
入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,840,000 1 ◎

2 1,860,000 2

3 1,878,000 3

4 1,890,000 4

備 考

円

埼玉県さいたま市大宮区三橋２－５７８－９

株式会社ユーアイ建設　本店

　エスケイ機工株式会社　本店 6030001050341 　6030001050341 　エスケイ機工株式会社　本店 　エスケイ機工株式会社　本店

　宮林建設株式会社　本店

古内土木株式会社　本店 9030001044745 　9030001044745 　古内土木株式会社　本店 　9030001044745

設計金額(税抜) 1,937,000

摘要

1,937,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

1030001045115

6030001050341エスケイ機工株式会社　本店

古内土木株式会社　本店

宮林建設株式会社　本店

株式会社ユーアイ建設　本店

件名 市道１号線歩道築造工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年３月２２日

業務概要

2030001008698

1,840,000

1030001045115宮林建設株式会社　本店

開札日時 平成３０年１２月１９日（水）　午前９時２０分

最低制限価格（税抜） 1,658,848

履行場所 朝霞市三原３丁目地内

履行期間

工事延長　L＝19.45m　アスファルト舗装　A＝12㎡　透水性舗装　A＝14㎡

発注業種 土木工事業　土木一式工事

落札業者名
落札金額（税込）

1,987,200

　1030001045115

　古内土木株式会社　本店 9030001044745 　古内土木株式会社　本店 9030001044745古内土木株式会社　本店 　9030001044745

エスケイ機工株式会社　本店 6030001050341 　6030001050341 　エスケイ機工株式会社　本店 　6030001050341エスケイ機工株式会社　本店 　エスケイ機工株式会社　本店 6030001050341 　エスケイ機工株式会社　本店 6030001050341エスケイ機工株式会社　本店 　60300010503416030001050341



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 4,400,000

2 4,430,000 1 ◎

3 4,485,000 2

4 9,180,000 3

5

6

備 考

円

イチコー工業株式会社　本店

今村工業株式会社　本店

埼玉県深谷市高島５６８－１

エコサービス株式会社　本店

9030001044605 辞退イチコー工業株式会社　本店 辞退9030001044605イチコー工業株式会社　本店 辞退

辞退

9030001044605 辞退イチコー工業株式会社　本店 9030001044605 辞退

辞退今村工業株式会社　本店 3030001065086

　日本環境クリアー株式会社　本店 2030001006446 　2030001006446 　日本環境クリアー株式会社　本店 　日本環境クリアー株式会社　本店

エコサービス株式会社　本店

株式会社細田管工　本店 4030001045475 　4030001045475 　株式会社細田管工　本店 　4030001045475

辞退

9030001044605

3030001065086

9030001044605

辞退30300010650863030001065086 辞退

設計金額(税抜) 4,993,000

摘要

4,993,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

2030001086199

今村工業株式会社　本店

2030001006446日本環境クリアー株式会社　本店

株式会社細田管工　本店

今村工業株式会社　本店

エコサービス株式会社　本店

城山産業株式会社　埼玉支店

件名 健康増進センタープール・浴槽ろ過装置ろ材交換工事

予定価格(税抜)

最低制限価格未満

契約締結日　から　平成３１年２月２８日

業務概要

4011001011320

4,430,000

2030001086199

イチコー工業株式会社　本店イチコー工業株式会社　本店

エコサービス株式会社　本店

開札日時 平成３０年１２月１９日（水）　午前９時２０分

最低制限価格（税抜） 4,402,729

履行場所 朝霞市大字浜崎２７番地（健康増進センター）

履行期間

健康増進センターのプール及び浴槽のろ過装置のろ材の交換

発注業種 管工事業　給排水設備工事

落札業者名
落札金額（税込）

4,784,400

株式会社細田管工　本店 4030001045475株式会社細田管工　本店 　

2030001006446

3030001065086今村工業株式会社　本店

辞退

日本環境クリアー株式会社　本店 　2030001006446日本環境クリアー株式会社　本店

2030001086199

　株式会社細田管工　本店 4030001045475 　

2030001006446日本環境クリアー株式会社　本店 　2030001006446

4030001045475

日本環境クリアー株式会社　本店 2030001006446 　2030001006446 　

辞退今村工業株式会社　本店 辞退今村工業株式会社　本店 3030001065086

　日本環境クリアー株式会社　本店 2030001006446 　日本環境クリアー株式会社　本店

3030001065086 辞退今村工業株式会社　本店 辞退3030001065086 辞退今村工業株式会社　本店 3030001065086 辞退3030001065086今村工業株式会社　本店 3030001065086今村工業株式会社　本店 辞退30300010650863030001065086今村工業株式会社　本店今村工業株式会社　本店 3030001065086 辞退

