
入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,160,000

2 2,260,000 1 ◎

3 2,400,000 2

4

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

2,440,800

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） 2,172,831

履行場所 朝霞市大字浜崎字下谷１９番１他

履行期間

片付工、整地工、区画割工、区画表示工、外柵工、防風ネット工、雑工

発注業種 土木工事業　農業土木工事

9030001044662

4030001046614

宮林建設株式会社　本店

件名 浜崎農園整備工事

予定価格(税抜)

最低制限価格未満

平成３１年３月１日　から　平成３１年３月２７日

業務概要

1030001045115

2,260,000

9030001044662

4030001046614株式会社イハラ　朝霞営業所

有限会社大貫建設　本店

株式会社小倉造園　本店株式会社小倉造園　本店

設計金額(税抜) 2,450,000

摘要

2,450,000

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

株式会社小倉造園　本店

有限会社大貫建設　本店 6030002058227 　6030002058227 　有限会社大貫建設　本店 　6030002058227

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

埼玉県朝霞市宮戸４－１－３６

株式会社小倉造園　本店

9030001044662

6030002058227 　6030002058227有限会社大貫建設　本店 　有限会社大貫建設　本店有限会社大貫建設　本店 　6030002058227

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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,785,000 1 ◎

2 1,800,000 2

3 1,810,000 3

4 1,832,500 4

5

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

1,927,800

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） 1,653,505

履行場所 朝霞市三原３丁目地内

履行期間

工事延長L＝52.80m

発注業種 舗装工事業　舗装工事

6030001044962

1010001051057

エスケイ機工株式会社　本店

件名 市道３８２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

6030001050341

1,785,000

9030001044745古内土木株式会社　本店

6030001044962

古内土木株式会社　本店

1010001051057
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

五島工業株式会社　本店

古内土木株式会社　本店

株式会社冨岡組　本店株式会社冨岡組　本店

設計金額(税抜) 1,920,000

摘要

1,920,000

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9030001044745 辞退90300010447459030001044745

　株式会社冨岡組　本店

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

辞退

　
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

1010001051057 　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

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

埼玉県朝霞市膝折町１－１３－４５

エスケイ機工株式会社　本店

　6030001044962

6030001044764 　6030001044764五島工業株式会社　本店 　五島工業株式会社　本店五島工業株式会社　本店 　6030001044764

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 　1010001051057 　
株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

　10100010510571010001051057 　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

　1010001051057

90300010447459030001044745古内土木株式会社　本店 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 45,700,000 1 ◎

2 46,135,000 2

3 46,350,000 3

4 46,370,000 4

5 46,600,000 5

6 46,613,000 6

7 46,620,000 7

8 46,620,000 7

9 46,648,000 9

10 46,670,000 10

11 46,680,000 11

12 46,850,000 12

13 46,856,000 13

14 46,900,000 14

15 46,950,000 15

16 47,000,000 16

　

　有限会社増田造園　本店 2030002062364

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） 36,254,049

履行場所 朝霞市地内（８箇所）

履行期間

藤剪定・寄植剪定・除草・芝生管理・清掃・ゴミ回収・砂場管理・夜間巡回等

発注業種 苑地維持管理

9030002058281

1030002061656

株式会社小倉造園　本店

8013301011715

3030001046004中川造園土木株式会社　本店

4030002061216

有限会社植鉄造園　朝霞支店

有限会社総合緑地　本店

1030002066424

有限会社寿造園企画　本店

有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 20300020604262030002060426

件名 公園管理委託その１

予定価格(税抜)

　

平成３１年４月１日　から　平成３４年３月３１日

業務概要

9030001044662

45,700,000

9030002058281

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

株式会社庭創人　本店

中川造園土木株式会社　本店

有限会社内田造園土木　本店

中川造園土木株式会社　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

設計金額(税抜) 48,058,000

摘要

48,058,000

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

　

　

2030002060426

3030001046004

2030002060426

　30300010460043030001046004

　有限会社内田造園土木　本店

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

　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 　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715

有限会社やしき園　本店 2030002060426 　

　中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 　

　

中川造園土木株式会社　本店

有限会社やしき園　本店

有限会社内田造園土木　本店 　9030002058281

1030001049371 　

　

　

2030002060426 　

　株式会社庭創人　本店株式会社庭創人　本店 　1030001049371

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支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 　80133010117158013301011715 　8013301011715株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 　8013301011715

30300010460043030001046004中川造園土木株式会社　本店 　中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 　3030001046004 　中川造園土木株式会社　本店 　中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 　3030001046004 　中川造園土木株式会社　本店 　30300010460043030001046004 　3030001046004中川造園土木株式会社　本店 　中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 　3030001046004

2030002060426有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　2030002060426 　20300020604262030002060426有限会社やしき園　本店 20300020604262030002060426有限会社やしき園　本店 　　有限会社やしき園　本店 　2030002060426 　有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　　　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　20300020604262030002060426 　2030002060426有限会社やしき園　本店 2030002060426 　2030002060426有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　20300020604262030002060426 　2030002060426 　

有限会社総合緑地　本店 　10300020616561030002061656 　1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 1030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　1030002061656 　10300020616561030002061656 　　　　有限会社総合緑地　本店 1030002061656有限会社総合緑地　本店 10300020616561030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 1030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 　10300020616561030002061656 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　1030002061656

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

有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　40300020612164030002061216 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216 　40300020612164030002061216 　　　　　　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店 40300020612164030002061216有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 40300020612164030002061216有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　40300020612164030002061216 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216

　2030002062364有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 2030002062364 　2030002062364有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　20300020623642030002062364 　2030002062364 　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　2030002062364有限会社増田造園　本店 2030002062364有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　2030002062364 　20300020623642030002062364 　　　有限会社増田造園　本店 2030002062364有限会社増田造園　本店 20300020623642030002062364有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 2030002062364 　2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　20300020623642030002062364 　2030002062364有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　2030002062364

　有限会社和智造園　本店 6030002059646 　6030002059646有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 6030002059646有限会社和智造園　本店 　有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 　60300020596466030002059646 　有限会社和智造園　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有限会社和智造園　本店 6030002059646有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 6030002059646有限会社和智造園　本店 603000205964660300020596466030002059646 　　　603000205964660300020596466030002059646 　　6030002059646 　有限会社和智造園　本店 　有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 　6030002059646 　6030002059646 　有限会社和智造園　本店 　60300020596466030002059646 　　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　本店有限会社和智造園　本店 　6030002059646有限会社和智造園　本店 6030002059646 　

