
（様式１−２）

３　収支状況（単位：千円）

うち駅務機器事業

153,304 53,157

6,164,688 810,150

6,003,955 810,150

6,011,384 756,993

5,723,332 718,616

うち人件費 1,575,186 156,935

288,052

うち人件費 190,204

14,632

15,801

1,169

167,936

-724

48,702

118,509

2,065,009

当期増加額 251,222

当期減少額 59,184

2,257,047

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 委託 自動定期券発行機他駅務機器の保守点検業務委託（単価契約）日信電子サービス株式会社 117,297,612

指名競争入札 委託 自動券売機他駅務機器の保守点検業務委託（単価契約） 日信電子サービス株式会社 85,348,728

特定契約 委託 駅務ネットワークシステム他保守業務委託 株式会社東芝 82,080,000

特定契約 委託 多機能端末機他駅務機器の保守点検業務委託（単価契約） 東洋電機製造株式会社 65,501,028

特定契約 委託 窓口処理機他駅務機器の保守点検業務委託（単価契約） オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 47,912,796

特定契約 委託 舎人後方支援システム・ＩＤデータ支援他保守業務委託 日本信号株式会社 46,440,000

指名競争入札 委託 浅草線人形町駅Ｂ口駅務機器移設作業委託 松永電機工業株式会社 18,576,000

特定契約 委託 ＩＣチャージ機他駅務機器の保守点検業務委託（単価契約） 株式会社高見沢サービス 14,428,800

特定契約 委託 自動改札機・自動券売機・自動精算機等の部品交換作業委託（単価契約）日信電子サービス株式会社 12,455,056

特定契約 委託 自動券売機他駅務機器の保守部品購入その１（単価契約） 日信電子サービス株式会社 9,437,536

指名競争入札 委託 三田線巣鴨駅ほか６駅自動券売機等駅務機器移設作業委託 株式会社高見沢サービス 8,802,000

特定契約 委託 自動券売機他駅務機器の保守部品購入その２（単価契約） オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 8,639,589

指名競争入札 委託 大江戸線勝どき駅自動券売機等駅務機器移設作業委託 株式会社高見沢サービス 8,203,680

特定契約 委託 ポイントチャージ機の部品交換作業委託（単価契約） オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 7,628,580

２　事業（施設）概要

都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの自動改札機、自動券売機等の駅務システム機器

の保守管理

平成２８年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　

１　事業（施設）名

駅務機器事業

項目

収支

備考
団体　計

営業利益

営業収益
うち　都からの委託料

営業費用

売上原価

販売費・一般管理費

営業外利益

営業外収益

営業外費用

うち 都からの補助金等

経常利益

特別利益

法人税等

当期利益

資産（期首残高）

9

資産（期末残高）

４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

No. 契約件名
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（様式１−２）

特定契約 委託 ＩＣ駅端末機の部品交換作業委託（単価契約） 東洋電機製造株式会社 4,226,040

特定契約 委託 ＩＣチャージ機の部品交換作業委託（単価契約） 株式会社高見沢サービス 4,134,240

複数見積契約 委託 浅草線人形町駅A口自動改札機等駅務機器移設作業委託 松永電機工業株式会社 3,402,000

複数見積契約 委託 大江戸線大門駅ほか２駅自動改札機等駅務機器移設作業委託 松永電機工業株式会社 2,538,000

特定契約 委託 自動券売機の障害処理業務委託（単価契約） シンフォニアエンジニアリング株式会社 1,359,072

特定契約 委託 本郷三丁目THビル清掃 三井不動産ビルマネージメント株式会社 809,235

特定契約 物品 交通局提出用保守サービス報告書の印刷（１） 社会福祉法人東京コロニー 483,840

特定契約 委託 新宿線一之江駅　駅操作端末移設作業委託 東芝自動機器システムサービス株式会社 471,960

件数 金額（税込）
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非公表案件

〇個人情報を含む案件

〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件

〇公表することで、事業の執行や団体の経営に支障を及ぼすおそれのある案件



（様式１−２）

３　収支状況（単位：千円）

うち技術事業

153,304 100,147

6,164,688 5,354,538

6,003,955 5,193,805

6,011,384 5,254,391

5,723,332 5,004,716

うち人件費 1,575,186 1,418,251

288,052

うち人件費 190,204

14,632

15,801

1,169

167,936

-724

48,702

118,509

2,065,009

当期増加額 251,222

当期減少額 59,184

2,257,047

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 委託 日暮里・舎人ライナー車両保守業務委託 新潟トランシス株式会社 301,122,468

