
入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 6,336,000 1 ◎

2 6,390,000 2

3 6,930,000 3

4

5

6

備
考

円
落札業者名

契約単価　70.4円（税抜）／L

落札金額（税込）

6,842,880

埼玉県志木市本町１－６－１５

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市浜崎４丁目１３番６３号（浜崎学校給食センター）他１センター

履行期間

・浜崎学校給食センター及び栄町学校給食センターで使用する重油を購入する。

発注業種 燃料　重油

株式会社吾妻商会　原燃料部株式会社吾妻商会　原燃料部 7010001036449株式会社吾妻商会　原燃料部株式会社吾妻商会　原燃料部 7010001036449

有限会社ニューオイル

件名 平成３１年度ＬＳＡ重油（前期）購入（単価契約）

予定価格(税抜)

　

平成３１年５月１日　から　平成３１年１０月３１日

業務概要

8030002066368

6,336,000

1010001025515

墨東化成工業株式会社

2030001047969株式会社茶文産業

株式会社高橋物産

墨東化成工業株式会社

日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

1010001025515

2030001047969

設計金額(税抜) 6,930,000

摘要

6,930,000

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

7010001036449

9010601015271

7010001036449

辞退901060101527190106010152719010601015271

無効

墨東化成工業株式会社

辞退株式会社茶文産業 辞退

株式会社高橋物産株式会社高橋物産 　株式会社高橋物産 　3030001044874

株式会社茶文産業 2030001047969 辞退2030001047969株式会社茶文産業

　
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

株式会社高橋物産 3030001044874 　

有限会社ニューオイル　

7010001036449 無効株式会社吾妻商会　原燃料部 無効7010001036449株式会社吾妻商会　原燃料部 無効70100010364497010001036449 無効株式会社吾妻商会　原燃料部 7010001036449

辞退株式会社茶文産業 辞退

無効

辞退墨東化成工業株式会社 9010601015271

　1010001025515

3030001044874 　3030001044874

2030001047969

　

辞退

3030001044874 　株式会社高橋物産

株式会社茶文産業株式会社茶文産業 辞退2030001047969

3030001044874

株式会社茶文産業株式会社茶文産業 2030001047969 辞退

墨東化成工業株式会社

2030001047969 辞退2030001047969株式会社茶文産業 辞退2030001047969

墨東化成工業株式会社 辞退辞退墨東化成工業株式会社 辞退90106010152719010601015271墨東化成工業株式会社 辞退墨東化成工業株式会社 9010601015271 辞退9010601015271墨東化成工業株式会社 辞退墨東化成工業株式会社墨東化成工業株式会社 辞退9010601015271 辞退墨東化成工業株式会社墨東化成工業株式会社墨東化成工業株式会社 90106010152719010601015271 辞退90106010152719010601015271

7010001036449

辞退9010601015271 辞退辞退

株式会社吾妻商会　原燃料部 無効無効株式会社吾妻商会　原燃料部株式会社吾妻商会　原燃料部 無効70100010364497010001036449 無効株式会社吾妻商会　原燃料部 70100010364497010001036449 無効7010001036449株式会社吾妻商会　原燃料部 無効株式会社吾妻商会　原燃料部 7010001036449株式会社吾妻商会　原燃料部株式会社吾妻商会　原燃料部 無効株式会社吾妻商会　原燃料部株式会社吾妻商会　原燃料部 無効7010001036449 無効無効株式会社吾妻商会　原燃料部 7010001036449株式会社吾妻商会　原燃料部 無効7010001036449 無効株式会社吾妻商会　原燃料部 無効7010001036449 無効7010001036449 無効株式会社吾妻商会　原燃料部



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 5,025,565 1 ◎

2 5,217,455 2

3

4

5

6

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

5,427,610

埼玉県川口市南鳩ヶ谷３－１９－２７

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　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（対象者の自宅等）

履行期間

・紙おむつ等の購入及び対象者の自宅等への配送

発注業種 福祉・医療・衛生　介護用品

坂井総業有限会社坂井総業有限会社 8030002066624坂井総業有限会社坂井総業有限会社 8030002066624

株式会社日本ケアーシステム

件名 紙おむつ等の購入及び配送業務委託（単価契約）

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３２年３月１５日

業務概要

8030001073191

5,025,565

4030001084977

株式会社マツオメディカル

7130001037872
ワタキューセイモア株式会社　関
東支店

埼玉ライフサービス株式会社

株式会社マツオメディカル

株式会社高橋医科器械店株式会社高橋医科器械店 4030001084977

7130001037872

設計金額(税抜) 5,309,000

摘要

5,309,000

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

8030002066624

9030001007784

8030002066624

辞退903000100778490300010077849030001007784

辞退

株式会社マツオメディカル

辞退
ワタキューセイモア株式会社　関
東支店

辞退

埼玉ライフサービス株式会社埼玉ライフサービス株式会社 辞退埼玉ライフサービス株式会社 辞退2030001003047

ワタキューセイモア株式会社　関
東支店

7130001037872 辞退7130001037872
ワタキューセイモア株式会社　関
東支店

　株式会社高橋医科器械店

埼玉ライフサービス株式会社 2030001003047 辞退

株式会社日本ケアーシステム　

8030002066624 辞退坂井総業有限会社 辞退8030002066624坂井総業有限会社 辞退80300020666248030002066624 辞退坂井総業有限会社 8030002066624