　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　6030002060926有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　6030002060926有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 　60300020609266030002060926 　6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 　6030002060926有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 　6030002060926 　60300020609266030002060926 　　　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926有限会社キ美塚農園　本店 60300020609266030002060926有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 　60300020609266030002060926 　6030002060926有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 　6030002060926

　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　30300020597073030002059707 　3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 3030002059707有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707 　30300020597073030002059707 　　　　　　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707有限会社桐屋造園　本店 30300020597073030002059707有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 30300020597073030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　30300020597073030002059707 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707

　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　20300010468062030001046806 　2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　2030001046806 　20300010468062030001046806 　　　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 20300010468062030001046806株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 　20300010468062030001046806 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　2030001046806

　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　70300010465947030001046594 　7030001046594 　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　株式会社有山造園　本店 　7030001046594株式会社有山造園　本店 7030001046594株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　7030001046594 　70300010465947030001046594 　　　　　　株式会社有山造園　本店 7030001046594株式会社有山造園　本店 70300010465947030001046594株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 70300010465947030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594 　株式会社有山造園　本店 　70300010465947030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　7030001046594

　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　90300010459259030001045925 　9030001045925 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　9030001045925株式会社高藤園　本店 9030001045925株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　9030001045925 　90300010459259030001045925 　　　株式会社高藤園　本店 9030001045925株式会社高藤園　本店 90300010459259030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　90300010459259030001045925 　9030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　9030001045925



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） 36,254,049

履行場所 朝霞市地内（８箇所）

履行期間

藤剪定・寄植剪定・除草・芝生管理・清掃・ゴミ回収・砂場管理・夜間巡回等

発注業種 苑地維持管理

件名 公園管理委託その１

予定価格(税抜)

平成３１年４月１日　から　平成３４年３月３１日

業務概要

45,700,000

設計金額(税抜) 48,058,000

摘要

48,058,000

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

17 47,100,000 17

18 47,430,000 18

19

備
考

円

　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　10300020645921030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　1030002064592有限会社吉田園　本店 1030002064592有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　1030002064592 　10300020645921030002064592 　　　　　　有限会社吉田園　本店 1030002064592有限会社吉田園　本店 10300020645921030002064592有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 10300020645921030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　10300020645921030002064592 　1030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　1030002064592

　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　90300010938339030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 9030001093833株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833 　90300010938339030001093833 　　　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833株式会社ループグリーン　本店 90300010938339030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　90300010938339030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

49,356,000

埼玉県朝霞市宮戸４－１－３６

株式会社小倉造園　本店

無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店 3030002061373 無効有限会社新清　本店 無効30300020613733030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店 3030002061373 無効有限会社新清　本店 無効30300020613733030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効3030002061373 無効30300020613733030002061373 無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店 30300020613733030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店 3030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効無効無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効30300020613733030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効30300020613733030002061373 無効3030002061373 無効



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 45,200,000 1 ◎

2 45,450,000 2

3 45,680,000 3

4 45,700,000 4

5 45,920,000 5

6 45,925,000 6

7 45,980,000 7

8 46,000,000 8

9 46,000,000 8

10 46,017,000 10

11 46,120,000 11

12 46,150,000 12

13 46,150,000 12

14 46,159,000 14

15 46,300,000 15

16 46,390,000 16

　

　有限会社やしき園　本店 2030002060426

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） 35,959,398

履行場所 朝霞市地内（１０箇所）

履行期間

藤剪定・寄植剪定・除草・芝生管理・清掃・ゴミ回収・砂場管理・夜間巡回等

発注業種 苑地維持管理

9030002058281

6030002060926

有限会社和智造園　本店

1030001049371

1030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店

7030001046594

有限会社総合緑地　本店

有限会社キ美塚農園　本店

1030002061656

株式会社有山造園　本店

中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 30300010460043030001046004

件名 公園管理委託その２

予定価格(税抜)

　

平成３１年４月１日　から　平成３４年３月３１日

業務概要

6030002059646

45,200,000

9030002058281

株式会社庭創人　本店

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

有限会社植鉄造園　朝霞支店

有限会社内田造園土木　本店

有限会社植鉄造園　朝霞支店

8013301011715株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

株式会社庭創人　本店

設計金額(税抜) 47,343,000

摘要

47,343,000

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

　

　

3030001046004

1030002066424

3030001046004

　10300020664241030002066424

　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

　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 1030001049371

中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 　

　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

中川造園土木株式会社　本店

有限会社内田造園土木　本店 　9030002058281

8013301011715 　

　

　

3030001046004 　

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

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

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

3030001046004中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 　3030001046004 　30300010460043030001046004中川造園土木株式会社　本店 30300010460043030001046004中川造園土木株式会社　本店 　　中川造園土木株式会社　本店 　3030001046004 　中川造園土木株式会社　本店 　中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 　　　中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 　30300010460043030001046004 　3030001046004中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 　3030001046004中川造園土木株式会社　本店 　中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 　30300010460043030001046004 　3030001046004 　

有限会社キ美塚農園　本店 　60300020609266030002060926 　6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 　6030002060926有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 　6030002060926 　60300020609266030002060926 　　　　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926有限会社キ美塚農園　本店 60300020609266030002060926有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 　6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 　60300020609266030002060926 　6030002060926有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 　6030002060926

1030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　10300020616561030002061656 　1030002061656 　1030002061656 　　　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 　1030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　1030002061656 　10300020616561030002061656 　　有限会社総合緑地　本店 1030002061656有限会社総合緑地　本店 10300020616561030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 10300020616561030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　1030002061656 　　10300020616561030002061656 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　1030002061656

株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　70300010465947030001046594 　7030001046594 　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　株式会社有山造園　本店 　7030001046594株式会社有山造園　本店 7030001046594株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　7030001046594 　70300010465947030001046594 　　　　　　株式会社有山造園　本店 7030001046594株式会社有山造園　本店 70300010465947030001046594株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 70300010465947030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594 　株式会社有山造園　本店 　70300010465947030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　7030001046594

　2030002060426有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 2030002060426 　2030002060426有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　20300020604262030002060426 　2030002060426 　有限会社やしき園　本店 2030002060426 　有限会社やしき園　本店 2030002060426 　有限会社やしき園　本店 　2030002060426有限会社やしき園　本店 2030002060426有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　2030002060426 　20300020604262030002060426 　　　有限会社やしき園　本店 2030002060426有限会社やしき園　本店 20300020604262030002060426有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店 2030002060426 　2030002060426 　有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 2030002060426 　2030002060426 　有限会社やしき園　本店 　20300020604262030002060426 　2030002060426有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　2030002060426

　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　40300020612164030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店 403000206121640300020612164030002061216 　　　403000206121640300020612164030002061216 　　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　40300020612164030002061216 　　有限会社寿造園企画　本店 40300020612164030002061216有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　