特定契約 委託 馬込ほか４０駅昇降機設備点検及び保守委託 株式会社日立ビルシステム 271,829,520

特定契約 委託 中延ほか４０駅等昇降機設備点検及び保守委託 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 248,654,988

指名競争入札 委託 三田線全般・重要部検査（単価契約） ＪＲ東日本テクノロジー株式会社 204,328,440

特定契約 委託 日暮里・舎人ライナー車両全般・重要部検査（単価契約） 新潟トランシス株式会社 159,958,897

特定契約 委託 浅草線大門ほか１３駅エスカレーターの点検及び保守委託 オーチス・エレベータサービス株式会社 158,909,040

特定契約 委託 五反田ほか４８駅等昇降機設備点検及び保守委託 東芝エレベータ株式会社 134,071,848

指名競争入札 委託 都営地下鉄大江戸線放射部ほか４駅機械設備保守委託 三辰工業株式会社 126,295,200

指名競争入札 委託 都営地下鉄浅草線ほか３駅機械設備保守委託 新日空サービス株式会社 108,972,000

特定契約 委託 戸越ほか１９駅昇降機設備点検及び保守委託 フジテック株式会社 107,967,600

指名競争入札 委託 空気調和装置の保守作業等業務委託（浅草線等）（単価契約） 三辰工業株式会社 107,217,324

指名競争入札 委託 都営地下鉄新宿線機械設備保守委託 三辰工業株式会社 101,973,600

指名競争入札 委託 都営地下鉄三田線機械設備保守委託 清水電工有限会社 91,983,600

指名競争入札 委託 都電荒川線車両検修作業委託 宮脇車輛工業株式会社 84,575,340

特定契約 委託 大江戸線ホームドア設備保守委託 日本信号株式会社 78,300,000

特定契約 委託 日暮里ほか１２駅エスカレーターの点検及び保守委託 オーチス・エレベータサービス株式会社 61,566,480

指名競争入札 委託 空気ブレーキ部品検査（単価契約） 京王重機整備株式会社 60,726,672

指名競争入札 委託 新宿線・大江戸線駅舎照明設備点検清掃委託（単価契約） 株式会社関東コーワ 57,617,757

特定契約 委託 日暮里・舎人ライナー車両保守業務委託付帯作業（単価契約） 新潟トランシス株式会社 57,128,911

指名競争入札 委託 都営地下鉄大江戸線変電所設備ほか保守業務委託 京急電機株式会社 56,160,000

指名競争入札 委託 空気調和装置の保守作業等業務委託（大江戸線環状部等）（単価契約） 株式会社昌和工業 55,488,456

指名競争入札 委託 都営地下鉄大江戸線清澄白河駅ほか５駅等機械設備保守委託 株式会社テクノウエイ 52,110,000

指名競争入札 委託 日暮里・舎人ライナー巡視点検等作業委託（その２） 日信工業株式会社 42,336,000

指名競争入札 委託 日暮里・舎人ライナー巡視点検等作業委託（その１） 三軌建設株式会社 42,228,000

特定契約 委託 御成門ほか７駅昇降機設備点検及び保守委託 日本オーチス・エレベータ株式会社 40,104,072

指名競争入札 委託 都営地下鉄大江戸線新宿西口駅ほか４駅機械設備保守委託 三辰工業株式会社 40,294,800

指名競争入札 委託 都営地下鉄新宿線変電所設備ほか保守業務委託 有限会社デルタックス 40,176,000

特定契約 委託 熊野前ほか１２駅昇降機設備点検及び保守委託 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 29,629,152

