№1

平成20年度 菊川市業務委託入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

業務名

1

20

H20.3.27

平成20年度 菊川市広報紙
「広報きくがわ」印刷製本業務

2

20

H20.3.27

3

20

4

5

施工箇所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名

応札業者名

(有)ライトスクエア、㈱ケーアンドワイ、斎藤写植、松本印刷㈱、(有)デザインオ
フィスエム・エス・シー

-

\6,135,000

\5,080,000 松本印刷㈱

平成20年度 菊川市上水道事業
水質検査業務委託

全域

\5,750,000

\4,771,800

H20.3.27

平成20年度
菊川市立総合病院緑地管理業務

菊川市立
総合病院

\4,680,000

\4,600,000 ㈲南天園

20

H20.3.27

平成20年度 検査系排水
処理施設保守点検業務

菊川市立
総合病院

\2,500,000

\2,500,000

20

H20.3.27

平成20年度
合併処理浄化槽維持管理業務

菊川市立
総合病院

\2,700,000

\2,700,000 中遠環境保全㈱

㈲菊川生活環境センター、中遠環境保全㈱

6

20

平成20年度
H20.3.28 菊川市総合保健福祉センター
施設総合管理業務委託

㈱東海ビルメンテナス浜松営業所、㈱サン浜松営業所、東海美装興業㈱、㈱協
立メンテナス・サービス、第一建築サービス㈱静岡支店、フジ都市開発㈱、㈱メ
ンテックカンザイ、ヤマダユニア㈱、㈱静岡セイコー、東海ﾋﾞﾙ管理㈱袋井営業
所、㈱東海ﾋﾞﾙエンタープライズ、㈱城南メンテナンス

7

20

平成20年度
H20.3.28 菊川市中央公民館・小笠図書館
保守点検業務委託

8

20

平成２０年度
H20.4.16 市単独道路維持管理事業
市道除草業務委託

9

20

平成20年度
H20.4.16 おがさｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ及び黒沢公園緑花
木管理業務委託

10 20

H20.4.16

平成20年度
尾花運動公園芝生地管理業務委託

(財)静岡県生活
科学検査センター

㈱静環検査ｾﾝﾀｰ、大学産業㈱、(社)浜松市薬剤師会 浜松環境衛生研究所、
(財)静岡県生活科学検査ｾﾝﾀｰ
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、
㈲大橋造園、㈲南天園、庭正

㈲菊川生活環境セン
㈲菊川生活環境センター、中遠環境保全㈱
ター

半済

\9,420,000

\9,120,000 フジ都市開発㈱

下平川

\2,640,000

\2,600,000

全域

\3,450,000

\3,400,000 ㈲コムス

㈱牧野組 南部建設㈱ ㈱落合組 ㈱小原組 ㈱村田建設
㈱石川組 ㈲コムス 菊川建設㈱ ㈲沖開発

下平川

\4,345,000

\4,300,000 ㈲南天園

㈲石川造園設計、池本造園、㈲大橋造園、㈲南天園、庭正、
㈲正樹園、㈲山加造園

加茂

\2,905,000

\2,860,000 ㈲正樹園

㈲石川造園設計、池本造園、㈲大橋造園、㈲南天園、庭正、
㈲正樹園、㈲山加造園

1

菱和設備㈱ 浜松支 荏原実業㈱静岡支社、菱和設備㈱浜松支店、日管㈱、㈱旭冷暖、㈱協立メン
店
テナスサービス

№2

平成20年度 菊川市業務委託入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

11 20

H20.4.30

12 20

業務名

平成20年度
菊川運動公園芝生地管理業務

施工箇所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名

応札業者名

(有)石川造園設計、 池本造園、 (有)大橋造園
(有)南天園、 庭正、 (有)正樹園、 (有)山加造園

西方

\8,300,000

\8,000,000 ㈲石川造園設計

平成20年度
H20.5.16 菊川市学校給食センター増築工事設
計業務委託

加茂

\3,700,000

\3,700,000

13 20

平成20年度 菊川駅南土地区画整理
H20.5.27 事業 公園（１号、３号、４号）実施設計
業務委託

堀之内

\2,800,000

玉野総合コンサルタ
\2,600,000 ント㈱
静岡支店

14 20

平成２０年度 菊川市公共下水道事業
H20.5.27 市単独下水道台帳（管渠）作成業務委
託（その１）

下水道
認可区域

\3,580,000

\3,200,000

日本水工設計㈱袋井 オリジナル設計㈱静岡事務所、日本水工設計㈱袋井事務所、服部測量設計
事務所
㈱、不二総合コンサルタント㈱小笠営業所、㈱フジヤマ

15 20

H20.5.27

菊川市内

\10,600,000

\7,770,000

㈱環境アセスメントセンター、㈱静環検査センター浜松支店、(社)静岡県産業環
㈱間瀬コンサルタント
境センター、㈱テクノ中部静岡事務所、日本水工設計㈱袋井事務所、㈱間瀬コ
浜松営業所
ンサルタント浜松営業所、㈱サンコー分析センター、日本総研㈱

