約）４～９月分 美吉屋

118 購入 多摩動物公園　ミルワームの購入（単価契約）４～９月分 ㈱成瀬商店

119 購入 多摩動物公園　あじ他４点の購入（単価契約）４～６月分 ㈲笈川食品

120 購入 多摩動物公園　甘藷他２９点の購入（単価契約）４～５月分 丸山周作

121 購入 葛西臨海水族園　イサザアミ他１点の購入（単価契約） 伊豆中央水産㈱

122 購入 葛西臨海水族園　あさり（むき身）他１点の購入（単価契約）４～９月分 丸六水産㈱

123 購入 葛西臨海水族園　ジャリメの購入（単価契約）４～７月分 丸六水産㈱

124 購入 葛西臨海水族園　あじ他３点の購入（単価契約）４～６月分 ㈱フローラ

125 購入 葛西臨海水族園　きびなご他２点の購入（単価契約）４～６月分 ㈲笈川食品

126 購入 井の頭自然文化園　キャベツ他２１点の購入（単価契約）４月分 マルキ商店

127 委託
多摩動物公園　ゴールデンウィーク期間中における仮設トイレ設置及
び清掃委託

㈱環境システムサービス

128 委託
葛西臨海水族園　静岡県沼津市戸田における深海生物採集のための
傭船委託（単価契約）

清進丸　五十嵐春久

129 委託
葛西臨海水族園　平成31年度特設展「海のゆりかご」ハンズオン展示
施工および撤去委託

㈱エクス・アドメディア

130 購入 井の頭自然文化園　キャベツ他２１点の購入（単価契約）５月分 マルキ商店

131 委託 上野動物園　クマ舎壁面緑化基盤（J・H）改修工事 みのる産業㈱

132 委託 上野・多摩・葛西の自動券売機の更新（リース） 昭和リース㈱

133 購入 上野動物園　甘藷他３５点の購入（単価契約）６～７月分 ㈱青果問屋まるだい

134 購入 上野動物園　竹の購入（単価契約）６～７月分 伊豆中央水産㈱

135 購入 上野動物園　あじ（中）他１点の購入（単価契約）６～７月分 ㈲笈川食品

136 購入 多摩動物公園　甘藷他２９点の購入（単価契約）６～７月分 ㈱青果問屋まるだい

137 購入 井の頭自然文化園　キャベツ他２１点の購入（単価契約）６月分 ネイバーフーズ

138 委託 自動車任意保険 ㈱寺田

139 購入 多摩動物公園　灯油他２点の購入（単価契約６月～７月） 三井実業㈱

140 委託 井の頭自然文化園　簡易無線機の導入（リース） オリックス㈱

141 委託 多摩動物公園　集積場枝葉等処理委託（単価契約） ㈱東緑化

142 購入 上野動物園　新東園無料休憩所のイス購入 ㈱フロンティア技研

143 委託
葛西臨海水族園　小笠原父島周辺の生物調査・採集における傭船、
機材レンタルの委託（単価契約）

㈲パパスダイビングスタジオ

144 委託 多摩動物公園　新アジアゾウ舎屋上芝生地保護管理委託 ㈱百草造園



145 委託 多摩動物公園　昆虫本館非常照明補修工事 ㈲大平電気

146 購入 多摩動物公園　あじ他４点の購入（単価契約）７～９月分 ㈲笈川食品

147 購入 葛西臨海水族園　あじ他３点の購入（単価契約）７～９月分 ㈱フローラ

148 購入 葛西臨海水族園　きびなご他２点の購入（単価契約）７～９月分 丸六水産㈱

149 購入 井の頭自然文化園　キャベツ他２２点の購入（単価契約）７月分 ネイバーフーズ

150 委託 多摩動物公園　骨格標本・剥製標本および皮標本の作製委託 ㈲尼ヶ崎剥製標本社

151 委託 葛西臨海水族園　ミスト噴霧機材設置・撤去委託 ㈱東洋実業

152 委託 上野動物園　事務所緑のカーテン設置工事 東友緑化㈱

153 委託 葛西臨海水族園　無料休憩所緑のカーテン設置ほか保守点検委託 ㈱ニチノー緑化

154 委託 多摩動物公園　南園植込地等保護管理委託 ㈱オリアン

155 委託 多摩動物公園　正門ほか監視カメラ設備補修工事 ㈱サウンドシステム

156 委託 多摩動物公園　北園植込地等保護管理委託 ㈱雅敍造園

157 委託 上野動物園　西園各門電子マネー化に伴う光ケーブル敷設補修工事 ㈱菅谷電機

158 委託 上野動物園　ハス刈り作業委託（単価契約） ㈱飛鳥

159 購入 多摩動物公園　シェービングマットの購入（単価契約）7月～9月分 日本競馬飼糧㈱

160 委託 葛西臨海水族園　案内図印刷委託 シンソー印刷㈱

161 委託 井の頭自然文化園　分園水生物館東面屋根防水補修工事 ㈱門馬工務店

162 購入 防寒着の購入（単価契約） セロリー㈱

163 委託 プレハブ設計業務委託 ㈱ビッグルーフ

164 委託 葛西臨海水族園　ペンギン舎カメラほか設置工事 ㈱サウンドシステム

165 委託
上野動物園　真夏の夜の動物園ポスター・チラシ等デザイン及び印刷
委託

㈲ジー・アール・ヴィ

166 委託 葛西臨海水族園　汽水池清掃委託 ㈱善興社

167 委託 葛西臨海水族園　汽水池汚泥収集運搬処分委託（単価契約） 東武商事㈱

168 委託 葛西臨海水族園　FRP製活魚コンテナ輸送作業委託（単価契約） あゆみ運送㈱

169 委託 ショッピングモールへの大型ポスター掲出委託 ㈱東京アドレップ

170 購入 上野動物園　甘藷他３７点の購入（単価契約）８～９月分 ㈱有倉商店

171 購入 上野動物園　竹の購入（単価契約）８～９月分 伊豆中央水産㈱

172 購入 上野動物園　あじ（中）他１点の購入（単価契約）８～９月分 ㈲笈川食品

173 購入 多摩動物公園　甘藷他２９点の購入（単価契約）８～９月分 ㈱青果問屋まるだい

174 購入 葛西臨海水族園　ジャリメの購入（単価契約）８～１１月分 ㈲釣房商店



175 購入 井の頭自然文化園　キャベツ他２２点の購入（単価契約）８月分 ネイバーフーズ

176 委託 上野動物園　ガイドツアー看板作成委託 ㈱ビッグルーフ

177 委託 上野動物園　西園無料休憩所周辺ほか植樹桝補修工事 ㈲栄組

178 委託 葛西臨海水族園　レストハウス照明設備補修工事 ムライ電気工業㈱

179 委託 定期健康診断及び人間ドックの実施委託（単価契約） 医療法人社団進興会

180 委託 入園料キャッシュレス決済導入に伴う電子マネー加盟店契約 三井住友カード㈱

181 委託
入園料キャッシュレス決済導入に伴う手売発券窓口クレジット加盟店契
約

三井住友カード㈱

182 委託 葛西臨海水族園　開園30周年記念年表設置および撤去委託 ㈲タグ・クルー

183 委託 多摩動物公園　ポスター印刷委託 ㈱ウイング

184 委託 葛西臨海水族園　調乳用温水器の導入（リース） 芙蓉総合リース㈱

185 購入 多摩動物公園　灯油他２点の購入(単価契約8月～9月) 三和エナジー㈱

186 委託
恩賜上野動物園、多摩動物公園、葛西臨海水族園及び井の頭自然文
化園の施設賠償責任保険の加入

㈱東京エイドセンター

187 購入 井の頭自然文化園　キャベツ他２０点の購入（単価契約）９月分 ネイバーフーズ

188 委託 情報セキュリティ監査の実施 ㈱東和コンピュータマネジメント

189 委託 令和元年度　都立動物園･水族園訪日外国人動向調査委託 ㈱サーベイリサーチセンター

190 委託
井の頭自然文化園　「ちょっとおでかけ秋の夜長の自然文化園」にお
ける広告委託

㈱ニューアド社

191 委託 上野動物園　水生動物水処理システムオゾン装置ほか補修工事 ㈱アクアプロダクト

192 委託 多摩動物公園　清掃及び汚泥収集運搬委託その２（単価契約） ㈱環境システムサービス

193 委託 多摩動物公園　動物病院ほか照明補修工事 ㈱エイコー