指名競争入札 委託 都営地下鉄大江戸線新御徒町駅ほか３駅機械設備保守委託 新日空サービス株式会社 27,324,000

平成２８年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　

１　事業（施設）名

技術事業

２　事業（施設）概要

都営地下鉄や都電荒川線の電気・通信設備や車両・機械設備、日暮里・舎人ライナーの車両の保守管理

都営地下鉄の改良工事の工事監理、構築の点検、建築・昇降設備の保守管理、都電荒川線の軌道検査

日暮里・舎人ライナーの安全管理

項目

収支

備考
団体　計

営業利益

営業収益

営業外利益

営業外収益

営業外費用

うち　都からの委託料

営業費用

売上原価

販売費・一般管理費

当期利益

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

経常利益

特別利益

法人税等

資産（期末残高）

４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

No. 契約件名
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3
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6
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8

9
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（様式１−２）

特定契約 委託 三田線ホームドア設備保守委託 八洲電機株式会社 20,952,000

指名競争入札 委託 荒川線電路設備保守委託 花形電気土木株式会社 19,710,000

特定契約 委託 西馬込ほか１０駅エレベーターの点検及び保守委託 日本エレベーター製造株式会社 18,725,904

特定契約 物品 歯車形軸継手等購入 住友商事株式会社 15,677,820

指名競争入札 委託 都営地下鉄駅給排水衛生設備点検及び保守業務委託（単価契約） 株式会社東和エンジニアリング 15,571,440

指名競争入札 委託 都営地下鉄大江戸線飯田橋駅ほか１駅機械設備保守委託 株式会社テクノウエイ 15,044,400

指名競争入札 委託 都営地下鉄光ケーブル設備相互接続作業委託（単価契約） 日本コムシス株式会社 14,436,986

指名競争入札 委託 給与・就業システム更新委託 株式会社 JOE 13,351,500

指名競争入札 委託 都営地下鉄光ケーブル設備点検委託 日本コムシス株式会社 11,961,680

指名競争入札 委託 日暮里・舎人ライナー車両用冷房装置等検査（単価契約） 京王重機整備株式会社 11,468,520

特定契約 委託 東銀座ほか１０駅エレベーターの点検及び保守委託 株式会社エレベータシステムズ 10,432,800

特定契約 委託 日本橋ほか９駅エレベーターの点検及び保守委託 中央エレベーター工業株式会社 9,604,656

指名競争入札 委託 都営地下鉄大江戸線新宿駅排熱回収設備保守委託 三菱重工業株式会社 8,662,680

指名競争入札 委託 都営地下鉄三田線変電所設備保守業務委託 東急テクノシステム株式会社 8,208,000

特定契約 委託 都営地下鉄構内敷設通信事業者光ケーブル設備点検委託 日本コムシス株式会社 7,722,000

指名競争入札 委託 大江戸線ホームドア設備点検清掃委託 株式会社ツツミワークス 7,236,000

指名競争入札 委託 空気調和装置の保守作業等業務委託（日暮里・舎人ライナー）（単価契約） 株式会社昌和工業 6,750,000

特定契約 委託 西日暮里ほか１駅エスカレーターの点検及び保守委託 東芝エレベータ株式会社 6,631,632

指名競争入札 物品 蛍光管・ランプ等購入（単価契約） ミツワ電機株式会社 5,623,430

指名競争入札 委託 都営地下鉄変電所空冷式冷房設備等保守委託 株式会社昌和工業 5,076,000

複数見積契約 委託 高島平総合庁舎 空調換気設備等定期管理委託 株式会社関東機工 4,860,000

特定契約 委託 浅草橋ほか７駅エレベーターの点検及び保守委託
ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 4,445,280