16 20

平成20年度 菊川市菊川上水道事業
H20.5.27 中部地区配水管第116・119号線測量
設計業務委託

半済

\2,501,000

\2,300,000 ㈱蓮池設計

不二総合コンサルタント㈱小笠営業所／芙蓉設計㈱／㈱蓮池設計／㈱白岩設
計／㈱中部総合コンサルタント

17 20

平成20年度 菊川市菊川上水道事業
H20.5.27 南部地区配水管第256号線測量設計
業務委託

本所

\2,434,000

不二総合コンサルタ
\2,100,000 ント㈱
小笠営業所

不二総合コンサルタント㈱小笠営業所／芙蓉設計㈱／㈱蓮池設計／㈱白岩設
計／㈱中部総合コンサルタント

18 20

平成20年度 国庫補助・合併特例事業
H20.5.29 小笠東小学校屋内運動場・地区コミュ
ニティセンター新築工事監理業務委託

川上

\4,225,000

\4,000,000

戸塚英市一級建築士事務所・(有)プロット建築設計事務所・DAI一級建築士設
フタマタ１級建築設計
計事務所・フタマタ１級建築設計事務所・不二総合コンサルタント㈱ 小笠営業
事務所
所

19 20

平成20年度 大規模地震対策等総合
H20.5.29 支援事業 菊川市営保養センター小菊
荘耐震補強改修工事監理業務委託

大石

\3,580,000

\3,500,000

戸塚英市一級建築士事務所・(有)プロット建築設計事務所・DAI一級建築士設
㈲プロット建築設計事
計事務所・フタマタ１級建築設計事務所・不二総合コンサルタント㈱ 小笠営業
務所
所

20 20

平成20年度
H20.6.12 菊川市和田公園プール管理運営業務
委託

和田

\2,790,000

\2,700,000

㈱オーチュー静岡支 三幸㈱名古屋支店、ｼﾝｺｰｽﾎﾟｰﾂ㈱名古屋支店、㈱日本水泳振興会北里ｽｲﾐﾝ
店
ｸﾞｽｸｰﾙ、㈱ｵｰﾁｭｰ静岡支店

平成20年度
菊川市環境基本計画策定業務委託

2

ＤＡＩ一級建築士設計 DAI一級建築士設計事務所、戸塚英市一級建築事務所、三浦建築設計事務
事務所
所、不二総合コンサルタント小笠営業所、フタマタ一級建築設計事務所
服部エンジニア㈱、昭和設計㈱西部事務所、㈲共栄、玉野総合コンサルタント
㈱静岡支店、不二総合コンサルタント㈱小笠営業所

№3

平成20年度 菊川市業務委託入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

業務名

施工箇所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名

応札業者名

21 20

平成20年度 菊川市小笠上水道事業
H20.6.17 主要地方道掛川浜岡線バイパス配水
管設計業務委託

下平川

\2,700,000

\2,600,000 ㈱蓮池設計

㈱蓮池設計／㈱中部綜合コンサルタント／㈱白岩設計／
不二総合コンサルタント㈱小笠営業所／ 芙蓉設計 ㈱

22 20

平成20年度 菊川市菊川上水道第９期
H20.6.17 拡張事業 市道東富田線、公文名富
田線導配水管測量設計業務委託

富田

\7,755,000

\7,650,000 ㈱白岩設計

㈱蓮池設計／㈱中部綜合コンサルタント／㈱白岩設計／
不二総合コンサルタント㈱小笠営業所／ 芙蓉設計 ㈱

23 20

H20.6.26 菊川西中学校校内整備に伴う設計

加茂

\3,150,000

\2,950,000

堀之内
半済

\3,154,000

玉野総合コンサルタ
\3,000,000 ント㈱
静岡支店

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱、昭和設計㈱西部事
務所、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、(有)共栄