辞退辞退9030001044605 辞退9030001044605

今村工業株式会社　本店 辞退今村工業株式会社　本店 3030001065086 辞退

辞退イチコー工業株式会社　本店 9030001044605 辞退9030001044605イチコー工業株式会社　本店 辞退辞退イチコー工業株式会社　本店 90300010446059030001044605イチコー工業株式会社　本店イチコー工業株式会社　本店 9030001044605 辞退90300010446059030001044605イチコー工業株式会社　本店イチコー工業株式会社　本店イチコー工業株式会社　本店イチコー工業株式会社　本店 辞退イチコー工業株式会社　本店 9030001044605 辞退辞退イチコー工業株式会社　本店 辞退イチコー工業株式会社　本店 9030001044605イチコー工業株式会社　本店 9030001044605イチコー工業株式会社　本店 辞退90300010446059030001044605 辞退イチコー工業株式会社　本店 辞退9030001044605



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 7,000,000 1 ◎

2 7,015,000 2

3 7,100,000 3

4 7,120,000 4

5 7,150,000 5

6

7

備 考

円

斎藤工業株式会社　朝霞営業所

古内土木株式会社　本店

埼玉県朝霞市根岸台３－１４－１５

株式会社冨岡組　本店

8030001003108 辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 辞退8030001003108斎藤工業株式会社　朝霞営業所 辞退

　

8030001003108 辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 8030001003108 辞退

　古内土木株式会社　本店 9030001044745 　

　エスケイ機工株式会社　本店 6030001050341 　6030001050341 　エスケイ機工株式会社　本店 　エスケイ機工株式会社　本店

　五島工業株式会社　本店

宮林建設株式会社　本店 1030001045115 　1030001045115 　宮林建設株式会社　本店 　1030001045115

辞退

辞退

　

8030001003108

9030001044745

8030001003108

　90300010447459030001044745

設計金額(税抜) 7,520,000

摘要

7,520,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

6030001050341

9030001044745古内土木株式会社　本店

6030001044764

古内土木株式会社　本店

6030001050341エスケイ機工株式会社　本店

宮林建設株式会社　本店

古内土木株式会社　本店

五島工業株式会社　本店

株式会社冨岡組　本店

件名 市道６号線舗装復旧工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年２月２８日

業務概要

6030001044962

7,000,000

6030001044764

7030001024906平岩建設株式会社　朝霞営業所

斎藤工業株式会社　朝霞営業所斎藤工業株式会社　朝霞営業所

五島工業株式会社　本店

開札日時 平成３０年１２月１９日（水）　午前９時２０分

最低制限価格（税抜） 6,509,915

履行場所 朝霞市根岸台３丁目地内

履行期間

切削オーバーレイ厚 5㎝ L＝420.4m A＝1195.4㎡、舗装打換 厚5㎝  A＝97.1㎡

発注業種 舗装工事業　舗装工事

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

7,560,000

　6030001044764

　宮林建設株式会社　本店 1030001045115 　宮林建設株式会社　本店 1030001045115宮林建設株式会社　本店 　1030001045115

エスケイ機工株式会社　本店 6030001050341 　6030001050341 　エスケイ機工株式会社　本店 　6030001050341エスケイ機工株式会社　本店

9030001044745

　エスケイ機工株式会社　本店 6030001050341 　エスケイ機工株式会社　本店 6030001050341エスケイ機工株式会社　本店 　6030001050341

9030001044745 　古内土木株式会社　本店 9030001044745 　9030001044745 　古内土木株式会社　本店 　古内土木株式会社　本店 90300010447459030001044745古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店 9030001044745 　9030001044745 　古内土木株式会社　本店 　

