
入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 8,330,000 1 ◎

2 8,560,000 2

3 8,580,000 3

4 8,650,000 4

5 8,660,000 5

6 8,680,000 6

7 8,720,000 7

8

備 考

円
落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

8,996,400

開札日時 平成３１年１月３０日（水）　午前１０時００分

最低制限価格（税抜） 7,819,275

履行場所 朝霞市大字浜崎他地内

履行期間

工事延長L＝207.35m

発注業種 舗装工事業　舗装工事

6030001044764

6030001044962

古内土木株式会社　本店

株式会社冨岡組　本店

9030001044745

エスケイ機工株式会社　本店エスケイ機工株式会社　本店

1030001045115

株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

件名 市道４号線他舗装復旧工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年３月２２日

業務概要

1010001051057

8,330,000

6030001045218株式会社伊東土木　朝霞営業所

6030001044764

株式会社伊東土木　朝霞営業所

1030001045115宮林建設株式会社　本店

三立建設株式会社　埼玉支店

株式会社伊東土木　朝霞営業所

五島工業株式会社　本店五島工業株式会社　本店

設計金額(税抜) 9,060,000

摘要

9,060,000

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

　

　

辞退

　

6030001050341

6030001045218

6030001050341

　60300010452186030001045218

　五島工業株式会社　本店

三立建設株式会社　埼玉支店 2011501001938 　2011501001938 　三立建設株式会社　埼玉支店 　2011501001938

　

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

　

　

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

　株式会社伊東土木　朝霞営業所 6030001045218

エスケイ機工株式会社　本店

株式会社伊東土木　朝霞営業所

埼玉県朝霞市宮戸４－１３－１７

株式会社ティーディーイー　埼玉支店

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

　6030001044764

2011501001938 　2011501001938三立建設株式会社　埼玉支店 　三立建設株式会社　埼玉支店三立建設株式会社　埼玉支店 　2011501001938

宮林建設株式会社　本店宮林建設株式会社　本店 1030001045115 　1030001045115 　宮林建設株式会社　本店 　10300010451151030001045115 　1030001045115宮林建設株式会社　本店 　宮林建設株式会社　本店宮林建設株式会社　本店 　1030001045115

60300010452186030001045218株式会社伊東土木　朝霞営業所 　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 　株式会社伊東土木　朝霞営業所株式会社伊東土木　朝霞営業所株式会社伊東土木　朝霞営業所 6030001045218 　6030001045218 　株式会社伊東土木　朝霞営業所 　60300010452186030001045218 　6030001045218株式会社伊東土木　朝霞営業所 　株式会社伊東土木　朝霞営業所株式会社伊東土木　朝霞営業所 　6030001045218

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

株式会社冨岡組　本店株式会社冨岡組　本店 　60300010449626030001044962 　株式会社冨岡組　本店 6030001044962 　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 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 　6030001044962 　　6030001044962 　　　株式会社冨岡組　本店 6030001044962株式会社冨岡組　本店 60300010449626030001044962 　6030001044962株式会社冨岡組　本店 6030001044962 　6030001044962 　株式会社冨岡組　本店 　株式会社冨岡組　本店 603000104496260300010449626030001044962 　6030001044962 　株式会社冨岡組　本店 　60300010449626030001044962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 　6030001044962株式会社冨岡組　本店株式会社冨岡組　本店

古内土木株式会社　本店 辞退90300010447459030001044745 辞退9030001044745古内土木株式会社　本店 9030001044745 辞退古内土木株式会社　本店 辞退90300010447459030001044745古内土木株式会社　本店 辞退古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店 辞退9030001044745 辞退90300010447459030001044745 辞退古内土木株式会社　本店 9030001044745 辞退9030001044745古内土木株式会社　本店 90300010447459030001044745古内土木株式会社　本店 辞退古内土木株式会社　本店 9030001044745古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店 辞退古内土木株式会社　本店 辞退古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店 辞退辞退辞退古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店 辞退90300010447459030001044745 辞退9030001044745古内土木株式会社　本店 9030001044745 辞退9030001044745古内土木株式会社　本店 辞退古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店 辞退90300010447459030001044745 辞退9030001044745 辞退