複数見積 物品 TSネット用端末PC購入 株式会社 日立システムズ 4,437,180

特定契約 委託 高島平ほか３駅エレベーターの点検及び保守委託 ダイコー株式会社 4,406,400

複数見積 委託 地下鉄駅ウォータークーラー保守点検委託 株式会社ＯＳＧコーポレーション 4,112,640

複数見積 委託 三田線連動制御盤ほかバッテリー等交換 清水電工有限会社 3,996,000

複数見積 委託 三田線ホームドア設備点検清掃委託 有限会社麻田通信 3,996,000

複数見積 委託 大江戸線青山一丁目駅ほか４駅制気口清掃 株式会社スペイス 3,974,400

複数見積 委託 大江戸線飯田橋駅ほか３駅空調用自動制御機器保守委託 アズビル株式会社 3,780,000

特定契約 委託 電話交換機等の更新 東日本電信電話株式会社 3,672,000

複数見積 委託 荒川保線事務所諸設備改修工事 松永電機工業株式会社 3,780,000

複数見積 委託 大江戸線中央監視装置点検委託 アズビル株式会社 3,456,000

複数見積 委託 寝具賃貸借業務委託（単価契約） 株式会社エビヌマ 3,253,446

複数見積 委託 大江戸線麻布十番駅ほか１駅ターボ冷凍機凝縮器薬品洗浄作業 三菱重工冷熱株式会社 3,132,000

特定契約 委託 蓮根ほか３駅エレベーターの点検及び保守委託 冨士エレベーター工業株式会社 3,111,696

特定契約 物品 作業服（冬用）の購入 惠山株式会社 3,078,000

複数見積 委託 公衆無線ＬＡＮ設備定期点検委託 日本コムシス株式会社 3,024,000

複数見積 委託 浅草線中延駅ほか７駅盤部品交換作業 新日空サービス株式会社 2,937,600

特定契約 委託 大島総合庁舎ほか１箇所エレベーターの保守点検業務委託 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 2,922,480

特定契約 委託 日暮里・舎人ライナー非常用発電機機能試験に伴う車両走行試験作業委託新潟トランシス株式会社 2,678,400

特定契約 委託 TSネット用端末PC各種設定導入処理作業委託 オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 1,924,560

特定契約 委託 上海クイーン株式会社 1,911,600

特定契約 委託 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 1,798,200

特定契約 委託 フジテック株式会社 1,798,200

特定契約 委託 大江戸線飯田橋ほか3駅EVかご内照明器具交換 東芝エレベータ株式会社 1,798,200

特定契約 委託 浅草線浅草橋駅ES5号機踏段交換 フジテック株式会社 1,794,960

特定契約 委託 新宿線一之江駅ES1号機踏段交換 株式会社日立ビルシステム 1,775,520

特定契約 委託 清澄乗務区庁舎ほか２箇所エレベーターの保守点検業務委託
ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 1,769,040

特定契約 委託 大江戸線新宿駅ES6号機乗降板等交換 フジテック株式会社 1,691,280

特定契約 委託 大江戸線新宿駅ES8号機乗降板等交換 フジテック株式会社 1,691,280

特定契約 委託 大江戸線東中野駅EV1号機乗場敷居交換 株式会社東洋ハイドロエレベータ 1,667,520

特定契約 委託 泉岳寺駅ほか１駅昇降機設備点検及び保守委託 横浜エレベータ株式会社 1,620,000

特定契約 委託 新宿線篠崎駅EVかご内車椅子用操作盤取替 冨士エレベーター工業株式会社 1,578,960

特定契約 委託 新宿線神保町駅ES8号機踏段交換 株式会社日立ビルシステム 1,555,200

特定契約 委託 TSネットサーバの端末PC用OS対応検証等委託 オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 1,524,614