　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　90300010459259030001045925 　9030001045925 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　9030001045925株式会社高藤園　本店 9030001045925株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　9030001045925 　90300010459259030001045925 　　　株式会社高藤園　本店 9030001045925株式会社高藤園　本店 90300010459259030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　90300010459259030001045925 　9030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　9030001045925

　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　2030002062364有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 2030002062364 　2030002062364有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　20300020623642030002062364 　2030002062364 　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　2030002062364有限会社増田造園　本店 2030002062364有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　2030002062364 　20300020623642030002062364 　　　　　　有限会社増田造園　本店 2030002062364有限会社増田造園　本店 20300020623642030002062364有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 20300020623642030002062364有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 2030002062364 　2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　20300020623642030002062364 　2030002062364有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　2030002062364

　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　30300020597073030002059707 　3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 3030002059707有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707 　30300020597073030002059707 　　　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707有限会社桐屋造園　本店 30300020597073030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　30300020597073030002059707 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707

　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　20300010468062030001046806 　2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　2030001046806 　20300010468062030001046806 　　　　　　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 20300010468062030001046806株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 20300010468062030001046806株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 　20300010468062030001046806 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　2030001046806

　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　10300020645921030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　1030002064592有限会社吉田園　本店 1030002064592有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　1030002064592 　10300020645921030002064592 　　　有限会社吉田園　本店 1030002064592有限会社吉田園　本店 10300020645921030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　10300020645921030002064592 　1030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　1030002064592



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） 35,959,398

履行場所 朝霞市地内（１０箇所）

履行期間

藤剪定・寄植剪定・除草・芝生管理・清掃・ゴミ回収・砂場管理・夜間巡回等

発注業種 苑地維持管理

件名 公園管理委託その２

予定価格(税抜)

平成３１年４月１日　から　平成３４年３月３１日

業務概要

45,200,000

設計金額(税抜) 47,343,000

摘要

47,343,000

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

17 46,680,000 17

18

19

備
考

円

　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　90300010938339030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 9030001093833株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833 　90300010938339030001093833 　　　　　　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833株式会社ループグリーン　本店 90300010938339030001093833株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 90300010938339030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　90300010938339030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833

無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効30300020613733030002061373 無効3030002061373 無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効有限会社新清　本店 無効3030002061373有限会社新清　本店 3030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効3030002061373 無効30300020613733030002061373 無効無効無効有限会社新清　本店 3030002061373有限会社新清　本店 30300020613733030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373 無効有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373 無効有限会社新清　本店 無効30300020613733030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効3030002061373

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

48,816,000

埼玉県朝霞市本町２－６－１５

有限会社和智造園　本店

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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 32,418,000 1 ◎

2 33,630,000 2

3 33,630,000 2

4 33,800,000 4

5 33,813,000 5

6 33,820,000 6

7 33,890,000 7

8 33,950,000 8

9 33,980,000 9

10 33,987,000 10

11 34,000,000 11

12 34,150,000 12

13 34,160,000 13

14 34,160,000 13

15 34,200,000 15

16 34,250,000 16

　

　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） 26,425,577

履行場所 朝霞市地内（７箇所）

履行期間

藤剪定・寄植剪定・除草・芝生管理・清掃・ゴミ回収・砂場管理・夜間巡回等

発注業種 苑地維持管理

8013301011715

4030002061216

有限会社内田造園土木　本店

1030002066424

2030002060426有限会社やしき園　本店

2030001046806

株式会社高藤園　本店

有限会社寿造園企画　本店

9030001045925

株式会社新倉造園土木　本店

中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 30300010460043030001046004

件名 公園管理委託その４

予定価格(税抜)

　

平成３１年４月１日　から　平成３４年３月３１日

業務概要

9030002058281

32,418,000

8013301011715

有限会社植鉄造園　朝霞支店

株式会社庭創人　本店

有限会社やしき園　本店

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

有限会社やしき園　本店

1030001049371株式会社庭創人　本店

有限会社植鉄造園　朝霞支店

設計金額(税抜) 34,859,000

摘要

34,859,000

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

　

　

3030001046004

2030002060426

3030001046004

　20300020604262030002060426

　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

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

　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 1030002066424

中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 　

　有限会社やしき園　本店 2030002060426 　

　

有限会社やしき園　本店

中川造園土木株式会社　本店

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 　8013301011715

1030001049371 　

　

　

3030001046004 　

　株式会社庭創人　本店株式会社庭創人　本店 　1030001049371

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 　10300020664241030002066424 　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

20300020604262030002060426有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店 2030002060426 　2030002060426 　有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 2030002060426 　2030002060426 　有限会社やしき園　本店 　20300020604262030002060426 　2030002060426有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　2030002060426

3030001046004中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 　3030001046004 　30300010460043030001046004中川造園土木株式会社　本店 30300010460043030001046004中川造園土木株式会社　本店 　　中川造園土木株式会社　本店 　3030001046004 　中川造園土木株式会社　本店 　中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 　　　中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 　30300010460043030001046004 　3030001046004中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 　3030001046004中川造園土木株式会社　本店 　中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 　30300010460043030001046004 　3030001046004 　

有限会社寿造園企画　本店 　40300020612164030002061216 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216 　40300020612164030002061216 　　　　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店 40300020612164030002061216有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　40300020612164030002061216 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216

9030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　90300010459259030001045925 　9030001045925 　9030001045925 　　　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　9030001045925株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　9030001045925 　90300010459259030001045925 　　株式会社高藤園　本店 9030001045925株式会社高藤園　本店 90300010459259030001045925株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 90300010459259030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925 　　90300010459259030001045925 　9030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　9030001045925

株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　20300010468062030001046806 　2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　2030001046806 　20300010468062030001046806 　　　　　　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 20300010468062030001046806株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 20300010468062030001046806株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 　20300010468062030001046806 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　2030001046806

　3030002059707有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　30300020597073030002059707 　3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 3030002059707有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707 　30300020597073030002059707 　　　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707有限会社桐屋造園　本店 30300020597073030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　30300020597073030002059707 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707

　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　2030002062364有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 2030002062364有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　20300020623642030002062364 　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　　2030002062364有限会社増田造園　本店 2030002062364有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 2030002062364有限会社増田造園　本店 203000206236420300020623642030002062364 　　　203000206236420300020623642030002062364 　　2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　2030002062364 　2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　20300020623642030002062364 　　有限会社増田造園　本店 20300020623642030002062364有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　2030002062364有限会社増田造園　本店 2030002062364 　