8030001003108

古内土木株式会社　本店 　古内土木株式会社　本店 9030001044745 　古内土木株式会社　本店 9030001044745古内土木株式会社　本店 　

8030001003108斎藤工業株式会社　朝霞営業所 辞退辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 8030001003108 辞退辞退8030001003108 辞退辞退80300010031088030001003108斎藤工業株式会社　朝霞営業所斎藤工業株式会社　朝霞営業所斎藤工業株式会社　朝霞営業所 辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 8030001003108 辞退辞退辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 80300010031088030001003108斎藤工業株式会社　朝霞営業所斎藤工業株式会社　朝霞営業所 8030001003108

辞退

8030001003108 辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 辞退8030001003108斎藤工業株式会社　朝霞営業所 辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 8030001003108

辞退7030001024906

斎藤工業株式会社　朝霞営業所 8030001003108斎藤工業株式会社　朝霞営業所 辞退8030001003108

平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906 辞退辞退辞退7030001024906平岩建設株式会社　朝霞営業所 辞退7030001024906 辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906 辞退辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906平岩建設株式会社　朝霞営業所平岩建設株式会社　朝霞営業所平岩建設株式会社　朝霞営業所 辞退辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906703000102490670300010249067030001024906平岩建設株式会社　朝霞営業所平岩建設株式会社　朝霞営業所平岩建設株式会社　朝霞営業所平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906 辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 70300010249067030001024906平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906 辞退辞退7030001024906 辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 辞退7030001024906平岩建設株式会社　朝霞営業所 辞退7030001024906 辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906 辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906平岩建設株式会社　朝霞営業所 辞退7030001024906平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 5,050,000 1 ◎

2 5,095,000 2

3 5,200,000 3

4 5,350,000 4

5

6

7

備 考

円

平岩建設株式会社　朝霞営業所

斎藤工業株式会社　朝霞営業所

埼玉県朝霞市岡１－１－１

五島工業株式会社　本店

7030001024906 辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 辞退7030001024906平岩建設株式会社　朝霞営業所 辞退

辞退

7030001024906 辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906 辞退

辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 8030001003108 辞退

　古内土木株式会社　本店 9030001044745 　9030001044745 　古内土木株式会社　本店 　古内土木株式会社　本店

　エスケイ機工株式会社　本店

宮林建設株式会社　本店 1030001045115 　1030001045115 　宮林建設株式会社　本店 　1030001045115

辞退

一抜け

辞退

7030001024906

8030001003108

7030001024906

辞退80300010031088030001003108

設計金額(税抜) 5,528,000

摘要

5,528,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

9030001044745

8030001003108斎藤工業株式会社　朝霞営業所

6030001050341

斎藤工業株式会社　朝霞営業所

9030001044745古内土木株式会社　本店

宮林建設株式会社　本店

斎藤工業株式会社　朝霞営業所

エスケイ機工株式会社　本店

五島工業株式会社　本店

件名 市道１号線舗装改修工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年３月２２日

業務概要

6030001044764

5,050,000

6030001050341

6030001044962株式会社冨岡組　本店

平岩建設株式会社　朝霞営業所平岩建設株式会社　朝霞営業所

エスケイ機工株式会社　本店

開札日時 平成３０年１２月１９日（水）　午前９時２０分

最低制限価格（税抜） 4,743,500

履行場所 朝霞市溝沼５丁目他地内

履行期間

工事延長　L＝111.0m　幅員　W＝3.2～6.5m　切削オーバーレイ工　A＝590㎡

発注業種 舗装工事業　舗装工事

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

5,454,000

　6030001050341

　宮林建設株式会社　本店 1030001045115 　宮林建設株式会社　本店 1030001045115宮林建設株式会社　本店 　1030001045115

古内土木株式会社　本店 9030001044745 　9030001044745 　古内土木株式会社　本店 　9030001044745古内土木株式会社　本店

8030001003108

　古内土木株式会社　本店 9030001044745 　古内土木株式会社　本店 9030001044745古内土木株式会社　本店 　9030001044745

8030001003108 辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 8030001003108 辞退8030001003108 辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 80300010031088030001003108斎藤工業株式会社　朝霞営業所斎藤工業株式会社　朝霞営業所 8030001003108 辞退8030001003108 辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 辞退

7030001024906

斎藤工業株式会社　朝霞営業所 辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 8030001003108 辞退斎藤工業株式会社　朝霞営業所 8030001003108斎藤工業株式会社　朝霞営業所 辞退