特定契約 委託 工事保安立会補助業務委託（単価契約） 株式会社アステック 1,417,500

特定契約 委託 高島平総合庁舎 監視制御盤装置保守点検業務委託 株式会社オーテック 1,414,800

特定契約 委託 浅草線人形町駅ES1号機乗降板交換） フジテック株式会社 1,317,600

特定契約 物品 夏作業服の購入 辰野株式会社 1,311,552

特定契約 委託 本所吾妻橋駅エレベーターの点検及び保守委託 三精テクノロジーズ株式会社 1,283,040

特定契約 委託 東中野駅エレベーターの点検及び保守委託 株式会社東洋ハイドロエレベータ 1,140,480

特定契約 委託 電話交換機等の更新（駅務機器事業部） 東日本電信電話株式会社 1,111,320

特定契約 委託 日暮里・舎人ライナー車両用ホロ交換委託 新潟トランシス株式会社 1,061,910

特定契約 委託 大江戸線西新宿五丁目駅ES2・5号機上部乗降板交換 フジテック株式会社 997,920

特定契約 委託 光ヶ丘乗務区庁舎エレベーターの保守点検業務委託 日本エレベーター製造株式会社 960,336
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特定契約 委託 三田線神保町ほか3駅EVかご床張替 東芝エレベータ株式会社 943,920

特定契約 委託 浅草線三田駅ES1号機踏段交換 株式会社日立ビルシステム 933,120

特定契約 委託 大江戸線勝どき駅ES6号機踏段交換 株式会社日立ビルシステム 933,120

特定契約 委託 神保町仮泊所エレベーターの保守点検業務委託 株式会社日立ビルシステム 887,760

特定契約 委託 構築点検システムの出力形式の変更その他業務委託 上海クイーン株式会社 799,200

特定契約 委託 新宿線曙橋駅ES4号機上部乗降板交換 フジテック株式会社 725,760

特定契約 委託 高島平乗務区庁舎エレベーター２号機の保守点検業務委託 中央エレベーター工業株式会社 583,200

特定契約 委託 大江戸線新宿駅ES17号機踏段交換 フジテック株式会社 527,040

特定契約 委託 大江戸線都庁前駅ES1号機内側板交換 日本オーチス・エレベータ株式会社 467,640

特定契約 委託 大江戸線新宿西口駅ES7号機隔壁改修に伴う臨時点検 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 409,320

特定契約 委託 「契約システム（契約課等）」の更新作業及び追加処理委託 上海クイーン株式会社 399,600

特定契約 委託 新宿線篠崎駅EV2号機かご床張替 冨士エレベーター工業株式会社 387,720

特定契約 物品 作業帽の購入 岸義株式会社 368,550

特定契約 委託 大江戸線新宿西口駅ES１・13号機落下防止金物交換 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 356,400

特定契約 委託 大江戸線蔵前駅ES５号機乗降板補修 株式会社日立ビルシステム 356,400

特定契約 委託 新宿線船堀駅ES1・2号機踏段クリート交換 東芝エレベータ株式会社 344,520

特定契約 委託 エスカレーター部品納入 オーチス・エレベータサービス株式会社 321,840

特定契約 委託 エスカレーター部品納入 オーチス・エレベータサービス株式会社 321,840

特定契約 委託 三田線御成門駅ES7号機下部乗降板補修 東芝エレベータ株式会社 313,200

特定契約 委託 大江戸線森下駅ES5・7号機踏段交換 株式会社日立ビルシステム 311,040

特定契約 委託 大江戸線代々木駅EV2号機かご内鏡補修・交換作業 東芝エレベータ株式会社 297,000

特定契約 委託 エスカレーター部品納入 シンドラーエレベータ株式会社 291,600

特定契約 物品 三田線６３００形向けキー購入 住友商事株式会社 214,920

非公表案件 件数 金額（税込）

〇個人情報を含む案件

〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件

〇公表することで、事業の執行や団体の経営に支障を及ぼすおそれのある案件
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５　特定契約の特命理由〔対象：特定契約のうち２５０万円以上の契約〕