　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　70300010465947030001046594 　7030001046594 　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　株式会社有山造園　本店 　7030001046594株式会社有山造園　本店 7030001046594株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　7030001046594 　70300010465947030001046594 　　　株式会社有山造園　本店 7030001046594株式会社有山造園　本店 70300010465947030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594 　株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594 　株式会社有山造園　本店 　70300010465947030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　7030001046594

　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　6030002060926有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　6030002060926有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 　60300020609266030002060926 　6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 　6030002060926有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 　6030002060926 　60300020609266030002060926 　　　　　　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926有限会社キ美塚農園　本店 60300020609266030002060926有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 60300020609266030002060926有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 　60300020609266030002060926 　6030002060926有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 　6030002060926

　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　10300020645921030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　1030002064592有限会社吉田園　本店 1030002064592有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　1030002064592 　10300020645921030002064592 　　　有限会社吉田園　本店 1030002064592有限会社吉田園　本店 10300020645921030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　10300020645921030002064592 　1030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　1030002064592

　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　1030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　10300020616561030002061656 　1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 1030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　1030002061656 　10300020616561030002061656 　　　　　　有限会社総合緑地　本店 1030002061656有限会社総合緑地　本店 10300020616561030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 10300020616561030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 　10300020616561030002061656 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　1030002061656

　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　90300010938339030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 9030001093833株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833 　90300010938339030001093833 　　　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833株式会社ループグリーン　本店 90300010938339030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　90300010938339030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） 26,425,577

履行場所 朝霞市地内（７箇所）

履行期間

藤剪定・寄植剪定・除草・芝生管理・清掃・ゴミ回収・砂場管理・夜間巡回等

発注業種 苑地維持管理

件名 公園管理委託その４

予定価格(税抜)

平成３１年４月１日　から　平成３４年３月３１日

業務概要

32,418,000

設計金額(税抜) 34,859,000

摘要

34,859,000

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

17

18

19

備
考

円

無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効30300020613733030002061373 無効3030002061373 無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効有限会社新清　本店 無効3030002061373有限会社新清　本店 3030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効3030002061373 無効30300020613733030002061373 無効無効無効無効無効無効有限会社新清　本店 3030002061373有限会社新清　本店 30300020613733030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店 30300020613733030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373 無効有限会社新清　本店 無効30300020613733030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効3030002061373

一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 一抜け60300020596466030002059646 一抜け6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店 6030002059646有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 一抜け6030002059646 一抜け60300020596466030002059646 一抜け一抜け一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646有限会社和智造園　本店 60300020596466030002059646有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 一抜け60300020596466030002059646 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 一抜け6030002059646

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

35,011,440

埼玉県朝霞市根岸台３－１０－１

有限会社内田造園土木　本店

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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 28,200,000 1 ◎

2 28,350,000 2

3 28,500,000 3

4 28,550,000 4

5 28,600,000 5

6 28,600,000 5

7 28,650,000 7

8 28,734,000 8

9 28,790,000 9

10 28,793,000 10

11 28,900,000 11

12 28,980,000 12

13 28,980,000 12

14 29,000,000 14

15 29,000,000 14

16

　

　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） 22,382,438

履行場所 朝霞市地内（３６箇所）

履行期間

高木剪定・藤剪定・寄植剪定・除草・芝生管理・清掃・ゴミ回収・砂場管理・夜間巡回等

発注業種 苑地維持管理

1030001049371

1030002064592

中川造園土木株式会社　本店

8013301011715

6030002060926有限会社キ美塚農園　本店

9030001045925

有限会社やしき園　本店

有限会社吉田園　本店

2030002060426

株式会社高藤園　本店

株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 20300010468062030001046806

件名 児童遊園地管理委託その１

予定価格(税抜)

　

平成３１年４月１日　から　平成３４年３月３１日

業務概要

3030001046004

28,200,000

1030001049371

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

有限会社植鉄造園　朝霞支店

有限会社キ美塚農園　本店

株式会社庭創人　本店

有限会社キ美塚農園　本店

1030002066424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

設計金額(税抜) 29,381,000

摘要

29,381,000

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

　

　

2030001046806

6030002060926

2030001046806

　60300020609266030002060926

　株式会社庭創人　本店

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

　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 　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715

株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　

　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　

　

有限会社キ美塚農園　本店

株式会社新倉造園土木　本店

株式会社庭創人　本店 　1030001049371

1030002066424 　

　

　

2030001046806 　

　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

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支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 　80133010117158013301011715 　8013301011715株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 　8013301011715

60300020609266030002060926有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 　60300020609266030002060926 　6030002060926有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 　6030002060926

2030001046806株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　2030001046806 　20300010468062030001046806株式会社新倉造園土木　本店 20300010468062030001046806株式会社新倉造園土木　本店 　　株式会社新倉造園土木　本店 　2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　　　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　20300010468062030001046806 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　20300010468062030001046806 　2030001046806 　

有限会社吉田園　本店 　10300020645921030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　1030002064592有限会社吉田園　本店 1030002064592有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　1030002064592 　10300020645921030002064592 　　　　有限会社吉田園　本店 1030002064592有限会社吉田園　本店 10300020645921030002064592有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 1030002064592有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　10300020645921030002064592 　1030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　1030002064592

2030002060426有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　20300020604262030002060426 　2030002060426 　2030002060426 　　　有限会社やしき園　本店 2030002060426 　有限会社やしき園　本店 2030002060426 　有限会社やしき園　本店 　2030002060426有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　2030002060426 　20300020604262030002060426 　　有限会社やしき園　本店 2030002060426有限会社やしき園　本店 20300020604262030002060426有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 20300020604262030002060426有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 2030002060426 　2030002060426 　　20300020604262030002060426 　2030002060426有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　2030002060426

株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　90300010459259030001045925 　9030001045925 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　9030001045925株式会社高藤園　本店 9030001045925株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　9030001045925 　90300010459259030001045925 　　　　　　株式会社高藤園　本店 9030001045925株式会社高藤園　本店 90300010459259030001045925株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 90300010459259030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　90300010459259030001045925 　9030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　9030001045925

　3030002059707有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　30300020597073030002059707 　3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 3030002059707有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707 　30300020597073030002059707 　　　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707有限会社桐屋造園　本店 30300020597073030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　30300020597073030002059707 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707

　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　2030002062364有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 2030002062364有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　20300020623642030002062364 　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　　2030002062364有限会社増田造園　本店 2030002062364有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 2030002062364有限会社増田造園　本店 203000206236420300020623642030002062364 　　　203000206236420300020623642030002062364 　　2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　2030002062364 　2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　20300020623642030002062364 　　有限会社増田造園　本店 20300020623642030002062364有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　2030002062364有限会社増田造園　本店 2030002062364 　