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 7,780,000 1 ◎

2 7,850,000 2

3 7,910,000 3

4 7,950,000 4

5 7,950,000 4

6 8,050,000 6

7

8

備 考

円
落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

8,402,400

開札日時 平成３１年１月３０日（水）　午前１０時００分

最低制限価格（税抜） 7,202,946

履行場所 朝霞市溝沼２丁目地内

履行期間

工事延長　L＝214.2m　幅員　W＝3.8～5.0m　切削オーバーレイ工　A＝1200㎡

発注業種 舗装工事業　舗装工事

6030001045218

1010001051057

古内土木株式会社　本店

株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

9030001044745

三立建設株式会社　埼玉支店三立建設株式会社　埼玉支店

6030001050341

五島工業株式会社　本店

件名 市道５号線他舗装改修工事

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

7,780,000

1030001045115宮林建設株式会社　本店

6030001045218

宮林建設株式会社　本店

6030001050341エスケイ機工株式会社　本店

株式会社冨岡組　本店

宮林建設株式会社　本店

株式会社伊東土木　朝霞営業所株式会社伊東土木　朝霞営業所

設計金額(税抜) 8,374,000

摘要

8,374,000

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

　

一抜け

辞退

　

2011501001938

1030001045115

2011501001938

　10300010451151030001045115

　株式会社伊東土木　朝霞営業所

株式会社冨岡組　本店 6030001044962 　6030001044962 　株式会社冨岡組　本店 　6030001044962

　

　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

　

　

2011501001938 　三立建設株式会社　埼玉支店 2011501001938 　

　宮林建設株式会社　本店 1030001045115

三立建設株式会社　埼玉支店

宮林建設株式会社　本店

埼玉県朝霞市岡１－１－１

五島工業株式会社　本店

2011501001938 　三立建設株式会社　埼玉支店 　2011501001938三立建設株式会社　埼玉支店

　6030001045218

6030001044962 　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 　6030001044962

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

10300010451151030001045115宮林建設株式会社　本店 　宮林建設株式会社　本店 1030001045115 　1030001045115 　宮林建設株式会社　本店 　宮林建設株式会社　本店宮林建設株式会社　本店宮林建設株式会社　本店 1030001045115 　1030001045115 　宮林建設株式会社　本店 　10300010451151030001045115 　1030001045115宮林建設株式会社　本店 　宮林建設株式会社　本店宮林建設株式会社　本店 　1030001045115

2011501001938三立建設株式会社　埼玉支店三立建設株式会社　埼玉支店三立建設株式会社　埼玉支店 　2011501001938 　20115010019382011501001938 　　　三立建設株式会社　埼玉支店 2011501001938三立建設株式会社　埼玉支店 20115010019382011501001938三立建設株式会社　埼玉支店 　三立建設株式会社　埼玉支店 2011501001938 　2011501001938 　三立建設株式会社　埼玉支店 　三立建設株式会社　埼玉支店三立建設株式会社　埼玉支店三立建設株式会社　埼玉支店 2011501001938 　2011501001938 　三立建設株式会社　埼玉支店 　20115010019382011501001938 　2011501001938三立建設株式会社　埼玉支店 　三立建設株式会社　埼玉支店三立建設株式会社　埼玉支店 　2011501001938

株式会社ティーディーイー　埼玉
支店
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

一抜け10100010510571010001051057 一抜け
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

1010001051057 一抜け
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

1010001051057 一抜け
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

1010001051057
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

一抜け1010001051057 一抜け一抜け1010001051057 一抜け一抜け一抜け
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

1010001051057
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

10100010510571010001051057 一抜け1010001051057
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

1010001051057 一抜け1010001051057 一抜け
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

一抜け
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

101000105105710100010510571010001051057 一抜け1010001051057 一抜け
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

一抜け10100010510571010001051057
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

一抜け一抜け1010001051057
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

一抜け
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

一抜け1010001051057
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

古内土木株式会社　本店 辞退90300010447459030001044745 辞退9030001044745古内土木株式会社　本店 9030001044745 辞退古内土木株式会社　本店 辞退90300010447459030001044745古内土木株式会社　本店 辞退古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店 辞退9030001044745 辞退90300010447459030001044745 辞退古内土木株式会社　本店 9030001044745 辞退9030001044745古内土木株式会社　本店 90300010447459030001044745古内土木株式会社　本店 辞退古内土木株式会社　本店 9030001044745古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店 辞退古内土木株式会社　本店 辞退古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店 辞退辞退辞退古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店 辞退90300010447459030001044745 辞退9030001044745古内土木株式会社　本店 9030001044745 辞退9030001044745古内土木株式会社　本店 辞退古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店 辞退90300010447459030001044745 辞退9030001044745 辞退