194 委託 プレハブ設置工事 ㈱ビッグルーフ

195 購入
上野動物園及び多摩動物公園　木の葉つきの枝の購入（単価契約）１
０～３月分

㈲三都物産

196 購入
上野動物園及び多摩動物公園　うさぎ他４点の購入（単価契約）１０～
３月分

東京実験動物㈱

197 購入 上野動物園　わら他４点の購入（単価契約）１０～３月分 ㈱成瀬商店

198 購入 上野動物園　馬肉他１点の購入（単価契約）１０～３月分 関東日本フード㈱

199 購入 上野動物園　小魚他１点の購入（単価契約）１０～３月分 加藤雅敏

200 購入 上野動物園　あじ（中）他１点の購入（単価契約）１０～１２月分 ㈲笈川食品

201 購入 上野動物園　甘藷他３５点の購入（単価契約）１０～１１月分 ネイバーフーズ

202 購入 上野動物園　竹の購入（単価契約）１０～１１月分 伊豆中央水産㈱

203 購入 多摩動物公園　馬肉他２点の購入（単価契約）１０～３月分 関東日本フード㈱

204 購入 多摩動物公園　牧乾草の購入（単価契約）１０～３月分 日本競馬飼糧㈱



205 購入 多摩動物公園　わらの購入（単価契約）１０～３月分 日本競馬飼糧㈱

206 購入 多摩動物公園　ヘイキューブ他８点の購入（単価契約）１０～３月分 ㈱成瀬商店

207 購入 多摩動物公園　竹の購入（単価契約）１０～３月分 ㈲三都物産

208 購入 多摩動物公園　小魚の購入（単価契約）１０～３月分 美吉屋

209 購入 多摩動物公園　ミルワームの購入（単価契約）１０～３月分 ㈱成瀬商店

210 購入 多摩動物公園　あじ他４点の購入（単価契約）１０～１２月分 ㈲笈川食品

211 購入 多摩動物公園　甘藷他２９点の購入（単価契約）１０～１１月分 ㈱青果問屋まるだい

212 購入 葛西臨海水族園　あさり（むき身）他１点の購入（単価契約）１０～３月分 丸六水産㈱

213 購入 葛西臨海水族園　あじ他３点の購入（単価契約）１０～１２月分 ㈲笈川食品

214 購入 葛西臨海水族園　きびなご他２点の購入（単価契約）１０～１２月分 ㈲笈川食品

215 購入 井の頭自然文化園　キャベツ他２０点の購入（単価契約）１０月分 マルキ商店

216 委託 多摩動物公園　南園汚水処理槽流量計補修工事 ドリコアクアサーブ㈱

217 委託 葛西臨海水族園　マグロ水槽上部ダクト補修工事 光進工業㈱

218 委託 井の頭自然文化園　樹木診断委託（Gブロック） ㈱虹設計事務所

219 委託 上野動物園　高圧ケーブル補修工事 ㈱エイコー

220 委託 上野動物園　西園屋外用端子盤（T-2）補修工事 ㈱菅谷電機

221 購入 多摩動物公園　シェービングマットの購入（単価契約）10月～12月分 日本競馬飼糧㈱

222 委託 上野動物園　ツーリストインフォメーションの運営委託 ㈱JTBコミュニケーションデザイン

223 委託 葛西臨海水族園　レストハウス打設コンクリート補修工事 ㈱リボーン

224 購入 多摩動物公園　灯油他2点の購入（単価契約10月～11月分） 三井実業㈱

225 委託 上野動物園　ツーリストインフォメーションの運営委託 ㈱JTBコミュニケーションデザイン

226 委託 第５回都立動物園アフリカフェア開催業務委託 ㈱セレスポ

227 委託 井の頭自然文化園　LAN配線工事 ㈱大塚商会

228 委託 井の頭自然文化園　彫刻園仮設照明等設置委託 ㈱メビウス

229 委託 葛西臨海水族園　ペンギン着ぐるみ制作委託 ㈲CHOKO.group

230 委託 葛西臨海水族園　汽水池清掃委託 ㈱善興社

231 委託 葛西臨海水族園　汽水池汚泥収集運搬処分委託（単価契約） 東武商事㈱

232 委託 葛西臨海水族園　原水処理設備ろ過材補修工事 ㈱三進ろ過工業

233 委託 多摩動物公園　地下貯蔵タンク等定期点検委託 ㈱油水分離



234 委託 葛西臨海水族園　展示水槽ガラス交換工事 ㈱ひかるアクアリューム

235 委託 上野動物園　パンダ舎No.2冷温水発生装置補修工事 にがた工機㈱

236 委託 葛西臨海水族園　水質測定装置ほか補修工事 竹田理化工業㈱

237 委託 井の頭自然文化園　本園ヤマネコ舎金網ほか補修工事 小岩金網㈱

238 購入 井の頭自然文化園　キャベツ他２２点の購入（単価契約）１１月分 ネイバーフーズ

239 委託 多摩動物公園　ウォッチングセンター１F照明補修工事 ㈱明光電設

240 委託 上野動物園　コビトカバ舎屋上防水補修工事 ㈱エヌ・アール・エヌ

241 委託 多摩動物公園　ターキン放飼場補修工事 ㈱百草造園

242 委託 葛西臨海水族園　飼育展示課(2階執務室)複合機の導入(ﾘｰｽ) ニッセイ・リース㈱

243 委託 上野動物園 飼育展示課 複合機の導入(リース) 芙蓉総合リース㈱

244 委託 葛西臨海水族園　案内図印刷委託 シンソー印刷㈱

245 委託 多摩動物公園　猛きんフライングケージ止り木補修工事 Nature Communication Display

246 委託 葛西臨海水族園　フィルター室C制御盤補修工事 ムライ電気工業㈱

247 委託 多摩動物公園　管理事務所３F照明補修工事 ㈱三新電業社

248 委託 平成30年度東京都恩賜上野動物園年報ほか3園の印刷委託 小竹印刷㈱

249 委託 多摩動物公園　新アジアゾウ舎ガス暖房機補修工事 ㈱渡辺工業所

250 購入 上野動物園　甘藷他３４点の購入（単価契約）１２～１月分 ㈱青果問屋まるだい

251 購入 上野動物園　竹の購入（単価契約）１２～１月分 伊豆中央水産㈱

252 購入 多摩動物公園　甘藷他３２点の購入（単価契約）１２～１月分 ㈱青果問屋まるだい

253 購入 葛西臨海水族園　ジャリメの購入（単価契約）１２～３月分 丸六水産㈱

254 購入 井の頭自然文化園　キャベツ他２２点の購入（単価契約）１２月分 ネイバーフーズ

255 委託 多摩動物公園　受水槽・高置水槽清掃委託 オーヤラックスクリーンサービス㈱

256 委託
葛西臨海水族園　東京の海キャットウォーク天井ボード取付他補修工
事

㈱リボーン

257 委託 葛西臨海水族園　ゲートアプローチ低木植付け他支障枝剪定工事 ㈱アメニティ

258 委託 多摩動物公園　昆虫本館１F照明補修工事 ㈱エイコー

259 購入 多摩動物公園　灯油他2点の購入(単価契約12月～1月分) 三井実業㈱

260 委託 パンフレット、ポスターのデザイン制作・印刷委託 ㈱ジェイアール東日本企画

261 委託 井の頭自然文化園　イノシシ舎補修工事 ㈱加藤鉄建

262 委託 多摩動物公園　アカハライモリ保全池造成委託 エスペックミック㈱

263 委託 葛西臨海水族園　30周年記念誌の制作 ㈱アポロ社



264 委託 井の頭自然文化園　アライグマ舎放飼場黒土敷き均し作業委託 井の頭造園協同組合

265 委託 上野動物園　ツーリストインフォメーション施設一次側電源補修工事 ㈱菅谷電機

266 委託 動物（ジャイアントパンダ）飼育時の賠償責任保険の加入 損害保険ジャパン日本興亜㈱

267 委託 上野動物園　受水槽等清掃委託 ㈱シンワトータルサービス

268 委託 葛西臨海水族園　汽水池清掃委託 ㈱善興社

269 委託 葛西臨海水族園　汽水池汚泥収集運搬処分委託（単価契約） 東武商事㈱

270 委託 上野動物園　サーラタイ補修工事 ㈱加藤工務店

271 委託