契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額（円） 特定理由

特定契約 委託 日暮里・舎人ライナー車両保守業務委託 新潟トランシス株式会社 301,122,468

本件車両は、選定会社が設計・製造したものであり、技
術情報（詳細図面、仕様等）は公開されていないため、
他社において本件委託を履行することはできない。

特定契約 委託 馬込ほか４０駅昇降機設備点検及び保守委託 株式会社日立ビルシステム 271,829,520

選定会社は製造メーカー系列の保守会社であり、技術
情報（詳細図面、仕様等）は系列保守会社しか公開され
ていないため、他社において本件委託を履行することは
できない。

特定契約 委託 中延ほか４０駅等昇降機設備点検及び保守委託
三菱電機ビルテクノサービ
ス株式会社

250,427,376

選定会社は製造メーカー系列の保守会社であり、技術
情報（詳細図面、仕様等）は系列保守会社しか公開され
ていないため、他社において本件委託を履行することは
できない。

特定契約 委託
日暮里・舎人ライナー車両全般・重要部検査（単価契
約）

新潟トランシス株式会社 159,958,897

本件車両は、選定会社が設計・製造したものであり、技
術情報（詳細図面、仕様等）は公開されていないため、
他社において本件委託を履行することはできない。

特定契約 委託
浅草線大門ほか１３駅エスカレーターの点検及び保
守委託

オーチス・エレベータサー
ビス株式会社

158,909,040

選定会社は技術情報（詳細図面、仕様等）の提供を受
け、製造メーカーの保守業務を継承した会社である。他
社においては技術情報が公開されていないため、本件
委託を履行することはできない。

特定契約 委託 五反田ほか４８駅等昇降機設備点検及び保守委託 東芝エレベータ株式会社 135,207,792

選定会社は、本件昇降設備（１４２基中９６基）を設置した
会社であり、それらについては技術情報（詳細図面、仕
様等）は公開されていない。また他の昇降設備（４６基）
は設置会社に保守部門が無く、選定会社が唯一部品の
提供を受け保守をすることができる。他社では本委託を
履行することはできない。

特定契約 委託
自動定期券発行機他駅務機器の保守点検業務委託
（単価契約）

日信電子サービス株式会
社

117,297,612

選定会社は製造メーカーの直系保守会社であり、技術
情報（詳細図面、仕様等）は系列保守会社しか公開され
ていないため、他社では本件委託を履行することはでき
ない。

特定契約 委託 戸越ほか１９駅昇降機設備点検及び保守委託 フジテック株式会社 107,917,920

本件設備は、選定会社が設計・製造したものであり、技
術情報（詳細図面、仕様等）が公開されていないため、
他社において本件委託を履行することはできない

特定契約 委託 駅務ネットワークシステム他保守業務委託 株式会社東芝 82,080,000

保守対象システムは、選定会社が構築したものであり、
技術情報（詳細図面、仕様等）は公開されていないた
め、他社において本件委託を履行することはできない。

特定契約 委託 大江戸線ホームドア設備保守委託 日本信号株式会社 78,300,000

本件設備は、選定会社が設計・製造したものであり、技
術情報（詳細図面、仕様等）は公開されていないため、
他社において本件委託を履行することはできない。

特定契約 委託
多機能端末機他駅務機器の保守点検業務委託（単
価契約）

東洋電機製造株式会社 65,501,028

本件機器は、選定会社が設計・製造したものであり、技
術情報（詳細図面、仕様等）は公開されていないため、
他社において本件委託を履行することはできない。

特定契約 委託
日暮里ほか１２駅エスカレーターの点検及び保守委
託

オーチス・エレベータサー
ビス株式会社

61,566,480

選定会社は技術情報（詳細図面、仕様等）の提供を受
け、製造メーカーの保守業務を継承した会社である。他
社においては技術情報が公開されていないため、本件
委託を履行することはできない。