　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　1030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　10300020616561030002061656 　1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 1030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　1030002061656 　10300020616561030002061656 　　　有限会社総合緑地　本店 1030002061656有限会社総合緑地　本店 10300020616561030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 　10300020616561030002061656 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　1030002061656

　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　90300010938339030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 9030001093833株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833 　90300010938339030001093833 　　　　　　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833株式会社ループグリーン　本店 90300010938339030001093833株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 90300010938339030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　90300010938339030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833

　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　40300020612164030002061216 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216 　40300020612164030002061216 　　　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店 40300020612164030002061216有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　40300020612164030002061216 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216

　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　70300010465947030001046594 　7030001046594 　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　株式会社有山造園　本店 　7030001046594株式会社有山造園　本店 7030001046594株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　7030001046594 　70300010465947030001046594 　　　　　　株式会社有山造園　本店 7030001046594株式会社有山造園　本店 70300010465947030001046594株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 70300010465947030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594 　株式会社有山造園　本店 　70300010465947030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　7030001046594

一抜け有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 一抜け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 9030002058281 一抜け9030002058281有限会社内田造園土木　本店 一抜け有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店 一抜け90300020582819030002058281 一抜け9030002058281 一抜け有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 一抜け有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 一抜け有限会社内田造園土木　本店 一抜け9030002058281有限会社内田造園土木　本店 9030002058281有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店 一抜け9030002058281 一抜け90300020582819030002058281 一抜け一抜け一抜け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 90300020582819030002058281有限会社内田造園土木　本店 一抜け有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 一抜け9030002058281 一抜け有限会社内田造園土木　本店 一抜け有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 一抜け9030002058281 一抜け有限会社内田造園土木　本店 一抜け90300020582819030002058281 一抜け9030002058281有限会社内田造園土木　本店 一抜け有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店 一抜け9030002058281



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） 22,382,438

履行場所 朝霞市地内（３６箇所）

履行期間

高木剪定・藤剪定・寄植剪定・除草・芝生管理・清掃・ゴミ回収・砂場管理・夜間巡回等

発注業種 苑地維持管理

件名 児童遊園地管理委託その１

予定価格(税抜)

平成３１年４月１日　から　平成３４年３月３１日

業務概要

28,200,000

設計金額(税抜) 29,381,000

摘要

29,381,000

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

17

18

19

備
考

円

無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効30300020613733030002061373 無効3030002061373 無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効有限会社新清　本店 無効3030002061373有限会社新清　本店 3030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効3030002061373 無効30300020613733030002061373 無効無効無効無効無効無効有限会社新清　本店 3030002061373有限会社新清　本店 30300020613733030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店 30300020613733030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373 無効有限会社新清　本店 無効30300020613733030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効3030002061373

一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 一抜け60300020596466030002059646 一抜け6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店 6030002059646有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 一抜け6030002059646 一抜け60300020596466030002059646 一抜け一抜け一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646有限会社和智造園　本店 60300020596466030002059646有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 一抜け60300020596466030002059646 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 一抜け6030002059646

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

30,456,000

埼玉県新座市大和田４－１８－６

中川造園土木株式会社　本店

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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 26,850,000 1 ◎

2 27,150,000 2

3 27,308,000 3

4 27,310,000 4

5 27,320,000 5

6 27,370,000 6

7 27,400,000 7

8 27,450,000 8

9 27,477,000 9

10 27,500,000 10

11 27,500,000 10

12 27,600,000 12

13 27,700,000 13

14 27,800,000 14

15

16

　

　株式会社高藤園　本店 9030001045925

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） 21,343,943

履行場所 朝霞市地内（１０箇所）

履行期間

藤剪定・寄植剪定・除草・芝生管理・清掃・ゴミ回収・砂場管理・夜間巡回等

発注業種 苑地維持管理

1030001049371

4030002061216

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

1030002066424

6030002060926有限会社キ美塚農園　本店

1030002061656

有限会社桐屋造園　本店

有限会社寿造園企画　本店

3030002059707

有限会社総合緑地　本店

有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 20300020623642030002062364

件名 公園管理委託その３

予定価格(税抜)

　

平成３１年４月１日　から　平成３４年３月３１日

業務概要

8013301011715

26,850,000

1030001049371

有限会社植鉄造園　朝霞支店

有限会社やしき園　本店

有限会社キ美塚農園　本店

株式会社庭創人　本店

有限会社キ美塚農園　本店

2030002060426有限会社やしき園　本店

有限会社植鉄造園　朝霞支店

設計金額(税抜) 28,153,000

摘要

28,153,000

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

　

　

2030002062364

6030002060926

2030002062364

　60300020609266030002060926

　株式会社庭創人　本店

有限会社やしき園　本店 2030002060426 　2030002060426 　有限会社やしき園　本店 　2030002060426

　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 1030002066424

有限会社増田造園　本店 2030002062364 　

　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　

　

有限会社キ美塚農園　本店

有限会社増田造園　本店

株式会社庭創人　本店 　1030001049371

2030002060426 　

　

　

2030002062364 　

　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　2030002060426

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 　10300020664241030002066424 　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

60300020609266030002060926有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 　60300020609266030002060926 　6030002060926有限会社キ美塚農園　本店 　有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 　6030002060926

2030002062364有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　2030002062364 　20300020623642030002062364有限会社増田造園　本店 20300020623642030002062364有限会社増田造園　本店 　　有限会社増田造園　本店 　2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　　　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　20300020623642030002062364 　2030002062364有限会社増田造園　本店 2030002062364 　2030002062364有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　20300020623642030002062364 　2030002062364 　

有限会社寿造園企画　本店 　40300020612164030002061216 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216 　40300020612164030002061216 　　　　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店 40300020612164030002061216有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　40300020612164030002061216 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216

3030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　30300020597073030002059707 　3030002059707 　3030002059707 　　　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707 　30300020597073030002059707 　　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707有限会社桐屋造園　本店 30300020597073030002059707有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 30300020597073030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707 　　30300020597073030002059707 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707

有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　10300020616561030002061656 　1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 1030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　1030002061656 　10300020616561030002061656 　　　　　　有限会社総合緑地　本店 1030002061656有限会社総合緑地　本店 10300020616561030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 10300020616561030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 　10300020616561030002061656 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　1030002061656

　9030001045925株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　90300010459259030001045925 　9030001045925 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　9030001045925株式会社高藤園　本店 9030001045925株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　9030001045925 　90300010459259030001045925 　　　株式会社高藤園　本店 9030001045925株式会社高藤園　本店 90300010459259030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　90300010459259030001045925 　9030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　9030001045925