葛西臨海水族園　予備飼育室恒温室の更新に伴う飼育設備一時撤去
及び復帰工事

光進工業㈱

272 購入 上野動物園　あじ（中）他１点の購入（単価契約）１～３月分 ㈲笈川食品

273 購入 多摩動物公園　あじ他４点の購入（単価契約）１～３月分 ㈲笈川食品

274 購入 葛西臨海水族園　あじ他３点の購入（単価契約）１～３月分 ㈲笈川食品

275 購入 葛西臨海水族園　きびなご他２点の購入（単価契約）１～３月分 丸六水産㈱

276 購入 井の頭自然文化園　キャベツ他２２点の購入（単価契約）１月分 ネイバーフーズ

277 委託 葛西臨海水族園　汽水着水槽汚泥処理委託（単価契約） ㈲平澤興業

278 購入 多摩動物公園　シェービングマットの購入(単価契約)1月～3月分 日本競馬飼糧㈱

279 委託 葛西臨海水族園　排水ルート（下の池系統）調査委託 ㈱環境技研

280 委託 井の頭自然文化園　本園資料館裏外灯補修工事 ㈱白石電機

281 委託 葛西臨海水族園　汽水取水口等清掃委託 ㈱東京久栄

282 委託 葛西臨海水族園　広告ポスターの印刷及び駅貼り掲出委託 ㈱オリコミサービス

283 購入 作業着の購入(単価契約) セロリー㈱

284 委託 上野動物園　除雪作業委託（単価契約） ㈱呉竹造園

285 委託 葛西臨海水族園　除雪作業委託(単価契約) ㈱ニチノー緑化

286 委託 多摩動物公園　売札棟照明器具交換補修工事 ㈲山口電気商会

287 委託 井の頭自然文化園　図面電子化委託 ㈱丸石

288 委託 プレハブ外装・内装施工業務委託 ㈲タグ・クルー

289 委託 井の頭自然文化園　総合機器台帳システム作成委託 ㈱ソフトウェア・パートナー

290 委託 多摩動物公園　除雪作業委託（単価契約） ㈱オリアン

291 委託 多摩動物公園　サービスヤード改修工事 宮澤建設㈱

292 委託 上野動物園　キリン舎屋上防水補修工事 ㈱トーヨー建設

293 委託
葛西臨海水族園　汽水着水槽清掃及び汚泥収集運搬委託（単価契
約）

㈱丸三興業



294 委託 井の頭自然文化園　本園フェネック舎ほか塗装補修工事 ㈱オガワ

295 購入 　多摩動物公園　灯油他2点の購入(単価契約2月～3月) 三井実業㈱

296 委託 井の頭自然文化園　水生物館小水槽改修工事 ㈱ひかるアクアリューム

297 委託 多摩動物公園　汚泥処分委託その2（単価契約） 日興サービス㈱

298 購入 上野動物園　甘藷他３３点の購入（単価契約）２～３月分 ネイバーフーズ

299 購入 上野動物園　竹の購入（単価契約）２～３月分 伊豆中央水産㈱

300 購入 多摩動物公園　甘藷他２９点の購入（単価契約）２～３月分 ㈱青果問屋まるだい

301 購入 井の頭自然文化園　キャベツ他２２点の購入（単価契約）２月分 マルキ商店

302 委託 上野動物園　東園藤棚補修工事 ㈱エヌ・アール・エヌ

303 委託 上野動物園　キリン舎ほか照明設備補修工事 ㈱エイコー

304 委託 上野動物園　トラ舎照明設備補修工事 小嶋電工㈱

305 委託 上野動物園　保存資料デジタル化委託 ㈱丸石

306 委託 イベント景品制作委託 ㈱戸田屋商店

307 委託 葛西臨海水族園　「水辺の自然」エリア「流れ」の植生維持管理委託 エスペックミック㈱

308 委託 上野動物園　両生爬虫類館国産展示コーナーの展示水槽製作委託 ㈱ひかるアクアリューム

309 委託
井の頭自然文化園｢いきもの広場｣および｢水辺のいきもの広場｣ﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞと維持管理業務委託

エスペックミック㈱

310 委託 上野動物園　小獣館建築構造物点検調査委託 ㈱宮﨑建築工房　一級建築士事務所

311 委託 上野動物園　両生爬虫類館 国産展示コーナーの壁面改修委託 ㈲タグ・クルー

312 委託 イベント景品抽選発送委託 ㈱ディー・エム広告社

313 委託 多摩動物公園　スカイウォークほか点検作業委託 日本鉄塔工業㈱

314 委託 ＷＥＢ広告掲出委託 ㈱東京アドレップ

315 購入 井の頭自然文化園　キャベツ他２２点の購入（単価契約）３月分 ネイバーフーズ

316 委託 葛西臨海水族園　案内図印刷委託 シンソー印刷㈱

317 委託 多摩動物公園　フラミンゴ舎土壌入替え作業委託 井之頭造園協同組合

318 委託 多摩動物公園　動物(トナカイ)の運搬委託 ㈲ライノ

319 委託 上野動物園　樹木診断委託 ㈱エコル

320 委託 動物（ジャイアントパンダ）飼育時の賠償責任保険の加入 損害保険ジャパン日本興亜㈱

321 委託 井の頭自然文化園　イノシシ舎放飼場補修工事 ㈱加藤鉄建

322 委託
上野動物園　繁忙期間の仮設トイレ設置・し尿収集運搬・処理委託(単
価契約)

㈱丸三興業

323 委託 上野動物園の新聞切抜き資料（明治・大正・昭和）のデジタル化委託 ㈱堀内カラー



324 委託 井の頭自然文化園　本園ツバキ園園路補修工事 ㈲栄組

325 委託 井の頭自然文化園　分園水生物館水槽照明補修工事 ㈱ひかるアクアリューム

326 購入 上野動物園　自動体外式除細動器(AED)の購入 飯田電子設計㈱

327 委託 多摩動物公園　保全業務普及啓発展示設置委託 ㈲たくデザイン工房

328 委託 上野動物園　EAZAゴリラ飼育ガイドラインの翻訳委託(前半) ㈱日本翻訳センター

329 委託 上野動物園　仮設表門装飾委託 ㈱グランクール

330 購入 葛西臨海水族園　投げ込み式冷却器の購入 ㈱ひかるアクアリューム

331 委託 葛西臨海水族園　情報資料室カーペット交換委託 ㈱象･ファクトリー

332 委託 葛西臨海水族園　　監視カメラ設置工事 ㈱サウンドシステム

333 委託
葛西臨海水族園　静岡県沼津市戸田における深海採集のための傭船
委託(単価契約)

清進丸　五十嵐春久

334 委託 令和2年度　都立動物園・水族園訪日外国人動向調査委託 ㈱サーベイリサーチセンター

335 委託 多摩動物公園　動物（クロツラヘラサギ）の運搬委託 ㈱阪急阪神エクスプレス

336 委託 葛西臨海水族園　共同企画特設展示展示物製作委託 ㈱ひかるアクアリューム

337 委託 井の頭自然文化園　展示装飾工事委託 ㈲武蔵野S・K



№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

1 委託 上野動物園東園モノレール横ほか園路補修工事 ㈱栄組

2 委託 上野動物園ボランテア室裏排水管補修工事 管清工業株式会社

3 委託 上野動物園東園バックヤード土留め補修工事 ㈱リボーン

4 委託 上野動物園五重塔回りほか支障枝処理工事 ㈱呉竹造園

5 委託 上野動物園クマ舎扉錠ほか補修工事 ㈱リボーン

6 委託 上野動物園ゾウ舎温水循環装置補修工事 常盤工事（株）

7 委託 上野動物園 バードハウスほか照明設備補修工事 ㈱エイコー

8 委託 上野動物園こども動物園すてっぷ館安全扉補修工事 (株)加藤工務店

9 委託 上野動物園ｺﾞﾘﾗ･ｿﾞｳ舎ﾐｽﾄ設備補修工事 ㈱小林衛生工務店

10 委託 上野動物園動物病院裏ほか支障枝処理工事 ㈱吉村造園

11 委託 上野動物園 不忍池浄化施設原水ﾎﾟﾝﾌﾟNO,1補修工事 ｱﾀｶﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱

12 委託 上野動物園 池之端門前ﾄｲﾚ手洗い自動水栓補修工事 常盤工事（株）

13 委託 上野動物園　両生爬虫類館１階調餌室空調機ほか補修工事 にがた工機株式会社

14 委託 上野動物園バイソン舎扉補修工事 ㈱リボーン

15 委託 上野動物園不忍池サカツラガン舎まわりほか支障枝処理工事 ㈱呉竹造園

16 委託 上野動物園五重塔ほか照明設備補修工事 ㈱エイコー

17 委託 上野動物園　サイ舎馬栓棒ほか補修工事 株式会社吉原工業

18 委託 上野動物園　五重塔周辺部循環ポンプほか補修工事 ドリコアクアサーブ㈱

19 委託 上野動物園すてっぷ館２Fはじめてルーム床補修工事 青信

20 委託 上野動物園　動物病院脱臭機ほか補修工事 にがた工機㈱

21 委託 上野動物園　動物医療センター病室内壁面床シートほか補修工事 （有）青信

22 委託 上野動物園　両生爬虫類館F２系統チラーユニット補修工事 三協工業株式会社

23 委託 上野動物園　日本の動物ヘアキャッチャーピット槽蓋補修工事 ドリコアクアサーブ㈱

24 委託 上野動物園　サルヒヒ舎ほか照明設備補修工事 井上電工株式会社

25 委託 上野動物園走禽舎自動ドアほか補修工事 多摩協立ｵｰﾄﾄﾞｱ株式会社

26 委託 上野動物園池之端門自動火災報知設備補修工事 ホーチキ株式会社

27 委託 上野動物園ジャイアントパンダ舎横ほか支障枝処理工事 ㈱吉村造園

28 委託 上野動物園ゴリラ舎トイレ裏支障枝処理工事 かたばみ興業㈱

29 委託 上野動物園両生爬虫類館2階作業室ほか空調設備補修工事 にがた工機㈱

令和元年度契約結果（緊急契約）



30 委託 上野動物園猛禽舎スポットクーラー用電源ほか補修工事 小嶋電工㈱

31 委託 上野動物園不忍池浮橋床板補修工事 ㈱栄進

32 委託 上野動物園　ゴリラ舎計量機補修工事 常盤工事株式会社

33 委託 上野動物園脱出警報装置バッテリーほか補修工事 日本コムシス株式会社ITビジネス事業本部

34 委託 上野動物園カバ舎門扉補修工事 門馬工務店

35 委託 上野動物園ゴリラ舎モニターカメラほか補修工事 東京総合エンジニアリング

36 委託 上野動物園両生爬虫類館２階ズーストック室給湯器ほか補修工事 松嶋建設工業㈱

37 委託 上野動物園夜の森展示パネルほか補修工事 株式会社サウンドシステム

38 委託 上野動物園こもれびの小径円形ツル舎まわりほか支障枝処理工事 ㈱呉竹造園

39 委託 上野動物園　バードハウス昇降装置補修工事 中央エレベーター株式会社

40 委託 上野動物園サルヒヒ舎床グレーチングほか補修工事 株式会社吉原工業

41 委託 上野動物園ゴリラ舎バックヤードゲージほか補修工事 ㈱加藤工務店

42 委託 上野動物園モノレール東園駅横支障木撤去ほか工事 かたばみ興業㈱

43 委託 上野動物園こもれびの小径支障木撤去ほか工事 ㈱呉竹造園

44 委託 上野動物園クマ舎計量機ほか補修工事 常盤工事株式会社

45 委託 上野動物園サイ舎横通路人止柵補修工事 ㈱栄組

46 委託 上野動物園バイソン舎裏ほか支障枝処理工事 ㈱飛鳥

47 委託 上野動物園ライオン・トラ舎放飼場内支障枝処理ほか工事 ㈱西部緑化

48 委託 上野動物園総合案内所ファンコイルユニットほか補修工事 にがた工機株式会社

49 委託 上野動物園エゾヒグマ舎横支障枝処理工事 かたばみ興業㈱

50 委託 上野動物園　総合案内所水中ポンプほか補修工事 常盤工事株式会社

51 委託 上野動物園カバ舎ほか排水管補修工事 管清工業株式会社

52 委託 上野動物園小獣館39号室フェンス補修工事 ㈱加藤工務店

53 委託 上野動物園不忍池浄化施設NO,4曝気装置補修工事 浅野アタカ㈱

54 委託 上野動物園総合案内所動力盤補修工事 小嶋電工株式会社

55 委託 上野動物園ユーラシアカワウソ舎裏支障枝処理ほか工事 ㈱呉竹造園

56 委託 上野動物園彫刻広場裏支障木撤去ほか工事 かたばみ興業㈱

57 委託 上野動物園ｺﾋﾞﾄｶﾊﾞ舎横観覧通路ほか照明設備補修工事 ㈱ｴｲｺｰ

58 委託 上野動物園ジャイアントパンダ餌用タケ類粉砕場横支障枝処理工事 ㈱飛鳥

59 委託 上野動物園不忍池浄化施設脱水機濾布洗浄ポンプ補修工事 浅野アタカ㈱

60 委託 上野動物園オカピ舎裏園路灯ほか補修工事 井上電工

61 委託 上野動物園両生爬虫類館F1・F3系池水位計補修工事 三協工業株式会社



62 委託 上野動物園カバ舎門扉パンチングメタル補修工事 ㈱門馬工務店

63 委託 上野動物園ワオキツネザル舎出窓補修工事 加藤工務店

64 委託 上野動物園子ども動物園散水栓ほか補修工事 常盤工事株式会社

65 委託 上野動物園オカピ舎展示場内支障枝処理ほか工事 ㈱飛鳥

66 委託 上野動物園両生爬虫類館ビルマニシキヘビ展示室内床ほか補修工事 有限会社住佳創建

67 委託 上野動物園ゾウ舎排煙窓制御盤補修工事 オイレスECO株式会社

68 委託 上野動物園カバ舎ほか排水管補修工事 管清工業株式会社

69 委託 上野動物園ホッキョクグマプール観覧窓ガラスシール補修工事 株式会社ひかるアクアリューム

70 委託
上野動物園
アイアイ舎獣舎間扉補修工事

(株)吉原工業

71 委託 上野動物園ｶﾝｶﾞﾙｰほか放飼場内補修工事 青信

72 委託 上野動物園東照宮隣地外周フェンス補修工事 株式会社加藤工務店

73 委託 上野動物園両生爬虫類館脇井戸ポンプ補修工事 常盤工事株式会社

74 委託 上野動物園スマトラトラ舎電灯盤補修工事 井上電工株式会社

75 委託 上野動物園両生爬虫類館F1系熱交換器温水出口弁ほか補修工事 三協工業株式会社

76 委託 上野動物園コビトカバ舎ほか排水弁補修工事 松嶋建設工業㈱

77 委託 上野動物園表門出口脇フェンスほか補修工事 ㈱加藤工務店

78 委託 上野動物園アシカ・アザラシ舎植栽工事 アメニティ

79 委託 上野動物園いそっぷ橋園路灯補修工事 井上電工

80 委託 上野動物園　アメリカバイソン舎監視カメラほか補修工事 東京総合エンジニアリング（株）

81 委託 上野動物園東園水の回廊クラック補修工事 株式会社ひかるアクアリューム

82 委託 上野動物園シロテテナガザル舎外壁ほか補修工事 （有）住佳創建

83 委託 上野動物園ゴリラ舎体重計ロードセルほか補修工事 橋本電設株式会社

84 委託 上野動物園カモシカ舎フェンス補修工事 株式会社加藤工務店

85 委託 上野動物園ゾウ舎昇降装置補修工事 三菱電機ビルテクノサービス株式会社

86 委託 上野動物園五重塔周辺部汚泥処理委託 株式会社京葉興業

87 委託 上野動物園ゾウ舎ベルトコンベアー補修工事 ナブコシステム㈱

88 委託 上野動物園中央広場ツル舎植栽補修工事 西武緑化管理㈱

89 委託 上野動物園サル山裏支障枝処理ほか工事 ㈱呉竹造園

90 委託 上野動物園アジアゾウ舎餌篭クレーン設置工事 ㈱加藤工務店

91 委託 上野動物園バードハウス2F21号室空調機補修工事 にがた工機株式会社

92 委託 上野動物園　西園無料休憩所空調設備ほか補修工事 にがた工機（株）

93 委託 上野動物園　管理事務所調理室冷蔵庫補修工事 ホシザキ関東（株）



94 委託 上野動物園アミメキリン舎屋上支障枝処理ほか工事 かたばみ興業株式会社

95 委託 上野動物園オグロプレーリードッグ舎前ほか支障枝処理工事 ㈱飛鳥

96 委託 上野動物園小獣館No.2冷温水発生装置冷却塔補修工事 にがた工機株式会社

97 委託 上野動物園カバ・コビトカバ舎観覧通路擬木柵補修工事 ㈱リボーン