7030001024906平岩建設株式会社　朝霞営業所 辞退辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906 辞退辞退7030001024906 辞退辞退70300010249067030001024906平岩建設株式会社　朝霞営業所平岩建設株式会社　朝霞営業所平岩建設株式会社　朝霞営業所 辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906 辞退辞退辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 70300010249067030001024906平岩建設株式会社　朝霞営業所平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906

一抜け

7030001024906 辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 辞退7030001024906平岩建設株式会社　朝霞営業所 辞退平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906

一抜け6030001044962

平岩建設株式会社　朝霞営業所 7030001024906平岩建設株式会社　朝霞営業所 辞退7030001024906

株式会社冨岡組　本店 6030001044962 一抜け一抜け一抜け6030001044962株式会社冨岡組　本店 一抜け6030001044962 一抜け株式会社冨岡組　本店 6030001044962 一抜け一抜け株式会社冨岡組　本店 6030001044962株式会社冨岡組　本店株式会社冨岡組　本店株式会社冨岡組　本店 一抜け一抜け株式会社冨岡組　本店 6030001044962603000104496260300010449626030001044962株式会社冨岡組　本店株式会社冨岡組　本店株式会社冨岡組　本店株式会社冨岡組　本店 6030001044962 一抜け株式会社冨岡組　本店 一抜け株式会社冨岡組　本店 60300010449626030001044962株式会社冨岡組　本店 6030001044962 一抜け一抜け6030001044962 一抜け株式会社冨岡組　本店 一抜け6030001044962株式会社冨岡組　本店 一抜け6030001044962 一抜け株式会社冨岡組　本店 6030001044962 一抜け株式会社冨岡組　本店 6030001044962株式会社冨岡組　本店 一抜け6030001044962株式会社冨岡組　本店 6030001044962



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,470,000 1 ◎

2 3,510,000 2

3 3,536,000 3

4 3,550,000 4

備 考

円

埼玉県さいたま市中央区八王子２－９－１５

株式会社杉本土建工業　本店

　五島工業株式会社　本店 6030001044764 　6030001044764 　五島工業株式会社　本店 　五島工業株式会社　本店

　株式会社冨岡組　本店

株式会社伊東土木　朝霞営業所 6030001045218 　6030001045218 　株式会社伊東土木　朝霞営業所 　6030001045218

設計金額(税抜) 3,740,000

摘要

3,740,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

6030001044962

6030001044764五島工業株式会社　本店

株式会社伊東土木　朝霞営業所

株式会社冨岡組　本店

株式会社杉本土建工業　本店

件名 市道２１５０号線舗装復旧工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年２月２８日

業務概要

3030001004465

3,470,000

6030001044962株式会社冨岡組　本店

開札日時 平成３０年１２月１９日（水）　午前９時２０分

最低制限価格（税抜） 3,234,204

履行場所 朝霞市浜崎４丁目地内

履行期間

切削オーバーレイ厚 5㎝ L＝78.3m A＝403.3㎡、舗装打換 厚5㎝ L＝53.0m A＝168.2㎡

発注業種 舗装工事業　舗装工事

落札業者名
落札金額（税込）

3,747,600

　6030001044962

　株式会社伊東土木　朝霞営業所 6030001045218 　株式会社伊東土木　朝霞営業所 6030001045218株式会社伊東土木　朝霞営業所 　6030001045218

五島工業株式会社　本店 6030001044764 　6030001044764 　五島工業株式会社　本店 　6030001044764五島工業株式会社　本店 　五島工業株式会社　本店 6030001044764 　五島工業株式会社　本店 6030001044764五島工業株式会社　本店 　60300010447646030001044764