　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　20300010468062030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 　　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 203000104680620300010468062030001046806 　　　203000104680620300010468062030001046806 　　2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　2030001046806 　2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 　20300010468062030001046806 　　株式会社新倉造園土木　本店 20300010468062030001046806株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　

　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　10300020645921030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　1030002064592有限会社吉田園　本店 1030002064592有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　1030002064592 　10300020645921030002064592 　　　有限会社吉田園　本店 1030002064592有限会社吉田園　本店 10300020645921030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　10300020645921030002064592 　1030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　1030002064592

　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　70300010465947030001046594 　7030001046594 　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　株式会社有山造園　本店 7030001046594 　株式会社有山造園　本店 　7030001046594株式会社有山造園　本店 7030001046594株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　7030001046594 　70300010465947030001046594 　　　　　　株式会社有山造園　本店 7030001046594株式会社有山造園　本店 70300010465947030001046594株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 70300010465947030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594 　株式会社有山造園　本店 　70300010465947030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　7030001046594

　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　90300010938339030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 9030001093833株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833 　90300010938339030001093833 　　　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833株式会社ループグリーン　本店 90300010938339030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　90300010938339030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833

一抜け有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 一抜け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 9030002058281 一抜け9030002058281有限会社内田造園土木　本店 一抜け有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店 一抜け90300020582819030002058281 一抜け9030002058281 一抜け有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 一抜け有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 一抜け有限会社内田造園土木　本店 一抜け9030002058281有限会社内田造園土木　本店 9030002058281有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店 一抜け9030002058281 一抜け90300020582819030002058281 一抜け一抜け一抜け一抜け一抜け一抜け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 90300020582819030002058281有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店 90300020582819030002058281有限会社内田造園土木　本店 一抜け有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 一抜け9030002058281 一抜け有限会社内田造園土木　本店 一抜け90300020582819030002058281 一抜け9030002058281有限会社内田造園土木　本店 一抜け有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店 一抜け9030002058281

一抜け中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 一抜け3030001046004中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 一抜け3030001046004中川造園土木株式会社　本店 一抜け中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 一抜け30300010460043030001046004 一抜け3030001046004 一抜け中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 一抜け中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 一抜け中川造園土木株式会社　本店 一抜け3030001046004中川造園土木株式会社　本店 3030001046004中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 一抜け3030001046004 一抜け30300010460043030001046004 一抜け一抜け一抜け中川造園土木株式会社　本店 3030001046004中川造園土木株式会社　本店 30300010460043030001046004中川造園土木株式会社　本店 一抜け中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 一抜け3030001046004 一抜け中川造園土木株式会社　本店 一抜け中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 一抜け3030001046004 一抜け中川造園土木株式会社　本店 一抜け30300010460043030001046004 一抜け3030001046004中川造園土木株式会社　本店 一抜け中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 一抜け3030001046004



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） 21,343,943

履行場所 朝霞市地内（１０箇所）

履行期間

藤剪定・寄植剪定・除草・芝生管理・清掃・ゴミ回収・砂場管理・夜間巡回等

発注業種 苑地維持管理

件名 公園管理委託その３

予定価格(税抜)

平成３１年４月１日　から　平成３４年３月３１日

業務概要

26,850,000

設計金額(税抜) 28,153,000

摘要

28,153,000

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

17

18

19

備
考

円

無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効30300020613733030002061373 無効3030002061373 無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効有限会社新清　本店 無効3030002061373有限会社新清　本店 3030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効3030002061373 無効30300020613733030002061373 無効無効無効無効無効無効有限会社新清　本店 3030002061373有限会社新清　本店 30300020613733030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店 30300020613733030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373 無効有限会社新清　本店 無効30300020613733030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効3030002061373

一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 一抜け60300020596466030002059646 一抜け6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店 6030002059646有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 一抜け6030002059646 一抜け60300020596466030002059646 一抜け一抜け一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646有限会社和智造園　本店 60300020596466030002059646有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 一抜け60300020596466030002059646 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 一抜け6030002059646

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

28,998,000

埼玉県朝霞市幸町３－３－２０

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 25,000,000 1 ◎

2 25,150,000 2

3 25,180,000 3

4 25,300,000 4

5 25,400,000 5

6 25,410,000 6

7 25,430,000 7

8 25,435,000 8

9 25,470,000 9

10 25,500,000 10

11 25,513,000 11

12 25,550,000 12

13 25,600,000 13

14

15

16

　

　有限会社増田造園　本店 2030002062364

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） 19,595,664

履行場所 朝霞市地内（４５箇所）

履行期間

高木剪定・藤剪定・寄植剪定・除草・芝生管理・清掃・ゴミ回収・砂場管理・夜間巡回等

発注業種 苑地維持管理

1030001049371

9030001045925

有限会社植鉄造園　朝霞支店

2030001046806

1030002064592有限会社吉田園　本店

9030001093833

有限会社やしき園　本店

株式会社高藤園　本店

2030002060426

株式会社ループグリーン　本店

株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 70300010465947030001046594

件名 児童遊園地管理委託その２

予定価格(税抜)

　

平成３１年４月１日　から　平成３４年３月３１日

業務概要

1030002066424

25,000,000

1030001049371

株式会社新倉造園土木　本店

有限会社キ美塚農園　本店

有限会社吉田園　本店

株式会社庭創人　本店

有限会社吉田園　本店

6030002060926有限会社キ美塚農園　本店

株式会社新倉造園土木　本店

設計金額(税抜) 25,954,000

摘要

25,954,000

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

　

　

7030001046594

1030002064592

7030001046594

　10300020645921030002064592

　株式会社庭創人　本店

有限会社キ美塚農園　本店 6030002060926 　6030002060926 　有限会社キ美塚農園　本店 　6030002060926

　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806

株式会社有山造園　本店 7030001046594 　

　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　

　

有限会社吉田園　本店

株式会社有山造園　本店

株式会社庭創人　本店 　1030001049371

6030002060926 　

　

　

7030001046594 　

　有限会社キ美塚農園　本店有限会社キ美塚農園　本店 　6030002060926

株式会社新倉造園土木　本店株式会社新倉造園土木　本店 2030001046806 　2030001046806 　株式会社新倉造園土木　本店 　20300010468062030001046806 　2030001046806株式会社新倉造園土木　本店 　株式会社新倉造園土木　本店 　2030001046806

10300020645921030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 1030002064592 　1030002064592 　有限会社吉田園　本店 　10300020645921030002064592 　1030002064592有限会社吉田園　本店 　有限会社吉田園　本店有限会社吉田園　本店 　1030002064592