98 委託 上野動物園　トラ舎シュート仕切板補修工事 株式会社吉原工業

99 委託 上野動物園両生爬虫類館井水受水槽FMバルブほか補修工事 常盤工事株式会社

100 委託 上野動物園西園無料休憩所内天井ボードほか補修工事 （有）青信

101 委託 上野動物園トラ舎No.1ろ過ポンプ補修工事 ドリコアクアサーブ株式会社

102 委託 上野動物園テナガサル舎照明設備補修工事 小嶋電工株式会社

103 委託 上野動物園西園売店前支障枝処理工事 西武緑化管理㈱

104 委託 上野動物園ニシアフリカコガタワニ予備室柵補修工事 株式会社吉原工業

105 委託 上野動物園クマ舎前門扉ほか補修工事 有限会社住佳創建

106 委託 多摩動物公園第3駐車場側溝補修工事 ㈱オリアン

107 委託 昆虫本館ガラスブロック部防水補修工事 株式会社加藤鉄建

108 委託 多摩動物公園ウォッチングセンター1階無料休憩所上部漏水ほか補修工事 株式会社散田管工

109 委託 多摩動物公園 カンガルー広場植栽地補修その他工事 ㈱百草造園

110 委託 多摩動物公園展望休憩舎補修工事 ㈱美多摩サービス社

111 委託 多摩動物公園4号井戸前給水管ほか補修工事 株式会社開発機工

112 委託 多摩動物公園オオカミ舎寝室床ほか補修工事 (有)阿部建設

113 委託 多摩動物公園園内灯ほか補修工事 有限会社山口電気商会

114 委託 多摩動物公園猛禽舎支障木伐採ほか工事 ㈱オリアン

115 委託 多摩動物公園トラ舎電話端子盤ほか電話設備補修工事 共立情報通信㈱

116 委託 多摩動物公園はやし広場花壇ほか補修工事 ㈱百草造園

117 委託 多摩動物公園コアラ館空調機フィルターほか補修工事 有限会社森設備工業

118 委託 多摩動物公園4号井戸バルブ補修工事 株式会社開発機工

119 委託 多摩動物公園マレーバク舎排煙窓補修ほか工事 オイレスECO株式会社

120 委託 多摩動物公園キリン舎外壁補修ほか工事 株式会社加藤鉄建

121 委託 多摩動物公園七生公園支障木伐採ほか工事 風間造園株式会社

122 委託 多摩動物公園昆虫生態園空調設備補修工事 有限会社森設備工業

123 委託 多摩動物公園マレーバク舎プールろ過設備補修工事 株式会社ベリーズインク

124 委託 多摩動物公園インドサイ舎放飼場補修工事 株式会社東緑化

125 委託 多摩動物公園ウォッチングセンター調餌室上部温水配管ほか補修工事 株式会社散田管工



126 委託 多摩動物公園旧類人猿舎放飼場補修工事 ㈱オリアン

127 委託 多摩動物公園オランウータン舎支障枝処理ほか工事 株式会社昭立造園

128 委託 多摩動物公園 台風15号倒木等被害樹木処理作業 ㈱オリアン

129 委託 多摩動物公園案内事務所光ケーブル補修工事 有限会社山口電気商会

130 委託 多摩動物公園チンパンジー舎電話設備更新ほか電話設備補修工事 共立情報通信㈱

131 委託 多摩動物公園 北園危険枝等除去作業 ㈱東緑化

132 委託 多摩動物公園 南園南部危険枝等除去作業 ㈱昭立造園

133 委託 多摩動物公園 南園北部危険枝等除去作業 ㈱東京総合造園

134 委託 多摩動物公園外周柵法面補修ほか工事 株式会社雅叙造園

135 委託 多摩動物公園インコ舎放飼場壁面補修ほか工事 有限会社阿部建設

136 委託 多摩動物公園支障木処理工事 株式会社オリアン

137 委託 多摩動物公園ウォッチングセンター応接室壁紙補修ほか工事 並木産業株式会社

138 委託 多摩動物公園 マレーバク舎放飼場防護柵ほか補修工事 株式会社加藤鉄建

139 委託 多摩動物公園ターキン舎支障枝処理ほか工事 株式会社オリアン

140 委託 多摩動物公園インドサイ舎放飼場ウッドチップ補修工事 株式会社東緑化

141 委託 多摩動物公園 ヒマラヤタール、ムフロン放飼場補修工事 ㈱昭立造園

142 委託 多摩動物公園ライオン舎脇給水管補修工事 株式会社開発機工

143 委託 多摩動物公園動物病院冷凍庫補修工事 有限会社森設備工業

144 委託 多摩動物公園カワウソ舎給水設備補修工事 株式会社三翔設備工業

145 委託 多摩動物公園サル山脇支障木伐採工事 株式会社オリアン

146 委託 多摩動物公園アフリカゾウ舎電動シャッター補修工事 三和シャッター工業株式会社

147 委託 多摩動物公園 園内危険枝等除去作業 株式会社東緑化

148 委託 多摩動物公園猛きんフライングケージ補修工事 ㈱百草造園

149 委託 多摩動物公園正門ゲート補修工事 株式会社リボーン

150 委託 多摩動物公園サル山脇土留め設置工事 株式会社オリアン

151 委託 多摩動物公園樹木点検ほか作業委託 株式会社東緑化

152 委託 多摩動物公園 キジハト舎屋根ほか補修工事 株式会社加藤鉄建

153 委託 多摩動物公園サバンナ放飼場給餌器ワイヤー補修工事 株式会社敏鉄工

154 委託 多摩動物公園2号井戸送水ポンプNo.1補修工事 ドリコアクアサーブ株式会社

155 委託 多摩動物公園ウォッチングセンター2階男子浴室温水配管ほか補修工事 株式会社散田管工

156 委託 多摩動物公園5号井戸薬注ポンプほか補修工事 オーヤラックスクリーンサービス株式会社

157 委託 多摩動物公園七生公園LEDランプ交換ほか補修工事 有限会社山口電気商会



158 委託 多摩動物公園横断側溝ほか補修工事 株式会社　オリアン

159 委託 多摩動物公園階段手摺設置工事 並木産業株式会社

160 委託 多摩動物公園なかよし広場誰でもトイレ補修工事 多摩協立オートドア株式会社

161 委託 多摩動物公園 トキ繁殖ケージ補修工事 株式会社加藤鉄建

162 委託 多摩動物公園支障木伐採工事 株式会社東緑化

163 委託 多摩動物公園トキ舎監視カメラ設備補修工事 株式会社サウンドシステム

164 委託 多摩動物公園迂回路法肩支障木伐採工事 株式会社オリアン

165 委託 多摩動物公園昆虫本館コンプレッサー補修工事 株式会社大基

166 委託 多摩動物園トナカイ舎空調設備補修工事 有限会社森設備工業

167 委託 多摩動物園正門便所ほか補修工事 並木産業株式会社

168 委託 多摩動物公園オラウータン照明ほか補修工事 有限会社山口電気商会

169 委託 葛西臨海水族園タッチン水槽屋根ほか補修工事 ㈱ひかるアクアリューム

170 委託 葛西臨海水族園水辺の自然クスノキ高木剪定作業 ㈱二チノー緑化

171 委託 葛西臨海水族園淡水生物館池沼側機械室他扉補修工事 ㈱リボーン

172 委託 葛西臨海水族園海藻の林造波装置補修工事 ㈱クリタス

173 委託 葛西臨海水族園消防設備補修工事 ㈱ニッショウ

174 委託 葛西臨海水族園冷却塔補修工事 桜ヶ丘㈱

175 委託 葛西臨海水族園CP-33海水循環ポンプ配管ほか補修工事 光進工業㈱

176 委託 葛西臨海水族園空の広場ガラスドーム扉ヒンジ他補修工事 ㈱リボーン

177 委託 葛西臨海水族園ﾚｽﾄﾗﾝ系統冷温水コイル二方弁ほか補修工事 裕幸計装㈱

178 委託 葛西臨海水族園レストハウス自動販売機前天井ほか補修工事 (有)住佳創建

179 委託 葛西臨海水族園マグロ曝気槽用コンプレッサ補修工事 住友精密工業㈱

180 委託 葛西臨海水族園淡水生物館便所設備ほか補修工事 (有)安波工業所

181 委託 葛西臨海水族園無料休憩所トイレ横床他補修工事 ㈱リボーン

182 委託 葛西臨海水族園繁殖実験室ブラインチラー補修工事 光進工業㈱

183 委託 葛西臨海水族園テントデッキ照明ほか補修工事 ムライ電気工業(株)