全域

\6,330,000

\6,250,000 ㈲正樹園

㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、㈲南天園、庭
正、池本造園

\5,535,000

㈲プロット建築設計事 所、１級建築士事務所こころ現代民家研究所㈱、不二総合コンサルタント㈱小笠営業
\5,300,000
所、㈱ヴァイスプランニング一級建築士設計事務所、一級建築士事務所村松建築設計
務所

平成２０年度 市単独事業
業務委託
平成２０年度 菊川駅南と地区各整
24 20

H20.6.26 理事業 都市再生整備計画書（変

更）作成業務委託

昭和設計㈱西部事務 ㈲共栄、不二総合コンサルタント㈱小笠営業所、吉田測量設計㈱掛川営
所
業所、昭和設計㈱西部事務所、匂坂測量設計事務所

平成２０年度
25 20

H20.6.26 市単独街路維持管理事業

街路緑化木維持管理業務委託
26 20

平成20年度 合併特例事業
H20.6.26 嶺田地区コミュニティセンター建築
（基本・実施）設計業務委託
平成20年度 地方道路交付金事業

27 20

H20.7.10 （市）赤土高橋線測量設計調査業

務委託

戸塚英市一級建築士事務所、㈲プロット建築設計事務所、DAI一級建築士設計事務

嶺田

事務所、清水建築工房１級建築士事務所

赤土・川上
高橋

\24,200,000

\23,000,000

不二総合コンサルタント㈱小笠営業所、㈱建設コンサルタントセンター、服部エ
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
ンジニア㈱、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、昭和㈱静岡営業所、㈱フジ
静岡支店
ヤマ、静岡コンサルタント㈱袋井営業所、昭和設計㈱西部事務所

堀之内

\14,850,000

\14,800,000

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
ンター、服部エンジニア㈱、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、昭和設
静岡支店

平成20年度 菊川駅南土地区画整
28 20

H20.7.10 理事業

㈲共栄、不二総合コンサルタント㈱小笠営業所、㈱建設コンサルタントセ

出来形確認測量業務委託

計㈱西部事務所

平成２０年度 菊川市特定環境保全
29 20

H20.7.28 公共下水道事業 枝線管渠実施設

\8,680,000

\4,000,000

日本水工設計㈱
袋井事務所

横地

\8,233,000

\8,200,000

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
フジヤマ、㈱東日袋井営業所、服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱、昭和設計㈱西部事務
小笠営業所

計業務委託
平成２０年度 市単独市道改良整備
30 20

H20.7.28 事業 段向橋歩道測量設計業務委

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、㈱パスコ浜松営業所、㈱建設技術研究所静岡営業所、㈱日水コン静岡事
務所、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、日本上下水道設計㈱静岡事務所、㈱ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ静岡営業所、日本水
工設計㈱袋井営業所、ｵﾘｼﾞﾅﾙ設計㈱静岡事務所、㈱フジヤマ、日本ｼﾋﾞｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡営業所、昭和設
計㈱西部事務所、東京上下水道設計㈱静岡事務所

加茂・西方

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、㈱

託

所、静岡ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱袋井営業所、㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ

3

№4

平成20年度 菊川市業務委託入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

業務名

施工箇所

31 20

H20.8.6

平成２０年度 菊川市上水道事業
経営統合に伴う基礎調査資料作成
業務委託

給水区域

\4,500,000

32 20

H20.8.8

平成２０年度 菊川市公共下水道事
業
全体計画見直し等業務委託

全域

\12,780,000

\12,500,000

日本水工設計㈱
袋井事務所

33 20

H20.8.8

平成２０年度
(都)赤土嶺田線 測量設計調査業
務委託

赤土

\19,250,000

\19,000,000

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
ｱ㈱、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、昭和㈱静岡営業所、㈱フジヤマ、
小笠営業所

平成２０年度
菊川市都市計画マスタープラン 策
定業務委託

全域

34 20

H20.8.8

平成20年度菊川駅南土地区画整
35 20

H20.8.21 理事業

換地計画準備業務委託

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

\4,250,000 ㈱白岩設計

H20.8.21 葬場建設に伴う敷地造成測量・設

\7,000,000

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
和㈱静岡営業所、㈱フジヤマ、㈱パスコ浜松営業所、中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
静岡支店

浜松事務所

堀之内
半済

\3,200,000

\3,000,000

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 服部エンジニア㈱、昭和設計㈱西部事務所、㈲共栄、玉野総合コンサルタント
静岡支店
㈱静岡支店、不二総合コンサルタント㈱小笠営業所