7030001046594株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　7030001046594 　70300010465947030001046594株式会社有山造園　本店 70300010465947030001046594株式会社有山造園　本店 　　株式会社有山造園　本店 　7030001046594 　株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　　　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　70300010465947030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店 7030001046594 　7030001046594株式会社有山造園　本店 　株式会社有山造園　本店株式会社有山造園　本店 　70300010465947030001046594 　7030001046594 　

株式会社高藤園　本店 　90300010459259030001045925 　9030001045925 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　9030001045925株式会社高藤園　本店 9030001045925株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　9030001045925 　90300010459259030001045925 　　　　株式会社高藤園　本店 9030001045925株式会社高藤園　本店 90300010459259030001045925株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 9030001045925株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店 9030001045925 　9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　9030001045925 　株式会社高藤園　本店 　90300010459259030001045925 　9030001045925株式会社高藤園　本店 　株式会社高藤園　本店株式会社高藤園　本店 　9030001045925

2030002060426有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　20300020604262030002060426 　2030002060426 　2030002060426 　　　有限会社やしき園　本店 2030002060426 　有限会社やしき園　本店 2030002060426 　有限会社やしき園　本店 　2030002060426有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　2030002060426 　20300020604262030002060426 　　有限会社やしき園　本店 2030002060426有限会社やしき園　本店 20300020604262030002060426有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 20300020604262030002060426有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 2030002060426 　2030002060426 　　20300020604262030002060426 　2030002060426有限会社やしき園　本店 　有限会社やしき園　本店有限会社やしき園　本店 　2030002060426

株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　90300010938339030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 9030001093833株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833 　90300010938339030001093833 　　　　　　株式会社ループグリーン　本店 9030001093833株式会社ループグリーン　本店 90300010938339030001093833株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 90300010938339030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 9030001093833 　9030001093833 　株式会社ループグリーン　本店 　90300010938339030001093833 　9030001093833株式会社ループグリーン　本店 　株式会社ループグリーン　本店株式会社ループグリーン　本店 　9030001093833

　2030002062364有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 2030002062364 　2030002062364有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　20300020623642030002062364 　2030002062364 　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　2030002062364有限会社増田造園　本店 2030002062364有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　2030002062364 　20300020623642030002062364 　　　有限会社増田造園　本店 2030002062364有限会社増田造園　本店 20300020623642030002062364有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店 2030002062364 　2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 2030002062364 　2030002062364 　有限会社増田造園　本店 　20300020623642030002062364 　2030002062364有限会社増田造園　本店 　有限会社増田造園　本店有限会社増田造園　本店 　2030002062364

　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 3030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　30300020597073030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 3030002059707有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 3030002059707有限会社桐屋造園　本店 303000205970730300020597073030002059707 　　　303000205970730300020597073030002059707 　　3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707 　3030002059707 　有限会社桐屋造園　本店 　30300020597073030002059707 　　有限会社桐屋造園　本店 30300020597073030002059707有限会社桐屋造園　本店 　有限会社桐屋造園　本店有限会社桐屋造園　本店 　3030002059707有限会社桐屋造園　本店 3030002059707 　

　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　40300020612164030002061216 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216 　40300020612164030002061216 　　　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216有限会社寿造園企画　本店 40300020612164030002061216有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 4030002061216 　4030002061216 　有限会社寿造園企画　本店 　40300020612164030002061216 　4030002061216有限会社寿造園企画　本店 　有限会社寿造園企画　本店有限会社寿造園企画　本店 　4030002061216

　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　1030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　10300020616561030002061656 　1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 1030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　1030002061656 　10300020616561030002061656 　　　　　　有限会社総合緑地　本店 1030002061656有限会社総合緑地　本店 10300020616561030002061656有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 10300020616561030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 1030002061656 　1030002061656 　有限会社総合緑地　本店 　10300020616561030002061656 　1030002061656有限会社総合緑地　本店 　有限会社総合緑地　本店有限会社総合緑地　本店 　1030002061656

一抜け有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 一抜け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 9030002058281 一抜け9030002058281有限会社内田造園土木　本店 一抜け有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店 一抜け90300020582819030002058281 一抜け9030002058281 一抜け有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 一抜け有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 一抜け有限会社内田造園土木　本店 一抜け9030002058281有限会社内田造園土木　本店 9030002058281有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店 一抜け9030002058281 一抜け90300020582819030002058281 一抜け一抜け一抜け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 90300020582819030002058281有限会社内田造園土木　本店 一抜け有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 一抜け9030002058281 一抜け有限会社内田造園土木　本店 一抜け有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 一抜け9030002058281 一抜け有限会社内田造園土木　本店 一抜け90300020582819030002058281 一抜け9030002058281有限会社内田造園土木　本店 一抜け有限会社内田造園土木　本店有限会社内田造園土木　本店 一抜け9030002058281

一抜け中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 一抜け3030001046004中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 一抜け3030001046004中川造園土木株式会社　本店 一抜け中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 一抜け30300010460043030001046004 一抜け3030001046004 一抜け中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 一抜け中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 一抜け中川造園土木株式会社　本店 一抜け3030001046004中川造園土木株式会社　本店 3030001046004中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 一抜け3030001046004 一抜け30300010460043030001046004 一抜け一抜け一抜け一抜け一抜け一抜け中川造園土木株式会社　本店 3030001046004中川造園土木株式会社　本店 30300010460043030001046004中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 30300010460043030001046004中川造園土木株式会社　本店 一抜け中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 3030001046004 一抜け3030001046004 一抜け中川造園土木株式会社　本店 一抜け30300010460043030001046004 一抜け3030001046004中川造園土木株式会社　本店 一抜け中川造園土木株式会社　本店中川造園土木株式会社　本店 一抜け3030001046004

一抜け株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715 一抜け8013301011715株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715 一抜け8013301011715株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 一抜け株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 一抜け80133010117158013301011715 一抜け8013301011715 一抜け株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715 一抜け株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715 一抜け株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 一抜け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　埼玉支店株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 一抜け8013301011715 一抜け80133010117158013301011715 一抜け一抜け一抜け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 80133010117158013301011715株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 一抜け株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715 一抜け8013301011715 一抜け株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 一抜け株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715 一抜け8013301011715 一抜け株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 一抜け80133010117158013301011715 一抜け8013301011715株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 一抜け株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 一抜け8013301011715



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） 19,595,664

履行場所 朝霞市地内（４５箇所）

履行期間

高木剪定・藤剪定・寄植剪定・除草・芝生管理・清掃・ゴミ回収・砂場管理・夜間巡回等

発注業種 苑地維持管理

件名 児童遊園地管理委託その２

予定価格(税抜)