184 委託 葛西臨海水族園展示ギャラリーA天井他漏水部補修工事 ㈱サンコンエンジニアリング

185 委託 葛西臨海水族園R-3チラーユニットほか補修工事 三協工業㈱

186 委託 葛西臨海水族園汽水池オゾンポンプほか補修工事 光進工業㈱

187 委託 葛西臨海水族園密閉式冷却塔ファンほか補修工事 桜ヶ丘㈱

188 委託 葛西臨海水族園センターブライン冷凍機補修工事 菱冷サービス㈱

189 委託 葛西臨海水族園ヒートポンプ式冷暖房機補修工事 (株)前川製作所



190 委託 葛西臨海水族園レストハウス詰所給水設備ほか補修工事 (有)住佳創建

191 委託 葛西臨海水族園淡水生物館渓流側雨樋他補修工事 ㈱リボーン

192 委託 葛西臨海水族園マグロ曝気槽循環ポンプ補修工事 セイコー化工機㈱

193 委託 葛西臨海水族園本館エアカーテンブロワほか補修工事 水ingエンジニアリング㈱

194 委託 葛西臨海水族園B・Cフィルター配管支持金物補修工事 （有）市川設備工業

195 委託 葛西臨海水族園　ﾍﾟﾝｷﾞﾝ予備室(3)エアコン補修工事 ㈱エコ・プラン

196 委託 葛西臨海水族園本館フラッシュバルブほか補修工事 (有)安波工業所

197 委託 葛西臨海水族園レストハウス詰所空調機補修工事 光進工業㈱

198 委託 葛西臨海水族園世界の海キーパ通路手摺他補修工事 ㈱リボーン

199 委託 葛西臨海水族園予備飼育室給気ブロワ補修工事 水ingエンジニアリング㈱

200 委託 葛西臨海水族園流れ起流ポンプ（AP8-1）ほか補修工事 光進工業㈱

201 委託 葛西臨海水族園ペンギンプール仕切網設置他補修工事 ㈱サンコンエンジニアリング

202 委託 葛西臨海水族園　排水処理設備PAC注入ポンプほか補修工事 ㈱環境技研

203 委託 葛西臨海水族園正門横感知フラッシュバルブほか補修工事 (有)安波工業所

204 委託 葛西臨海水族園無料休憩所側溝蓋補修工事 (有)住佳創建

205 委託 葛西臨海水族園ペンギンテラス排水ポンプほか補修工事 光進工業㈱

206 委託 葛西臨海水族園噴水池溢流ポンプ逆止弁補修工事 桜ヶ丘㈱

207 委託 葛西臨海水族園空調機洗浄ほか補修工事 ｴｺ･ﾌﾟﾗﾝ

208 委託 葛西臨海水族園空調用自動制御機器ほか補修工事 裕幸計装㈱

209 委託 葛西臨海水族園汽水池ろ過機圧力計ほか補修工事 三協工業㈱

210 委託 葛西臨海水族園オゾンリアクタ（OR-36）ほか補修工事 住友精密工業㈱

211 委託 葛西臨海水族園搬入門テンキー他補修工事 ㈱リボーン

212 委託 葛西臨海水族園便所設備温水洗浄便座ほか補修工事 (有)安波工業所

213 委託 葛西臨海水族園排水処理設備放流ポンプ（SP-8)補修工事 光進工業㈱

214 委託 葛西臨海水族園世界の海3号水槽付近他キーパー床補修工事 ㈱リボーン

215 委託 葛西臨海水族園17号水槽配管ほか補修工事 光進工業㈱

216 委託 葛西臨海水族園ゲートブリッジ他支障樹剪定作業 ㈱二チノー緑化

217 委託 葛西臨海水族園排水処理設備ﾎﾟﾘﾏｰﾀﾝｸ用撹拌機ほか補修工事 (株)環境技研

218 委託 葛西臨海水族園　水質測定装置外部警報出力補修工事 裕幸計装(株)

219 委託 葛西臨海水族園Aラウンジコンセントほか補修工事 ムライ電気工業㈱

220 委託 葛西臨海水族園ユーカリ倒木伐採処理 綜合造園㈱

221 委託 葛西臨海水族園園路舗装ほか補修工事 (有)住住創建



222 委託 葛西臨海水族園正門門扉補修工事 ㈱リボーン

223 委託 葛西臨海水族園極洋チラーユニット制御盤補修工事 水ingエンジニアリング㈱

224 委託 葛西臨海水族園ユーカリ倒木伐根処理 綜合造園㈱

225 委託 葛西臨海水族園通用門子扉他補修工事 ㈱リボーン

226 委託 葛西臨海水族園マグロ水槽ろ過循環ポンプ（CP27-5）補修工事 水ingエンジニアリング㈱

227 委託 葛西臨海水族園タッチン水槽オーニング補修工事 ㈱ひかるアクアリューム

228 委託 葛西臨海水族園正門横断幕取付支柱補修工事 ㈱リボーン

229 委託 葛西臨海水族園正門トイレ裏給水配管ほか補修工事 光進工業㈱

230 委託 葛西臨海水族園　ﾍﾟﾝｷﾞﾝ予備室エアコン補修工事 ㈱エコ・プラン

231 委託 井の頭自然文化園本園正門前ケヤキほか支障枝処理補修工事 井之頭造園協同組合

232 委託 井の頭自然文化園本園フクロウ舎屋根防水補修工事 株式会社オガワ

233 委託 井の頭自然文化園本園彫刻館B館全熱交換器ほか補修工事 株式会社日汽

234 委託 井の頭自然文化園分園水生物館だれでもトイレ便器ほか補修工事 株式会社ショウテック

235 委託 井の頭自然文化園本園ハビタット周辺ほか支障枝除去補修工事 井之頭造園協同組合

236 委託 井の頭自然文化園本園彫刻館A館自動扉補修工事 多摩協立オートドア株式会社

237 委託 井の頭自然文化園分園コオロギ舎空調ほか補修工事 株式会社日汽

238 委託 井の頭自然文化園分園水生物館循環設備ほか補修工事 株式会社ベリーズ・インク

239 委託 井の頭自然文化園本園枯損木処理ほか補修工事 株式会社植米苑

240 委託 井の頭自然文化園分園LAN配線補修工事 株式会社白石電機

241 委託 井の頭自然文化園本園資料館手摺ほか補修工事 株式会社森建

242 委託 井之頭自然文化園本園ブランコ広場単列シーソーほか補修工事 日都産業株式会社

243 委託 井の頭自然文化園分園排水設備補修工事 株式会社ベリーズ・インク

244 委託 井の頭自然文化園本園台風15号被害支障枝除去補修工事 井之頭造園協同組合

245 委託 分園ラクウショウほか台風15号被害支障枝除去補修工事 井之頭造園協同組合

246 委託 井の頭自然文化園分園カモ舎裏井水管ほか補修工事 株式会社日汽

247 委託 井の頭自然文化園彫刻園アカマツほか枯損木処理補修工事 株式会社吉村造園

248 委託 井の頭自然文化園分園水生物館幹線補修工事 東京電工株式会社

249 委託 井の頭自然文化園分園ハクチョウ舎裏グレーチング補修工事 株式会社日汽

250 委託 井の頭自然文化園本園ヤマアラシ舎脇グレーチング補修工事 株式会社日汽

251 委託 井の頭自然文化園分園ハクチョウデッキ補修工事 ㈲阿部建設

252 委託 井の頭自然文化園本園スポーツランド側外周樹木剪定補修工事 井之頭造園協同組合

253 委託 井の頭自然文化園分園水生物館自動扉補修工事 多摩協立オートドア株式会社



254 委託 井の頭自然文化園本園資料館展示用照明ほか補修工事 株式会社エイコー

255 委託 井の頭自然文化園西側コミュニティバス通り樹木剪定補修工事 株式会社吉村造園



№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

1 委託 上野動物園　在来馬･シマウマ等の削蹄委託(単価契約) 脇陽一郎

2 委託 上野動物園　動物病理組織検査委託(単価契約) アイデックスラボラトリーズ㈱

3 委託 上野動物園　ゴミ貯留排出機保守委託 日本クリーンシステム㈱

4 委託 上野動物園　電話設備保守委託 第百通信工業㈱

5 委託 上野動物園　不忍池浮橋保守委託 ㈱栄進

6 委託 上野動物園　X線撮影装置２式の保守委託 島津メディカルシステムズ㈱

7 委託 上野動物園　X線被曝量測定委託(単価契約) ㈱千代田テクノル

8 委託 上野動物園　医療用廃棄物収集運搬処分委託(単価契約) 日本医療衛生サービス㈱

9 委託 上野動物園　コンピュータX線撮影装置の保守委託 富士フイルムメディカル㈱

10 委託 多摩動物公園　廃棄物(牛骨)処分委託(単価契約) ㈱トキオ

11 委託 多摩動物公園　動物病院医療用廃棄物処分委託(単価契約) ㈱トキオ

12 委託
多摩動物公園　マレーバク･フラミンゴ舎ろ過設備その他保守
委託

㈱ベリーズ･インク

13 委託
多摩動物公園　城北中央公園ユーカリ栽培温室機械警備委
託

㈱全日警

14 委託 多摩動物公園　廃棄物(牛骨)収集運搬委託(単価契約) ㈱環境システムサービス

15 委託 多摩動物公園　通行者計数装置保守委託 技研トラステム㈱

16 委託
多摩動物公園　飼育動物の感染症検査、内分泌学的検査お
よび病理組織学的検査等の委託について（単価契約）

アイデックスラボラトリーズ㈱

17 委託
多摩動物公園　動物病院医療用廃棄物収集運搬委託(単価
契約)

㈱環境システムサービス

18 委託 多摩動物公園　ユーカリ温室天窓開閉装置保守委託 三基計装㈱

19 委託 多摩動物公園　X線被曝量測定委託(単価契約) ㈱千代田テクノル

20 委託 多摩動物公園　動物病院プレハブ冷凍冷蔵庫保守委託 ㈲森設備工業

21 委託 多摩動物公園　だれでもトイレ自動ドアー設備保守委託 三和シヤッター工業㈱

22 委託
多摩動物公園　ウォッチングセンター入口自動ドアー設備保
守委託

日本自動ドア㈱

23 購入 多摩動物公園　プロパンガスの購入(単価契約４～９月分) 富士瓦斯㈱

令和元年度契約結果（少額契約）



24 委託 多摩動物公園　映像通訳サービス委託 ㈱テリロジーサービスウェア

25 委託 葛西臨海水族園　飼育用恒温装置保守委託 コイト電工㈱

26 委託 葛西臨海水族園　造波装置保守委託 ㈱クリタス

27 委託 葛西臨海水族園　飲料水滅菌装置保守委託 ㈱オーヤラックス

28 委託 葛西臨海水族園　メタンガス検知装置保守委託 千代田測器㈱

29 委託 葛西臨海水族園　空気清浄機保守委託 ㈱オーデン

30 委託 葛西臨海水族園　予備飼育室冷温水発生機保守委託 テクノ矢崎㈱

31 委託 葛西臨海水族園　通行者計数装置保守委託 技研トラステム㈱

32 委託 葛西臨海水族園　バコティンヒーター保守委託 ㈱日本サーモエナー

33 委託 葛西臨海水族園　医療用廃棄物処分委託(単価契約) 誠和工業㈱

34 委託 葛西臨海水族園　医療用廃棄物収集運搬委託(単価契約) ㈱東京酸器

35 委託 井の頭自然文化園　医療関係廃棄物処分委託(単価契約) ㈱シンシア

36 委託 井の頭自然文化園　動物屍体処理委託(単価契約) ㈱平和会

37 委託 井の頭自然文化園　消防用設備等保守委託 ㈱中央防災サービス

38 委託 井の頭自然文化園　遊器具保守点検委託 日都産業㈱

39 委託 井の頭自然文化園　資料館ほか自動扉設備保守委託 多摩協立オートドア㈱

40 委託 井の頭自然文化園　電話設備保守委託 岩崎通信機㈱

41 委託 井の頭自然文化園　X線被曝量測定委託(単価契約) ㈱千代田テクノル

42 委託
井の頭自然文化園　医療関係廃棄物収集運搬委託(単価契
約)