特定契約 委託
日暮里・舎人ライナー車両保守業務委託付帯作業
（単価契約）

新潟トランシス株式会社 57,128,911

本件車両は、選定会社が設計・製造したものであり、技
術情報（詳細図面、仕様等）は公開されていないため、
他社において本件委託を履行することはできない。

特定契約 委託
窓口処理機他駅務機器の保守点検業務委託（単価
契約）

オムロンフィールドエンジニ
アリング株式会社

47,912,796

選定業者は製造メーカーの直系保守会社であり、技術
情報（詳細図面、仕様等）は系列保守会社しか公開され
ていないため、他社では本委託を履行することはできな
い。

特定契約 委託
舎人後方支援システム・ＩＤデータ支援他保守業務委
託

日本信号株式会社 46,440,000

保守対象システムは、選定会社が構築したものであり、
技術情報（詳細図面、仕様等）は公開されていないた
め、他社において本件委託を履行することはできない。

特定契約 委託 御成門ほか７駅昇降機設備点検及び保守委託
日本オーチス・エレベータ
株式会社

40,406,688

本件設備は、選定会社が設計・製造したものであり、技
術情報（詳細図面、仕様等）は公開されていないため、
他社において本件委託を履行することはできない。

特定契約 委託 熊野前ほか１２駅昇降機設備点検及び保守委託
三菱電機ビルテクノサービ
ス株式会社

29,629,152

選定会社は製造メーカー系列の保守会社であり、技術
情報（詳細図面、仕様等）は系列保守会社しか公開され
ていないため、他社において本件委託を履行することは
できない。

特定契約 委託 三田線ホームドア設備保守委託 八洲電機株式会社 20,952,000

選定会社は、製造メーカーの系列保守会社であり、技術
情報（詳細図面、仕様等）は系列保守会社しか公開され
ていないため、他社では本委託を履行することはできな
い。

特定契約 委託 西馬込ほか１０駅エレベーターの点検及び保守委託
日本エレベーター製造株
式会社

18,725,904

本件設備は、選定会社が設計・製造したものであり、技
術情報（詳細図面、仕様等）が公開されていないため、
他社において本件委託を履行することはできない。

特定契約 物品 歯車形軸継手等購入 住友商事株式会社 15,677,820

選定会社は、購入部品製作会社のすべての鉄道関係
部品を販売する唯一の代理店であるため。

特定契約 委託
ＩＣチャージ機他駅務機器の保守点検業務委託（単価
契約）

株式会社高見沢サービス 14,428,800

選定会社は製造メーカーの直系保守会社であり、技術
情報（詳細図面、仕様等）は系列保守会社しか公開され
ていないため、他社では本委託を履行することはできな
い。
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契約方法 契約種別 契約件名 契約相手方 契約金額（円） 特定理由No.

特定契約 委託
自動改札機・自動券売機・自動精算機等の部品交換
作業委託（単価契約）

日信電子サービス株式会
社

12,455,056

選定会社は機器及び交換部品の製造メーカーの直系
保守会社であり、技術情報（詳細図面、仕様等）の公開
や交換部品の提供は系列保守会社に対してのみ行わ
れている。他社では本委託を履行することはできない。

特定契約 委託 東銀座ほか１０駅エレベーターの点検及び保守委託
株式会社エレベータシステ
ムズ

10,432,800

本件設備は、選定会社が設計・製造したものであり、技
術情報（詳細図面、仕様等）が公開されていないため、
他社において本件委託を履行することはできない。

特定契約 委託 日本橋ほか９駅エレベーターの点検及び保守委託
中央エレベーター工業株
式会社

9,604,656

本件設備は、選定会社が設計・製造したものであり、技
術情報（詳細図面、仕様等）が公開されていないため、
他社において本件委託を履行することはできない。

特定契約 委託
自動券売機他駅務機器の保守部品購入その１（単価
契約）

日信電子サービス株式会
社

9,437,536

選定会社は機器及び交換部品の製造メーカーの直系
保守会社であり、交換部品は他社から購入することはで
きない。

特定契約 委託
自動券売機他駅務機器の保守部品購入その２（単価
契約）

オムロンフィールドエンジニ
アリング株式会社

8,639,589

選定会社は機器及び交換部品の製造メーカーの直系
保守会社であり、交換部品は他社から購入することはで
きない。

特定契約 委託 ポイントチャージ機の部品交換作業委託（単価契約）
オムロンフィールドエンジニ
アリング株式会社

7,628,580

選定会社は機器及び交換部品の製造メーカーの直系
保守会社であり、技術情報（詳細図面、仕様等）の公開
や交換部品の提供は系列保守会社に対してのみ行わ
れている。他社では本委託を履行することはできない。