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,275,000 1 ◎

2 1,290,000 2

3 1,300,000 3

4 1,311,000 4

備 考

円

埼玉県朝霞市膝折町１－１３－４５

エスケイ機工株式会社　本店

　株式会社イハラ　朝霞営業所 4030001046614 　4030001046614 　株式会社イハラ　朝霞営業所 　株式会社イハラ　朝霞営業所

　
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

宮林建設株式会社　本店 1030001045115 　1030001045115 　宮林建設株式会社　本店 　1030001045115

設計金額(税抜) 1,373,000

摘要

1,373,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

1010001051057

4030001046614株式会社イハラ　朝霞営業所

宮林建設株式会社　本店

株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

エスケイ機工株式会社　本店

件名 支線２１００号線舗装復旧工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年３月２０日

業務概要

6030001050341

1,275,000

1010001051057
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

開札日時 平成３０年１２月１９日（水）　午前９時２０分

最低制限価格（税抜） 1,177,128

履行場所 朝霞市宮戸２丁目地内

履行期間

工事延長 L＝75.5m　舗装版打換工（t＝5cm）　A＝221.6㎡　舗装切断　L＝8.1m

発注業種 舗装工事業　舗装工事

落札業者名
落札金額（税込）

1,377,000

　1010001051057

　宮林建設株式会社　本店 1030001045115 　宮林建設株式会社　本店 1030001045115宮林建設株式会社　本店 　1030001045115

株式会社イハラ　朝霞営業所 4030001046614 　4030001046614 　株式会社イハラ　朝霞営業所 　4030001046614株式会社イハラ　朝霞営業所 　株式会社イハラ　朝霞営業所 4030001046614 　株式会社イハラ　朝霞営業所 4030001046614株式会社イハラ　朝霞営業所 　40300010466144030001046614



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 11,750,000 1 ◎

2 11,800,000 2

3 11,830,000 3

4 11,850,000 4

5 11,880,000 5

6 11,900,000 6

7 11,910,000 7

備 考

円

有限会社植鉄造園　朝霞支店

株式会社庭創人　本店

埼玉県朝霞市本町２－６－１５

有限会社和智造園　本店

1030002066424 　有限会社植鉄造園　朝霞支店 　1030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店 　

　

1030002066424 　有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424 　

　株式会社庭創人　本店 1030001049371 　

　有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 　9030002058281 　有限会社内田造園土木　本店 　有限会社内田造園土木　本店

　株式会社小倉造園　本店

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715 　8013301011715 　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 　8013301011715

　

　

　

1030002066424

1030001049371

1030002066424

　10300010493711030001049371

設計金額(税抜) 12,304,000

摘要

12,304,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

9030002058281

1030001049371株式会社庭創人　本店

9030001044662

株式会社庭創人　本店

9030002058281有限会社内田造園土木　本店

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

株式会社庭創人　本店

株式会社小倉造園　本店

有限会社和智造園　本店

件名 市道２号線高木剪定業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年３月９日

業務概要

6030002059646

11,750,000

9030001044662

9030001044687片山商事株式会社　本店

有限会社植鉄造園　朝霞支店有限会社植鉄造園　朝霞支店

株式会社小倉造園　本店

開札日時 平成３０年１２月１９日（水）　午前９時２０分

最低制限価格（税抜） 9,612,746

履行場所 朝霞市本町１丁目他地内

履行期間

高木剪定一式

発注業種 道路

落札業者名
落札金額（税込）

12,690,000

　9030001044662

　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715 　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 　8013301011715

有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 　9030002058281 　有限会社内田造園土木　本店 　9030002058281有限会社内田造園土木　本店

1030001049371

　有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 　有限会社内田造園土木　本店 9030002058281有限会社内田造園土木　本店 　9030002058281

1030001049371 　株式会社庭創人　本店 1030001049371 　1030001049371 　株式会社庭創人　本店 　株式会社庭創人　本店 10300010493711030001049371株式会社庭創人　本店株式会社庭創人　本店 1030001049371 　1030001049371 　株式会社庭創人　本店 　

1030002066424

株式会社庭創人　本店 　株式会社庭創人　本店 1030001049371 　株式会社庭創人　本店 1030001049371株式会社庭創人　本店 　

1030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店 　　有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424 　　1030002066424 　　10300020664241030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店有限会社植鉄造園　朝霞支店有限会社植鉄造園　朝霞支店 　有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424 　　　有限会社植鉄造園　朝霞支店 　有限会社植鉄造園　朝霞支店 10300020664241030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424

　

1030002066424 　有限会社植鉄造園　朝霞支店 　1030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店 　有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424