平成３１年４月１日　から　平成３４年３月３１日

業務概要

25,000,000

設計金額(税抜) 25,954,000

摘要

25,954,000

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

17

18

19

備
考

円

無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効30300020613733030002061373 無効3030002061373 無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効有限会社新清　本店 3030002061373 無効有限会社新清　本店 無効3030002061373有限会社新清　本店 3030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効3030002061373 無効30300020613733030002061373 無効無効無効無効無効無効有限会社新清　本店 3030002061373有限会社新清　本店 30300020613733030002061373有限会社新清　本店有限会社新清　本店 30300020613733030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店有限会社新清　本店 3030002061373 無効3030002061373 無効有限会社新清　本店 無効30300020613733030002061373 無効3030002061373有限会社新清　本店 無効有限会社新清　本店有限会社新清　本店 無効3030002061373

一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 一抜け60300020596466030002059646 一抜け6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店 6030002059646有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 一抜け6030002059646 一抜け60300020596466030002059646 一抜け一抜け一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646有限会社和智造園　本店 60300020596466030002059646有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 6030002059646 一抜け6030002059646 一抜け有限会社和智造園　本店 一抜け60300020596466030002059646 一抜け6030002059646有限会社和智造園　本店 一抜け有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店 一抜け6030002059646

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

27,000,000

埼玉県朝霞市幸町１－３－３７

有限会社植鉄造園　朝霞支店

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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 5,829,300 1 ◎

2 6,039,112 2

3 6,818,100 3

4 7,547,452 4

5

6

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

6,295,644

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 5,174,551

履行場所 朝霞市本町１丁目１番１号（朝霞市役所）

履行期間

車両運転業務員１名による公用車２台の運行管理業務委託

発注業種 運行委託　車両運行管理

ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店

株式会社セノン　埼玉支社

件名 議長車等運行業務委託

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

5,829,300

プログレス・エム有限会社

株式会社関東物流サービス

大新東株式会社

プログレス・エム有限会社

日本自動車管理株式会社日本自動車管理株式会社

設計金額(税抜) 7,390,000

摘要

7,390,000

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

辞退辞退

　大新東株式会社 　

辞退

プログレス・エム有限会社

　株式会社関東物流サービス 　株式会社関東物流サービス

　日本自動車管理株式会社

大新東株式会社 　

辞退

辞退プログレス・エム有限会社 辞退

　株式会社関東物流サービス 　

埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１２２

株式会社セノン　埼玉支社

辞退ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店 辞退ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店 辞退

　大新東株式会社大新東株式会社 　

ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店

プログレス・エム有限会社 辞退

辞退ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店

　株式会社関東物流サービス 　

　

　大新東株式会社

株式会社関東物流サービス株式会社関東物流サービス 　株式会社関東物流サービス株式会社関東物流サービス 　

辞退辞退プログレス・エム有限会社

　株式会社関東物流サービス 　

辞退辞退プログレス・エム有限会社 辞退プログレス・エム有限会社 辞退プログレス・エム有限会社プログレス・エム有限会社 辞退プログレス・エム有限会社プログレス・エム有限会社 辞退辞退プログレス・エム有限会社プログレス・エム有限会社プログレス・エム有限会社

辞退辞退

辞退

ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店 辞退ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店 辞退辞退ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店 辞退辞退ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店 辞退ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店 辞退辞退ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店 辞退ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店 辞退辞退辞退ＨＡＲＶＥＹ株式会社　東京支店 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 4,380,000 1 ◎

2 5,364,000 2

3 5,567,100 3

4 5,616,000 4

5

6

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

4,730,400

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時１０分

最低制限価格（税抜） 3,870,802

履行場所 朝霞市内全般

履行期間

青色防犯パトロールカーの運行及び防犯啓発活動の実施

発注業種 建物管理　人間警備

セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社

東邦警備保障株式会社

件名 青色防犯パトロールカー運行業務委託

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

4,380,000

綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社

埼玉警備保障株式会社

株式会社新日警備保障

綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社

日建総業株式会社　埼玉支店日建総業株式会社　埼玉支店

設計金額(税抜) 5,618,000

摘要

5,618,000

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

辞退辞退

　株式会社新日警備保障 　

辞退

綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社

　埼玉警備保障株式会社 　埼玉警備保障株式会社

　日建総業株式会社　埼玉支店

株式会社新日警備保障 　

辞退

辞退
綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社

辞退

　埼玉警備保障株式会社 　

埼玉県朝霞市浜崎３－５－２９

東邦警備保障株式会社　

辞退
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社

辞退
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社

辞退

　株式会社新日警備保障株式会社新日警備保障 　

セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社

綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社

辞退

辞退
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社

　埼玉警備保障株式会社 　

　

　株式会社新日警備保障

埼玉警備保障株式会社埼玉警備保障株式会社 　埼玉警備保障株式会社埼玉警備保障株式会社 　

辞退辞退
綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社

　埼玉警備保障株式会社 　

辞退辞退
綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社

辞退
綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社

辞退
綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社
綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社

辞退
綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社
綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社

辞退辞退
綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社
綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社
綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社

辞退辞退

辞退

セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社

辞退
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社

辞退辞退
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社

辞退辞退
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社

辞退
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社

辞退辞退
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社

辞退
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社

辞退辞退辞退
セントラル警備保障株式会社　埼
玉支社

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 4,200,000 1 ◎

2 4,280,000 2

3 4,300,000 3

4 4,300,000 3

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

4,536,000

開札日時 平成３１年２月２０日（水）　午前９時２０分

最低制限価格（税抜） 3,063,558

履行場所 朝霞市岡３丁目３８６番地（城山公園）他２公園

履行期間

都市公園水施設の清掃及び点検

発注業種 保守点検　給排水設備

株式会社アスメイク

件名 都市公園水施設管理業務委託

予定価格(税抜)

　

平成３１年４月１日　から　平成３１年１０月９日

業務概要

4,200,000

株式会社　司建設　朝霞営業所

株式会社環境技研　埼玉支店

株式会社環境テクノ　朝霞支店株式会社環境テクノ　朝霞支店

設計金額(税抜) 4,361,000

摘要

4,361,000

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

　株式会社環境テクノ　朝霞支店

株式会社環境技研　埼玉支店 　　株式会社環境技研　埼玉支店 　

　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

埼玉県朝霞市西弁財２－３－２  鈴也ビル１０３

株式会社アスメイク　

　

　株式会社環境技研　埼玉支店 　株式会社環境技研　埼玉支店株式会社環境技研　埼玉支店 　

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 　株式会社　司建設　朝霞営業所株式会社　司建設　朝霞営業所 　
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