西方

\10,750,000

\10,500,000

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ、服部ｴﾝｼﾞﾆｱ、玉野総合ｺ
ﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、昭和㈱静岡営業所、㈱フジヤマ、静岡ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱袋井営業所、
小笠営業所
昭和設計㈱西部事務所、五大開発㈱静岡営業所、大輝測量㈱中部支店

嶺田

\2,960,000

\2,800,000 ㈲共栄

嶺田

\3,200,000

\2,120,000

㈱建設基礎調査設計 ㈱建設基礎調査設計事務所・㈱グランドリサーチ浜松営業所・㈱ジー
事務所
ベック浜松支社・㈱中野地質・㈱富士和浜松支店・日本エルダルト㈱

潮海寺

\2,960,000

\2,700,000

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
店、不二総合コンサルタント㈱小笠営業所、中央コンサルタンツ㈱浜松事
静岡支店

造成設計業務委託
平成20年度 合併特例事業
38 20

H20.8.21 嶺田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ地質調査業

務委託
平成20年度 菊川市潮海寺地区
39 20

H20.10.8 都市再生整備計画変更図書等作

務所

平成２０年度
H20.10.8 菊川市占用台帳システム開発業務

㈲共栄・匂坂測量設計事務所・服部測量設計㈱掛川支店・不二総合コン
サルタント㈱小笠営業所・吉田測量設計㈱掛川営業所

昭和設計㈱西部事務所、㈱フジヤマ、玉野総合コンサルタント㈱静岡支

成業務委託
40 20

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、㈱日水コン静岡事務所、㈱パスコ浜松営業所、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡
支店、日本上下水道設計㈱静岡事務所、ｵﾘｼﾞﾅﾙ設計㈱静岡事務所、日本水工設計㈱静岡事務所、㈱フジヤ
マ、日本ｼﾋﾞｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡営業所、昭和設計㈱西部事務所、㈱建設技術研究所静岡事務所、㈱ﾆｭｰ
ｼﾞｪｯｸ静岡事務所、東京上下水道設計㈱静岡事務所

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、昭

\7,250,000

平成20年度 合併特例事業
H20.8.21 嶺田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ現況測量・

㈱蓮池設計／㈱中部綜合コンサルタント／㈱白岩設計／不二総合コン
サルタント㈱小笠営業所／ ㈱大場上下水道設計

静岡ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱袋井営業所、昭和設計㈱西部事務所

計業務委託
37 20

応札業者名

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ、服部ｴﾝｼﾞﾆ

平成20年度 東遠地区聖苑組合火
36 20

落札業者名

全域

\4,190,000

\3,800,000 ㈱フジヤマ

委託

4

アジア航測㈱静岡支店・国際航業㈱静岡支店・中日本航空㈱静岡支店・
㈱パスコ浜松営業所・㈱フジヤマ
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平成20年度 菊川市業務委託入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