　9030001044687

有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店 　1030002066424

片山商事株式会社　本店 9030001044687 　　　9030001044687片山商事株式会社　本店 　9030001044687 　片山商事株式会社　本店 9030001044687 　　片山商事株式会社　本店 9030001044687片山商事株式会社　本店片山商事株式会社　本店片山商事株式会社　本店 　　片山商事株式会社　本店 9030001044687903000104468790300010446879030001044687片山商事株式会社　本店片山商事株式会社　本店片山商事株式会社　本店片山商事株式会社　本店 9030001044687 　片山商事株式会社　本店 　片山商事株式会社　本店 90300010446879030001044687片山商事株式会社　本店 9030001044687 　　9030001044687 　片山商事株式会社　本店 　9030001044687片山商事株式会社　本店 　9030001044687 　片山商事株式会社　本店 9030001044687 　片山商事株式会社　本店 9030001044687片山商事株式会社　本店 　9030001044687片山商事株式会社　本店 9030001044687



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,550,000 1 ◎

2 2,560,000 2

3 2,590,000 3

4 2,610,000 4

5 2,610,000 4

6 2,615,000 6

備 考

円

有限会社植鉄造園　朝霞支店

有限会社和智造園　本店

埼玉県朝霞市宮戸４－１－３６

株式会社小倉造園　本店

1030002066424 　有限会社植鉄造園　朝霞支店 　1030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店 　

　

1030002066424 　有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424 　

　有限会社和智造園　本店 6030002059646

　株式会社庭創人　本店 1030001049371 　1030001049371 　株式会社庭創人　本店 　株式会社庭創人　本店

　有限会社内田造園土木　本店

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715 　8013301011715 　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 　8013301011715

　

1030002066424

6030002059646

1030002066424

　60300020596466030002059646 　

設計金額(税抜) 2,650,000

摘要

2,650,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

9030002058281

有限会社和智造園　本店

1030001049371株式会社庭創人　本店

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

有限会社和智造園　本店

有限会社内田造園土木　本店

株式会社小倉造園　本店

件名 市道２１６７号線高木剪定業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年２月２８日

業務概要

9030001044662

2,550,000

9030002058281

有限会社植鉄造園　朝霞支店有限会社植鉄造園　朝霞支店

有限会社内田造園土木　本店

開札日時 平成３０年１２月１９日（水）　午前９時２０分

最低制限価格（税抜） 2,075,564

履行場所 朝霞市西原１丁目他地内

履行期間

・高木剪定一式

発注業種 道路

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

2,754,000

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 　

1030001049371

6030002059646有限会社和智造園　本店

　

株式会社庭創人　本店 　1030001049371株式会社庭創人　本店

　9030002058281

　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715 　

1030001049371株式会社庭創人　本店 　1030001049371

8013301011715

株式会社庭創人　本店 1030001049371 　1030001049371 　

　有限会社和智造園　本店 　有限会社和智造園　本店 6030002059646

　株式会社庭創人　本店 1030001049371 　株式会社庭創人　本店

6030002059646 　有限会社和智造園　本店 　6030002059646 　有限会社和智造園　本店 6030002059646 　6030002059646有限会社和智造園　本店 6030002059646有限会社和智造園　本店 　60300020596466030002059646有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 6030002059646 　

　　1030002066424 　1030002066424

有限会社和智造園　本店 　有限会社和智造園　本店 6030002059646 　

　有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424 　1030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店 　　有限会社植鉄造園　朝霞支店 10300020664241030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424 　10300020664241030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店有限会社植鉄造園　朝霞支店有限会社植鉄造園　朝霞支店有限会社植鉄造園　朝霞支店 　有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424 　　有限会社植鉄造園　朝霞支店 　有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店 　10300020664241030002066424 　有限会社植鉄造園　朝霞支店 　1030002066424



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,710,000 1 ◎

2 1,717,000 2

3 1,731,000 3

4 1,736,000 4

5 1,740,000 5

6

備 考

円

株式会社小倉造園　本店

有限会社和智造園　本店

埼玉県朝霞市田島２－４－２６

株式会社庭創人　本店

9030001044662 一抜け株式会社小倉造園　本店 一抜け9030001044662株式会社小倉造園　本店 一抜け

　

9030001044662 一抜け株式会社小倉造園　本店 9030001044662 一抜け

　有限会社和智造園　本店 6030002059646

　有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424 　1030002066424 　有限会社植鉄造園　朝霞支店 　有限会社植鉄造園　朝霞支店

　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 　9030002058281 　有限会社内田造園土木　本店 　9030002058281

　