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,950,000 1 ◎

2 2,990,000 2

3 3,010,000 3

4 3,050,000 4

備 考

円
落札業者名

落札金額（税込）

3,186,000

開札日時 平成３１年１月３０日（水）　午前１０時００分

最低制限価格（税抜） 2,758,787

履行場所 朝霞市三原５丁目地内

履行期間

工事延長L＝192.70m

発注業種 舗装工事業　舗装工事

6030001044764

6030001044962

株式会社アスクレア　本店

件名 市道３９１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２２日

業務概要

7030001007373

2,950,000

6030001044764

6030001044962株式会社冨岡組　本店

株式会社伊東土木　朝霞営業所

五島工業株式会社　本店五島工業株式会社　本店

設計金額(税抜) 3,190,000

摘要

3,190,000

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

　五島工業株式会社　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

　株式会社冨岡組　本店 6030001044962 　6030001044962 　株式会社冨岡組　本店 　株式会社冨岡組　本店

埼玉県さいたま市大宮区三橋４－５９９－３

株式会社アスクレア　本店

　6030001044764

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

株式会社冨岡組　本店株式会社冨岡組　本店 6030001044962 　6030001044962 　株式会社冨岡組　本店 　60300010449626030001044962 　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 　6030001044962



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,190,000 1 ◎

2 2,220,000 2

3 2,240,000 3

4

備 考

円
落札業者名

落札金額（税込）

2,365,200

開札日時 平成３１年１月３０日（水）　午前１０時００分

最低制限価格（税抜） 2,032,435

履行場所 朝霞市田島２丁目地内

履行期間

工事延長L＝84.7m　舗装面積　舗装切削工　再生粗粒度As　ｔ＝5ｃｍ　A＝440.1㎡

発注業種 舗装工事業　舗装工事

1030001045115

9030001044745

株式会社良三建設工業　本店

件名 市道２２８７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１５日

業務概要

4030001009018

2,190,000

1030001045115

9030001044745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　本店宮林建設株式会社　本店

設計金額(税抜) 2,360,000

摘要

2,360,000

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

　宮林建設株式会社　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 　6030001050341

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

埼玉県さいたま市桜区栄和４－１２－４

株式会社良三建設工業　本店

　1030001045115

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

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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 864,000 1 ◎

2 870,000 2

3 875,000 3

4

備 考

円
落札業者名

落札金額（税込）

933,120

開札日時 平成３１年１月３０日（水）　午前１０時００分

最低制限価格（税抜） 712,435

履行場所 朝霞市内

履行期間

道路反射鏡の清掃　２０６０基

発注業種 道路維持管理

6030001050341

8030002061864

首都圏環境サービス株式会社　本
店

件名 道路反射鏡清掃業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年３月２２日

業務概要

2030001004004

864,000

6030001050341

8030002061864株式会社司建設　朝霞営業所

株式会社冨岡組　本店

エスケイ機工株式会社　本店エスケイ機工株式会社　本店

設計金額(税抜) 910,000

摘要

910,000

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

　エスケイ機工株式会社　本店

株式会社冨岡組　本店 6030001044962 　6030001044962 　株式会社冨岡組　本店 　6030001044962

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

埼玉県さいたま市中央区上落合１－１０－２４

首都圏環境サービス株式会社　本店

　6030001050341

6030001044962 　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 　6030001044962

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8030002061864 未受領株式会社司建設　朝霞営業所 未受領80300020618648030002061864 未受領8030002061864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 2,030,000 1 ◎

2 2,150,000 2

3 2,160,000 3

4 2,567,280 4

備 考

円
落札業者名

落札金額（税込）

2,192,400

開札日時 平成３１年１月３０日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市青葉台１丁目７番２６号（図書館）

履行期間

ロビーチェアの購入及び既存ロビーチェアの撤去・処分

発注業種 家具・寝具・衣料　オフィス家具

株式会社ラビックス

件名 朝霞市立図書館ソファー購入

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年３月３１日

業務概要

2,030,000

エムザジャパン株式会社

株式会社ムトーセーフ　浦和支店

有限会社一進堂有限会社一進堂

設計金額(税抜) 2,556,000

摘要

2,556,000

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

　有限会社一進堂

株式会社ムトーセーフ　浦和支店 　　株式会社ムトーセーフ　浦和支店 　

　エムザジャパン株式会社 　　エムザジャパン株式会社 　エムザジャパン株式会社

埼玉県朝霞市西原２－１４－５

株式会社ラビックス　

　

　株式会社ムトーセーフ　浦和支店 　株式会社ムトーセーフ　浦和支店株式会社ムトーセーフ　浦和支店 　

エムザジャパン株式会社エムザジャパン株式会社 　　エムザジャパン株式会社 　　エムザジャパン株式会社 　エムザジャパン株式会社エムザジャパン株式会社 　



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 51,600,000 1 ◎

2 53,760,000 2

3 54,119,000 3

4

5

6

7

8

備 考

円
落札業者名

落札金額（税込）

55,728,000

開札日時 平成３１年１月３０日（水）　午前９時２０分

最低制限価格（税抜） 42,881,041

履行場所 朝霞市朝志ヶ丘１丁目３番２６号（北朝霞本園他４園）

履行期間

保育園の給食調理業務

発注業種 その他調査・委託　給食委託

イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

株式会社LEOC

日本給食株式会社日本給食株式会社

ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式
会社

件名 保育園給食調理業務委託

予定価格(税抜)