業務名

施工箇所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名

平成２０年度
41 20

H20.10.8 菊川市道路台帳修正業務委託（そ

全域

\5,430,000

\5,200,000 ㈱パスコ浜松営業所

アジア航測㈱静岡支店・国際航業㈱静岡支店・中日本航空㈱静岡支店・
㈱パスコ浜松営業所・㈱フジヤマ

全域

\3,950,000

\3,880,000

㈱第一テクノ静岡営
業所

㈱村松商店/㈱第一テクノ 静岡営業所/安田㈱ 静岡支店/冨士機材㈱
静岡支店/ヒダ㈱

高橋

\2,600,000

\2,400,000

戸塚英市一級建築士
ヴァイスプランニング一級建築設計事務所、㈱水野都市設計、一級建築
事務所

の２）
平成20年度
42 20

H20.10.8 菊川市緊急遮断弁及び地震計点

検業務委託
平成20年度 市単独事業
43 20 H20.10.23 小笠南小学校屋内運動場新築に伴

戸塚英市一級建築士事務所、不二総合コンサルタント株小笠営業所、㈱

う基本設計業務委託
平成20年度
44 20 H20.10.23 菊川市役所本庁舎建物診断、長期

保全計画策定業務委託

士事務所松村建築設計事務所

㈱シミズビルライフケ ㈱シミズビルライフケア東海、㈱佐藤総合計画中部事務所、㈱石本建築
ア東海
事務所名古屋支所

菊川市役所
本庁舎

\4,200,000

\3,950,000

西方

\3,850,000

\2,420,000 ㈱静岡スポーツ施設 所、

平成20年度
45 20 H20.11.27 菊川運動公園野球場・多目的広場

応札業者名

静岡体育施設㈱、㈱静岡スポーツ施設、長谷川体育施設㈱静岡営業

整備業務委託

長永スポーツ工業㈱静岡支店、日本体育施設㈱東京支店

平成20年度菊川市長選挙及び菊
46 20 H20.12.17 川市議会議員選挙ポスター掲示板

全域

\4,100,000

\3,730,000 ㈱伊伝

(株）伊伝／(株)小林商事

市内18箇所

\4,000,000

\3,950,000 ㈲山加造園

（有）石川造園設計、池本造園、（有）大橋造園、（有）南天園、庭正、
（有）正樹園、（有）山加造園

地区ｾﾝﾀｰ
(市内10箇所)

\3,200,000

\1,000,000

㈱シムラ 菊川営業
部

丹野

\3,360,000

\3,200,000

㈱建設コンサルタント 不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、㈲共栄、匂坂測量設計事務所、㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾ
ﾝﾀｰ、中部測量設計、㈱水野都市設計
センター

菊川
浄化ｾﾝﾀｰ

\3,100,000

\3,000,000

日本ヘルス工業㈱
静岡オフィス

設置・撤去業務委託
平成20年度
47 20 H20.12.17 菊川市都市公園緑花木管理業務

委託
平成20年度
48 20

H21.2.13 地区センター印刷機導入（調達）業

務
平成20年度
49 20

H21.2.13 市単独市道改良整備事業

市道平坂線測量業務委託
平成２０年度
50 20

H21.2.13 菊川浄化センター活性炭交換業務

委託

5

㈱ヨシダ菊川店・㈲フェニックス菊川営業所・㈱シムラ菊川営業部・㈱デ
ザイン・オフィス菊川営業所・アイキ㈱菊川営業所

旭テック環境ソリューション㈱・日本ヘルス工業㈱静岡オフィス・中遠環境
保全㈱
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平成20年度 菊川市業務委託入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

業務名

施工箇所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名

応札業者名

平成21年度
51 20

H21.3.25 菊川市資源物収集運搬･中間処理

\44,000,000 ㈱中部カレット

㈱中部カレット、 中遠環境保全㈱

全域

\44,350,000

-

\6,550,000

\5,500,000 松本印刷㈱

菊川市役所

\4,235,000

\2,949,490

トッパン・フォームズ㈱ 東洋印刷㈱磐田営業所、松本印刷㈱、中部印刷㈱、
浜松営業所
小林クリエイト㈱、トッパン・フォームズ㈱浜松営業所

全域

\5,650,000

\1,613,600

(財)静岡県生活
科学検査センター

半済

\9,370,000

\9,120,000 フジ都市開発㈱

下平川

\2,740,000

\2,550,000

業務委託
平成21年度
52 20

H21.3.25 菊川市広報紙「広報きくがわ」印刷

製本業務
平成21年度
自庁印刷用専用用紙購入業務

53 20

H21.3.25

54 20

H21.3.25 菊川市上水道事業 水質検査業務

平成20年度
委託
平成21年度 菊川市総合保健福祉
センター施設総合管理業務委託

55 20

H21.3.25

56 20

H21.3.25 菊川市中央公民館・小笠図書館保

平成21年度
守点検業務委託

6

㈱幸栄グラフィック、松本印刷㈱、㈲デザインオフィスエム・エス・シー、東
洋印刷㈱磐田営業所、凸版印刷㈱浜松営業所、トッパン・フォームズ㈱
浜松営業所、中部印刷㈱

㈱静環検査センター浜松支店、(社)浜松市薬剤師会浜松環境衛生研究
所、(財)静岡県生活科学検査センター、東芝機械環境センター㈱
㈱東海ビルメンテナス浜松営業所、㈱サン浜松営業所、東海美装興業㈱、㈱協立メン
テナス・サービス、㈱ダイケングループ静岡支店、フジ都市開発㈱、㈱メンテックカンザ
イ、ヤマダユニア㈱、㈱静岡セイコー、東海ﾋﾞﾙ管理㈱袋井営業所、㈱東海ﾋﾞﾙエンター
プライズ、㈱城南メンテナンス

菱和設備㈱ 浜松支 荏原実業㈱静岡支社、菱和設備㈱浜松支店、日管㈱、㈱旭冷暖、㈱協
店
立メンテナスサービス