相田化学工業㈱

43 委託 葛西臨海水族園　映像通訳サービス委託 ㈱テリロジーサービスウェア

44 委託
多摩動物公園　PRのための多摩モノレールポスター掲出委
託

多摩都市モノレール㈱

45 委託
葛西臨海水族園　ケイマフリ繁殖生態調査業務委託（単価契
約）

㈲エコシス

46 委託 多摩動物公園　動物(チーター)の運搬委託 ㈲ライノ

47 委託
井の頭自然文化園・多摩動物公園　「ドリームナイト・アット・
ザ・ズー」のチラシ印刷

㈱アポロ社

48 委託 葛西臨海水族園　周辺環境調査生物分析委託 三洋テクノマリン㈱

49 委託 井の頭自然文化園　デジタル画像診断システム保守契約 富士フイルムメディカル㈱



50 委託 多摩動物公園　産業廃棄物処分委託（備品含む） ㈲島村商店

51 委託 上野動物園　クマ舎壁面緑化メンテナンス委託 みのる産業㈱

52 委託
上野動物園　「ドリームデイ・アット・ザ・ズー」チラシの印刷・発
送委託

㈱アポロ社

53 委託 葛西臨海水族園　国内旅行傷害保険 ㈲池田保険事務所

54 委託 葛西臨海水族園　海外旅行総合保険 ㈲池田保険事務所

55 委託 展示会ブース出展委託 ICOM京都大会2019組織委員会

56 委託 雨の日サービス用クリアファイル制作委託 ㈱ニホンプリント

57 委託 上野動物園　テント設置及び回収委託 ㈱サトウ

58 委託
上野動物園　「音楽の夕べ」出演者キャスティング及び運営委
託

㈱キャピタルヴィレッジ

59 委託 個人情報漏洩保険 AIG損害保険㈱

60 委託 上野動物園　調理室解凍庫の修理 ㈱日本プレハブ冷熱

61 委託 多摩動物公園　作業用車両の導入(リース) 株式会社トヨタレンタリース多摩

62 委託 夏期イベント広告宣伝物デザイン制作委託 ㈱スパイス

63 委託 上野動物園　動物（アイアイ）の運搬委託 ㈲ライノ

64 委託
多摩動物公園　夜間開園PRのための多摩モノレールポス
ター掲出委託

多摩都市モノレール㈱

65 委託 葛西臨海水族園　団体予約管理システム改善委託 ㈱東和コンピュータマネジメント

66 委託 井の頭自然文化園　パソコンデータ復旧委託 デジタルデータソリューション㈱

67 委託 上野動物園　真夏の夜の動物園来園者アンケート委託 ㈱ポパル

68 委託 窓口発券機管理システム改修作業委託 シンフォニアエンジニアリング㈱

69 委託 展示会出展物制作委託 プリ・テック㈱

70 委託
上野動物園　作業用車両のﾘｰｽ期間満了に伴う新規導入(ﾘｰ
ｽ)