特定契約 委託
都営地下鉄構内敷設通信事業者光ケーブル設備点
検委託

日本コムシス株式会社 7,722,000

本件作業委託は、都営地下鉄構内に設置されている通
信事業者（８社）の光ケーブル設備点検作業を行うもの
である。
選定会社は、当該設備と一体的に点検、保守する必要
がある交通局光ケーブル設備の保守を受託している会
社である。

特定契約 委託
西日暮里ほか１駅エスカレーターの点検及び保守委
託

東芝エレベータ株式会社 6,631,632

本件設備は、選定会社が設計・製造したものであり、技
術情報（詳細図面、仕様等）が公開されていないため、
他社において本件委託を履行することはできない。

特定契約 委託 浅草橋ほか７駅エレベーターの点検及び保守委託
ジャパンエレベーターサー
ビスホールディングス株式
会社

4,445,280

本件設備の点検及び保守は、設置当初から選定会社に
継続して委託しており、設備の状況等を継続的に把握し
ている唯一の会社であるため。

特定契約 委託 高島平ほか３駅エレベーターの点検及び保守委託 ダイコー株式会社 4,406,400

本件設備は、選定会社が設計・製造したものであり、技
術情報（詳細図面、仕様等）が公開されていないため、
他社において本件委託を履行することはできない。

特定契約 委託 ＩＣ駅端末機の部品交換作業委託（単価契約） 東洋電機製造株式会社 4,226,040

本件機器は、選定会社が設計・製造したものであり、技
術情報（詳細図面、仕様等）の公開及び交換部品の提
供がされていないため、他社において本件委託を履行
することはできない。

特定契約 委託 ＩＣチャージ機の部品交換作業委託（単価契約） 株式会社高見沢サービス 4,134,240

選定会社は機器及び交換部品の製造メーカーの直系
保守会社であり、技術情報（詳細図面、仕様等）の公開
や交換部品の提供は系列保守会社に対してのみ行わ
れている。他社では本委託を履行することはできない。

特定契約 委託 電話交換機等の更新 東日本電信電話株式会社 3,672,000

選定会社は、既存の電話交換機を設置した会社であり、
専用線を使用した交通局事業用電話の取り込み及び現
行の設備構成並びに使用状況を唯一熟知している会社
であるため。

特定契約 委託 蓮根ほか３駅エレベーターの点検及び保守委託
冨士エレベーター工業株
式会社

3,111,696

本件設備は、選定会社が設計・製造したものであり、技
術情報（詳細図面、仕様等）が公開されていないため、
他社において本件委託を履行することはできない。

特定契約 物品 作業服（冬用）の購入 惠山株式会社 3,078,000

弊社では、東京都交通局と同じ仕様の作業服（冬用）を
社員に貸与している。２８年度、東京都交通局の契約業
者は選定会社のみであるため。

特定契約 委託
大島総合庁舎ほか１箇所エレベーターの保守点検業
務委託

三菱電機ビルテクノサービ
ス株式会社

2,922,480

選定会社は製造メーカー系列の保守会社であり、技術
情報（詳細図面、仕様等）は系列保守会社しか公開され
ていないため、他社において本件委託を履行することは
できない。

特定契約 委託
日暮里・舎人ライナー非常用発電機機能試験に伴う
車両走行試験作業委託

新潟トランシス株式会社 2,678,400

本件委託に使用する車両は、選定会社が設計・製造し
たものであり、技術情報（詳細図面、仕様等）は公開され
ていないため、他社において本件委託を履行することは
できない。
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