　

平成３１年４月１日　から　平成３２年３月３１日

業務概要

51,600,000

株式会社グリーンハウス株式会社グリーンハウス

名阪食品株式会社　関東事業部

イートランド株式会社

株式会社グリーンハウス

株式会社レパスト株式会社レパスト

設計金額(税抜) 54,119,000

摘要

54,119,000

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

未受領

辞退

辞退

辞退辞退

　株式会社レパスト

イートランド株式会社 　　イートランド株式会社 　

辞退

未受領名阪食品株式会社　関東事業部 未受領未受領名阪食品株式会社　関東事業部 未受領名阪食品株式会社　関東事業部

未受領

辞退

未受領日本給食株式会社 未受領

辞退株式会社グリーンハウス

日本給食株式会社

株式会社グリーンハウス

東京都港区六本木１－４－５アークヒルズサウスタワー

ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式会社　

未受領日本給食株式会社 未受領日本給食株式会社

　

　イートランド株式会社 　イートランド株式会社イートランド株式会社 　

名阪食品株式会社　関東事業部名阪食品株式会社　関東事業部 未受領未受領名阪食品株式会社　関東事業部 未受領未受領名阪食品株式会社　関東事業部 未受領名阪食品株式会社　関東事業部名阪食品株式会社　関東事業部 未受領

株式会社グリーンハウス 辞退株式会社グリーンハウス 辞退辞退株式会社グリーンハウス 辞退株式会社グリーンハウス株式会社グリーンハウス株式会社グリーンハウス 辞退辞退株式会社グリーンハウス 辞退辞退株式会社グリーンハウス 辞退株式会社グリーンハウス株式会社グリーンハウス 辞退

日本給食株式会社日本給食株式会社日本給食株式会社 未受領未受領未受領未受領未受領日本給食株式会社日本給食株式会社日本給食株式会社 未受領日本給食株式会社 未受領未受領日本給食株式会社 未受領日本給食株式会社日本給食株式会社日本給食株式会社 未受領未受領日本給食株式会社 未受領未受領日本給食株式会社 未受領日本給食株式会社日本給食株式会社 未受領

株式会社LEOC株式会社LEOC 辞退辞退株式会社LEOC 辞退株式会社LEOC 辞退株式会社LEOC株式会社LEOC株式会社LEOC株式会社LEOC株式会社LEOC 辞退辞退辞退辞退辞退辞退株式会社LEOC株式会社LEOC 辞退株式会社LEOC 辞退辞退株式会社LEOC 辞退株式会社LEOC 辞退辞退株式会社LEOC 辞退株式会社LEOC 辞退辞退株式会社LEOC 辞退株式会社LEOC株式会社LEOC 辞退株式会社LEOC株式会社LEOC

イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

辞退辞退
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

辞退
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

辞退
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

辞退
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

辞退辞退辞退
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

辞退
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

辞退
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

辞退
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

辞退
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

辞退辞退辞退
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

辞退辞退
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

辞退
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

辞退
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部
イフスコヘルスケア株式会社　東
日本事業部

辞退辞退辞退



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,800,000 1 ◎

2 2,840,000 2

3 3,000,000 3

4 3,100,000 4

備 考

円
落札業者名

落札金額（税込）

3,024,000

開札日時 平成３１年１月３０日（水）　午前９時４０分

最低制限価格（税抜） 2,422,530

履行場所 朝霞市大字浜崎３９０番地の４５ （クリーンセンター）

履行期間

クリーンセンター内の各ごみ処理施設の電気設備の年次点検業務

発注業種 保守点検　電気設備

田辺電機株式会社

件名 電気設備保守点検業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年３月３１日

業務概要

2,800,000

荏原商事株式会社　関東支社

株式会社司エンジニアリング

小泉電機工業株式会社小泉電機工業株式会社

設計金額(税抜) 3,160,000

摘要

3,160,000

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

　小泉電機工業株式会社

株式会社司エンジニアリング 　　株式会社司エンジニアリング 　

　荏原商事株式会社　関東支社 　　荏原商事株式会社　関東支社 　荏原商事株式会社　関東支社

埼玉県川口市大字石神１６２９

田辺電機株式会社　

　

　株式会社司エンジニアリング 　株式会社司エンジニアリング株式会社司エンジニアリング 　

荏原商事株式会社　関東支社荏原商事株式会社　関東支社 　　荏原商事株式会社　関東支社 　　荏原商事株式会社　関東支社 　荏原商事株式会社　関東支社荏原商事株式会社　関東支社 　
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