9030001044662

6030002059646

9030001044662

　60300020596466030002059646 　

設計金額(税抜) 1,740,000

摘要

1,740,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

8013301011715

有限会社和智造園　本店

1030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店

有限会社内田造園土木　本店

有限会社和智造園　本店

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

株式会社庭創人　本店

件名 市道１６号線高木剪定業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年２月２８日

業務概要

1030001049371

1,710,000

8013301011715

株式会社小倉造園　本店株式会社小倉造園　本店

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

開札日時 平成３０年１２月１９日（水）　午前９時２０分

最低制限価格（税抜） 1,352,369

履行場所 朝霞市東弁財１丁目地内

履行期間

・高木剪定一式

発注業種 道路

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

1,846,800

有限会社内田造園土木　本店 9030002058281有限会社内田造園土木　本店 　

1030002066424

6030002059646有限会社和智造園　本店

一抜け

有限会社植鉄造園　朝霞支店 　1030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店

　8013301011715

　有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 　

1030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店 　1030002066424

9030002058281

有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424 　1030002066424 　

　有限会社和智造園　本店 　有限会社和智造園　本店 6030002059646

　有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424 　有限会社植鉄造園　朝霞支店

6030002059646 　有限会社和智造園　本店 　6030002059646 　有限会社和智造園　本店 6030002059646 　6030002059646有限会社和智造園　本店 6030002059646有限会社和智造園　本店 　60300020596466030002059646有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 6030002059646 　

一抜け一抜け9030001044662 一抜け9030001044662

有限会社和智造園　本店 　有限会社和智造園　本店 6030002059646 　

一抜け株式会社小倉造園　本店 9030001044662 一抜け9030001044662株式会社小倉造園　本店 一抜け一抜け株式会社小倉造園　本店 90300010446629030001044662株式会社小倉造園　本店株式会社小倉造園　本店 9030001044662 一抜け90300010446629030001044662株式会社小倉造園　本店株式会社小倉造園　本店株式会社小倉造園　本店株式会社小倉造園　本店 一抜け株式会社小倉造園　本店 9030001044662 一抜け一抜け株式会社小倉造園　本店 一抜け株式会社小倉造園　本店 9030001044662株式会社小倉造園　本店 9030001044662株式会社小倉造園　本店 一抜け90300010446629030001044662 一抜け株式会社小倉造園　本店 一抜け9030001044662



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 4,950,000 1 ◎

2 4,990,000 2

3 5,000,000 3

4 5,025,000 4

5 5,060,000 5

6

備 考

円

株式会社司建設　朝霞営業所

株式会社プロ・エー　本店

埼玉県朝霞市根岸台６－１０－３３

ホワイト浚渫工事有限会社　本店

8030002061864 未受領株式会社司建設　朝霞営業所 未受領8030002061864株式会社司建設　朝霞営業所 未受領

　

8030002061864 未受領株式会社司建設　朝霞営業所 8030002061864 未受領

　株式会社プロ・エー　本店 1030001048233

　片山商事株式会社　本店 9030001044687 　9030001044687 　片山商事株式会社　本店 　片山商事株式会社　本店

　日建総業株式会社　埼玉支店

株式会社アスメイク　本店 2030001044586 　2030001044586 　株式会社アスメイク　本店 　2030001044586

　