㈱関東機械ｾﾝﾀｰ

71 委託 井の頭自然文化園　案内事務所内LAN配線作業委託 東芝テック㈱

72 委託 井の頭自然文化園　空調台帳試験用システム作成委託 ㈱ソフトウェアパートナー

73 購入 上野動物園　動物（トッケイヤモリ）の購入（単価契約） レプタイルストア　ガラパゴス

74 購入 多摩動物公園　プロパンガスの購入（単価契約10月～3月） 富士瓦斯㈱

75 委託 葛西臨海水族園　入場券用ロール紙印刷委託 シンフォニアエンジニアリング㈱



76 委託
多摩動物公園　動物（チーター）の国内運搬および輸出通関
業務委託

日本通運㈱

77 委託 井の頭自然文化園　バルーン投光機搬入出委託 ㈲栄組

78 委託 入園料総合保険 ㈱寺田

79 委託
多摩動物公園　「アフリカ音楽とダンスを楽しむ会」出演制作
委託

MY Rhythmnation　深井眞理

80 委託 上野動物園　東園日本の鳥Ⅰライチョウ監視カメラ増設工事 ㈱サードアイズ

81 委託 葛西臨海水族園　AEDの導入（レンタル） セコム㈱葛西支社

82 委託
葛西臨海水族園　小笠原父島周辺の生物調査・収集におけ
る傭船、機材レンタルの委託（単価契約）

㈲パパスダイビングスタジオ

83 委託 多摩動物公園　ばい煙排出量測定調査委託 環境保全㈱

84 委託 井の頭自然文化園　テント設置委託 ㈱サトウ

85 購入 上野動物園　動物（シマテンレック）の購入（単価契約） レプタイルストア ガラパゴス

86 購入 葛西臨海水族園　ミナミイワトビペンギンの運搬委託 ㈱阪急阪神エクスプレス

87 購入
上野動物園　動物（キンケイ・ベニジュケイ）の購入（単価契
約）

会田粛夫

88 委託 チラシ・ポスターの印刷及び封入作業委託 ㈱稲田文宏社

89 委託
上野動物園　訪日外国人向けガイドツアーに係る文章翻訳委
託

㈱サイマル・インターナショナル

90 委託 多摩動物公園　動物（アムールトラ）の運搬委託 ㈲ライノ

91 委託 ガラス扉防火対策施工委託 ㈱ビッグルーフ

92 委託
多摩動物公園　産業廃棄物処分委託(産廃置場)　（単価契
約）

㈲島村商店

93 委託 多摩動物公園　動物（ワシミミズク）の運搬委託 ㈲ライノ

94 委託 多摩動物公園　一般業務用無線の追加導入について(ﾘｰｽ) 芙蓉総合リース㈱

95 委託 多摩動物公園　旧類人猿舎地下タンク廃止工事 ㈱油水分離

96 委託 上野動物園　管理事務所ほか光ケーブル敷設補修工事 ㈱菅谷電機

97 委託
多摩動物公園　野生生物保全センター事業報告書平成30年
度版の作成

システム印刷㈱

98 委託 葛西臨海水族園　入場券用ロール紙印刷委託 シンフォニアエンジニアリング㈱

99 委託
多摩動物公園 両生類展示場壁面塗装と､壁面解説パネル台
座の設置委託

㈲たくデザイン工房

100 委託 移動水族館事業に伴う賠償責任保険の加入 ㈱東京エイドセンター

101 委託 多摩動物公園　アフリカゾウの皮標本作製委託 ㈲尼ヶ崎剥製標本社



102 委託 上野動物園　サーマルサイクラーの修繕委託 ㈱池田理化

103 委託
葛西臨海水族園　令和2年度特設展示用アジフライの匂い開
発委託

ザーズ㈱

104 委託 上野動物園　入場券印刷委託（増刷分） シンフォニアエンジニアリング㈱

105 購入 動物（タマゴヘビ）の購入（単価契約） レプタイルストア　ガラパゴス

106 委託 動物（オオサンショウウオ）の運搬委託 ㈲ライノ

107 委託 葛西臨海水族園　応接室他ネットワーク構築委託 東芝テック㈱

108 委託
Art and the Zoo vol.6｢いと、いと、いきもの　川端遙香刺繍作
品展｣制作委託

川端遙香

109 委託 上野動物園　インフォメーション施設清掃委託 日建総業㈱



№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由 備考

1 委託 上野動物園　動物臨床検査委託(単価契約) ㈱江東微生物研究所

2 委託 上野動物園　機械警備委託 セコム㈱

3 委託 上野動物園　不忍池浄化施設定期点検保守委託 アタカメンテナンス㈱

4 委託 上野動物園　水生動物水処理システム保守委託 ㈱アクアプロダクト

5 委託 上野動物園　自家用電気工作物保安管理業務委託 一般財団法人関東電気保安協会

6 委託 上野動物園　両生爬虫類館水処理システム保守委託 三協工業㈱

7 委託 上野動物園　脱出警報装置保守点検委託 日本コムシス㈱

8 委託 上野動物園　動物屍体処理委託(単価契約) ㈱平和会

9 委託 上野動物園　小獣館乗用昇降装置保守委託 エス・イー・シーエレベーター㈱

10 委託 上野動物園　動物センターほか昇降装置保守委託 日本エレベーター製造㈱

11 委託 上野動物園　ゾウ舎昇降装置保守委託 三菱電機ビルテクノサービス㈱

12 委託 上野動物園　バードハウス昇降装置保守委託 中央エレベーター工業㈱

13 委託 上野動物園　自動券売機保守委託 シンフォニアエンジニアリング㈱

14 委託 上野動物園　管理事務所ほか昇降装置保守委託 東芝エレベータ㈱

15 委託 上野動物園　アコマ麻酔器３基の年間保守委託 アコマ医科工業㈱

16 委託 上野動物園　子ども動物園昇降装置保守委託 三精テクノロジーズ㈱

17 委託 多摩動物公園　自家用電気工作物保安管理業務委託 一般財団法人関東電気保安協会

18 委託 多摩動物公園　空調用自動制御装置保守委託 アズビル㈱

19 委託 多摩動物公園　動物臨床検査委託(単価契約) ㈱江東微生物研究所

20 委託 多摩動物公園　昆虫生態園エレベーター設備保守委託 三菱電機ビルテクノサービス㈱

令和元年度契約結果（特定契約）



21 委託 多摩動物公園　機械警備委託 セコム㈱

22 委託 多摩動物公園　ゾウ舎自動扉及び天窓設備保守委託 ㈱南出工機

23 委託 多摩動物公園　エレベーター設備保守委託 冨士エレベーター工業㈱

24 委託
多摩動物公園　天井走行式X線システム保守及び漏洩
線量測定委託

島津メディカルシステムズ㈱

25 委託 多摩動物公園　動物屍体処理委託(単価契約) ㈱平和会

26 委託 多摩動物公園　自動券売機保守委託 シンフォニアエンジニアリング㈱

27 委託
多摩動物公園　デジタルX線画像診断システムの保守
委託（CR）

富士フイルムメディカル㈱

28 委託 多摩動物公園　千葉長生村ユーカリ栽培管理委託 長生農業協同組合

29 委託 多摩動物公園　八丈島ユーカリ栽培管理委託 東京島しょ農業協同組合

30 購入
多摩動物公園　大島産飼料木(ユーカリ)枝葉の購入（単
価契約）

酒井三彦

31 委託 多摩動物公園　大島ユーカリ栽培管理委託 酒井三彦

32 委託
多摩動物公園　八丈島ユーカリ枝葉採取発送委託(単価
契約)

東京島しょ農業協同組合

33 委託
多摩動物公園　和歌山日高川町ユーカリ枝葉採取発送
委託(単価契約)

紀中森林組合

34 委託 多摩動物公園　和歌山日高川町ユーカリ栽培管理委託 紀中森林組合

35 委託
多摩動物公園　麻酔器および人工呼吸器点検整備委
託

アコマ医科工業㈱

36 委託
多摩動物公園　麻酔器保守点検並びに気化器オー
バーホール委託

エムシーサービス㈱

37 委託
多摩動物公園　アフリカ園無料休憩所エレベーター設備
保守委託

㈱エレベータシステムズ

38 委託 葛西臨海水族園　電気･機械設備保守管理業務委託 ㈱東洋実業

39 委託 葛西臨海水族園　中央監視システム保守委託 裕幸計装㈱

40 委託
葛西臨海水族園　自家用電気工作物保安管理業務委
託

一般財団法人関東電気保安協会

41 委託 葛西臨海水族園　オゾン設備保守委託 住友精密工業㈱

42 委託 葛西臨海水族園　動物臨床検査委託(単価契約) ㈱江東微生物研究所



43 委託 上野動物園　ＣＴスキャナの保守点検委託 キヤノン医療用品㈱

44 委託 葛西臨海水族園　水処理設備保守委託 水ingAM㈱

45 委託 葛西臨海水族園　吸収式冷温水発生機保守委託 川重冷熱工業㈱

46 委託 葛西臨海水族園　エスカレーター保守委託 日本オーチス・エレベータ㈱

47 委託 葛西臨海水族園　ヒートポンプ式冷暖房機保守委託 ㈱前川製作所

48 委託 葛西臨海水族園　生ゴミ処理機保守委託 スターエンジニアリング㈱

49 委託 葛西臨海水族園　機械警備委託 セコム㈱

50 委託 葛西臨海水族園　自動券売機保守委託 シンフォニアエンジニアリング㈱

51 委託
ウェブサイト「東京ズーネット」動画配信サービス運用業
務委託

デジタルクルーズ㈱

52 委託 葛西臨海水族園　エレベーター保守委託 ダイコー㈱

53 委託 井の頭自然文化園　動物臨床検査委託(単価契約) ㈱江東微生物研究所

54 委託 井の頭自然文化園　機械警備委託 綜合警備保障㈱

55 委託
井の頭自然文化園　自家用電気工作物保安管理業務
委託

一般財団法人関東電気保安協会

56 委託 井の頭自然文化園　彫刻館昇降機設備保守委託 昭和エレベータ㈱

57 委託
公益財団法人東京動物園協会ウェブサイト保守運用業
務委託

㈱メディア・トラスト

58 委託 動物個体管理用システム保守委託 富士通㈱

59 購入
多摩動物公園　固型飼料（草食獣用他４点）の購入（単
価契約）４～９月分

㈱フナバシファーム

60 購入
多摩動物公園　固型飼料（クマ用他５点）の購入（単価契
約）４～９月分

オリエンタル酵母工業㈱

61 委託 苦情要望データベース運用保守委託 ㈱ラック

62 委託 行政情報掲示板への広告掲出委託 （公財）東京都道路整備保全公社

63 委託
葛西臨海水族園　移動水族館車「うみくる号」の設備と
ラッピングの更新委託

㈱キョーワ

64 購入 葛西臨海水族園　クロマグロの購入（単価契約） 伊豆中央水産㈱



65 委託 入園料クレジット決済導入に伴う加盟店契約の締結 ㈱ジェーシービー

66 委託 上野動物園　自動券売機保守委託 シンフォニアエンジニアリング㈱

67 委託 葛西臨海水族園　自動券売機保守委託 シンフォニアエンジニアリング㈱

68 委託 多摩動物公園　自動券売機保守委託 シンフォニアエンジニアリング㈱

69 委託 葛西臨海水族園　開園30周年特設ページ制作委託 ㈱メディア・トラスト

70 委託
多摩動物公園　デジタルＸ線画像診断システム(DR)の
保守委託

富士フイルムメディカル㈱

71 委託
多摩動物公園　ライオンバス発着所エレベーター設備保
守委託

三菱電機ビルテクノサービス㈱

72 購入
多摩動物公園　固型飼料（草食獣用他４点）の購入（単
価契約）１０～３月分

㈱フナバシファーム

73 購入
多摩動物公園　固型飼料（クマ用他５点）の購入（単価契
約）１０～３月分

オリエンタル酵母工業㈱

74 委託 多摩動物公園　ハキリアリの採集・運搬委託（単価契約） ㈱エルアイエス

75 委託
多摩動物公園　ミニホイールローダー（WA20-2-10673）
の修理委託

コマツカスタマーサポート㈱　東京カンパニー
多摩支店

76 委託
多摩動物公園　ゾウの準間接飼育のための飼育技術指
導委託（第13回）

エレファント・トーク

77 購入
井の頭自然文化園　麻酔銃およびエアー式吹き矢の購
入

イワキ㈱

78 委託 恩賜上野動物園　シャトルバス運行業務委託 日立自動車交通㈱

79 委託 券売機クレジット決済導入に伴う加盟店契約の締結 SBペイメントサービス㈱

80 委託 ＱＲ決済導入に伴う加盟店契約の締結 ㈱アプラス

81 委託 多摩動物公園　アフリカゾウ舎油圧シリンダー補修工事 ㈱南出工機

82 委託
多摩動物公園　長生村ユーカリビニルトンネル12号棟建
設工事

長生農業協同組合

83 委託
上野動物園　ゾウの準間接飼育移行等のための指導委
託

エレファント・トーク

84 委託 上野動物園　繁忙期間の仮設トイレ清掃委託 日建総業㈱

85 委託 ＱＲコード決済に関する環境整備等契約 ㈱アプラス

86 委託 ＱＲコード決済に関する外国人向け広告配信等契約 ㈱アプラス



87 委託 多摩動物公園　サービスヤード改修工事監理委託 ㈱宮﨑建築工房　一級建築士事務所



〔契約金額１億円以上〕

№ 種別 契約件名 契約相手方 公表できない理由
都管理職ＯＢ
再就職者数
（単位：人）

団体管理職ＯＢ
再就職者数
（単位：人）

備考

1 委託 葛西臨海水族園　海水の運搬委託(単価契約) 東海汽船㈱ 1 0

2 委託 上野動物園　園内警備・入園者整理業務委託 シンテイ警備㈱ 0 0

3 委託
上野動物園　園地・園内施設清掃及び維持管理
委託

日建総業㈱ 0 0

注：都管理職ＯＢ及び団体管理職ＯＢの再就職者数は、各案件の契約締結日時点における契約相手方への再就職者数を、契約相手方に確認したものである。

令和元年度契約結果（競争契約）