8030002061864

1030001048233

8030002061864

　10300010482331030001048233 　

設計金額(税抜) 5,095,000

摘要

5,095,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

5013301009489

株式会社プロ・エー　本店

9030001044687片山商事株式会社　本店

株式会社アスメイク　本店

株式会社プロ・エー　本店

日建総業株式会社　埼玉支店

ホワイト浚渫工事有限会社　本店

件名 小・中学校校庭排水溝洗浄清掃業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年３月２０日

業務概要

5030002065117

4,950,000

5013301009489

株式会社司建設　朝霞営業所株式会社司建設　朝霞営業所

日建総業株式会社　埼玉支店

開札日時 平成３０年１２月１９日（水）　午前９時２０分

最低制限価格（税抜） 3,932,100

履行場所 朝霞市膝折町４丁目１１番７号（朝霞第一小学校）　他１０校

履行期間

・校庭ＬＵ字溝等及び集水桝の高圧水洗浄清掃

発注業種 下水道

落札業者名
落札金額（税込）

5,346,000

株式会社アスメイク　本店 2030001044586株式会社アスメイク　本店 　

9030001044687

1030001048233株式会社プロ・エー　本店

未受領

片山商事株式会社　本店 　9030001044687片山商事株式会社　本店

　5013301009489

　株式会社アスメイク　本店 2030001044586 　

9030001044687片山商事株式会社　本店 　9030001044687

2030001044586

片山商事株式会社　本店 9030001044687 　9030001044687 　

　株式会社プロ・エー　本店 　株式会社プロ・エー　本店 1030001048233

　片山商事株式会社　本店 9030001044687 　片山商事株式会社　本店

1030001048233 　株式会社プロ・エー　本店 　1030001048233 　株式会社プロ・エー　本店 1030001048233 　1030001048233株式会社プロ・エー　本店 1030001048233株式会社プロ・エー　本店 　10300010482331030001048233株式会社プロ・エー　本店株式会社プロ・エー　本店 1030001048233 　

未受領未受領8030002061864 未受領8030002061864

株式会社プロ・エー　本店 　株式会社プロ・エー　本店 1030001048233 　

未受領株式会社司建設　朝霞営業所 8030002061864 未受領8030002061864株式会社司建設　朝霞営業所 未受領未受領株式会社司建設　朝霞営業所 80300020618648030002061864株式会社司建設　朝霞営業所株式会社司建設　朝霞営業所 8030002061864 未受領80300020618648030002061864株式会社司建設　朝霞営業所株式会社司建設　朝霞営業所株式会社司建設　朝霞営業所株式会社司建設　朝霞営業所 未受領株式会社司建設　朝霞営業所 8030002061864 未受領未受領株式会社司建設　朝霞営業所 未受領株式会社司建設　朝霞営業所 8030002061864株式会社司建設　朝霞営業所 8030002061864株式会社司建設　朝霞営業所 未受領80300020618648030002061864 未受領株式会社司建設　朝霞営業所 未受領8030002061864



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,498,095 1 ◎

2 1,499,328 2

3 1,500,561 3

4 1,504,260 4

備 考

円

　鈴木屋書店 　鈴木屋書店鈴木屋書店 　鈴木屋書店鈴木屋書店 　　鈴木屋書店 　

　

　株式会社みやかわ 　株式会社みやかわ株式会社みやかわ 　

埼玉県朝霞市本町２－４－２４

有限会社一進堂　

　鈴木屋書店 　　鈴木屋書店 　鈴木屋書店

　有限会社山屋

株式会社みやかわ 　　株式会社みやかわ 　

設計金額(税抜) 1,528,920

摘要

1,528,920

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

鈴木屋書店

株式会社みやかわ

有限会社山屋有限会社山屋

有限会社一進堂

件名 小学校英和辞典購入（単価契約）

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年３月８日

業務概要

1,498,095

開札日時 平成３０年１２月１９日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市膝折町４丁目１１番７号（朝霞第一小学校）　他１０か所

履行期間

・小学校卒業記念品として、英和辞典を購入する。

発注業種 図書　書籍

落札業者名

契約単価　1215円（税抜）／冊

落札金額（税込）

1,617,943



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,943,000 1 ◎

2 3,045,500 2

3 3,057,400 3

4 3,080,000 4

備 考

円

　株式会社ラビックス 　株式会社ラビックス株式会社ラビックス 　株式会社ラビックス株式会社ラビックス 　　株式会社ラビックス 　

　

　株式会社サイボウ 　株式会社サイボウ株式会社サイボウ 　

埼玉県川口市本蓮１－１－９

星野総合商事株式会社　

　株式会社ラビックス 　　株式会社ラビックス 　株式会社ラビックス

　坂戸防災株式会社　埼玉南営業所

株式会社サイボウ 　　株式会社サイボウ 　

設計金額(税抜) 3,112,000

摘要

3,112,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

株式会社ラビックス

株式会社サイボウ

坂戸防災株式会社　埼玉南営業所坂戸防災株式会社　埼玉南営業所

星野総合商事株式会社

件名 朝霞市災害用備蓄食料購入

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年３月２５日

業務概要

2,943,000

開札日時 平成３０年１２月１９日（水）　午前９時１０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市指定場所

履行期間

・災害用備蓄食料の購入

発注業種 防災・防犯　防災用品

落札業者名
落札金額（税込）

3,178,440
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