辞退
ワタキューセイモア株式会社　関
東支店

辞退

辞退

辞退株式会社マツオメディカル 9030001007784

　4030001084977

2030001003047 辞退2030001003047

7130001037872

辞退

辞退

2030001003047 辞退埼玉ライフサービス株式会社

ワタキューセイモア株式会社　関
東支店
ワタキューセイモア株式会社　関
東支店

辞退7130001037872

2030001003047

ワタキューセイモア株式会社　関
東支店
ワタキューセイモア株式会社　関
東支店

7130001037872 辞退

株式会社マツオメディカル

7130001037872 辞退7130001037872
ワタキューセイモア株式会社　関
東支店

辞退7130001037872

株式会社マツオメディカル 辞退辞退株式会社マツオメディカル 辞退90300010077849030001007784株式会社マツオメディカル 辞退株式会社マツオメディカル 9030001007784 辞退9030001007784株式会社マツオメディカル 辞退株式会社マツオメディカル株式会社マツオメディカル 辞退9030001007784 辞退株式会社マツオメディカル株式会社マツオメディカル株式会社マツオメディカル 90300010077849030001007784 辞退90300010077849030001007784

8030002066624

辞退9030001007784 辞退辞退

坂井総業有限会社 辞退辞退坂井総業有限会社坂井総業有限会社 辞退80300020666248030002066624 辞退坂井総業有限会社 80300020666248030002066624 辞退8030002066624坂井総業有限会社 辞退坂井総業有限会社 8030002066624坂井総業有限会社坂井総業有限会社 辞退坂井総業有限会社坂井総業有限会社 辞退8030002066624 辞退辞退坂井総業有限会社 8030002066624坂井総業有限会社 辞退8030002066624 辞退坂井総業有限会社 辞退8030002066624 辞退8030002066624 辞退坂井総業有限会社



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 8,640,000 1 ◎

2 8,678,400 2

3 8,736,000 3

4 8,755,200 4

5 8,793,600 5

6 8,832,000 6

備
考

円
落札業者名

契約単価　　　45円（税抜）／kg

落札金額（税込）

9,331,200

埼玉県さいたま市見沼区卸町１－４３

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午前９時２０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

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

・焼却処理施設で使用する高反応消石灰の購入

発注業種 設備・資材・医療外薬品　工業用薬品

川口薬品化学株式会社川口薬品化学株式会社 9030001074305川口薬品化学株式会社川口薬品化学株式会社 9030001074305

埼玉薬品株式会社

件名 高反応消石灰購入（単価契約）

予定価格(税抜)

　

平成３１年５月１日　から　平成３２年３月３１日

業務概要

6030001003497

8,640,000

3030001002535

城山産業株式会社　埼玉支店

8030005000794埼玉建築物総合管理協同組合

直治薬品株式会社

城山産業株式会社　埼玉支店

株式会社ケント・コーポレーショ
ン
株式会社ケント・コーポレーショ
ン

3030001002535

8030005000794

設計金額(税抜) 8,832,000

摘要

8,832,000

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

　

9030001074305

4011001011320

9030001074305

　401100101132040110010113204011001011320

　

城山産業株式会社　埼玉支店

　埼玉建築物総合管理協同組合 　

直治薬品株式会社直治薬品株式会社 　直治薬品株式会社 　3030001047340

埼玉建築物総合管理協同組合 8030005000794 　8030005000794埼玉建築物総合管理協同組合

　
株式会社ケント・コーポレーショ
ン

直治薬品株式会社 3030001047340 　

埼玉薬品株式会社　

9030001074305 　川口薬品化学株式会社 　9030001074305川口薬品化学株式会社 　90300010743059030001074305 　川口薬品化学株式会社 9030001074305

　埼玉建築物総合管理協同組合 　

　

　城山産業株式会社　埼玉支店 4011001011320

　3030001002535

3030001047340 　3030001047340

8030005000794

　

　

3030001047340 　直治薬品株式会社

埼玉建築物総合管理協同組合埼玉建築物総合管理協同組合 　8030005000794

3030001047340

埼玉建築物総合管理協同組合埼玉建築物総合管理協同組合 8030005000794 　

城山産業株式会社　埼玉支店

8030005000794 　8030005000794埼玉建築物総合管理協同組合 　8030005000794

城山産業株式会社　埼玉支店 　　城山産業株式会社　埼玉支店 　40110010113204011001011320城山産業株式会社　埼玉支店 　城山産業株式会社　埼玉支店 4011001011320 　4011001011320城山産業株式会社　埼玉支店 　城山産業株式会社　埼玉支店城山産業株式会社　埼玉支店 　4011001011320 　城山産業株式会社　埼玉支店城山産業株式会社　埼玉支店城山産業株式会社　埼玉支店 40110010113204011001011320 　40110010113204011001011320

9030001074305

　4011001011320 　　

川口薬品化学株式会社 　　川口薬品化学株式会社川口薬品化学株式会社 　90300010743059030001074305 　川口薬品化学株式会社 90300010743059030001074305 　9030001074305川口薬品化学株式会社 　川口薬品化学株式会社 9030001074305川口薬品化学株式会社川口薬品化学株式会社 　川口薬品化学株式会社川口薬品化学株式会社 　9030001074305 　　川口薬品化学株式会社 9030001074305川口薬品化学株式会社 　9030001074305 　川口薬品化学株式会社 　9030001074305 　9030001074305 　川口薬品化学株式会社



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,600,000 1 ◎

2 3,680,000 2

3 4,480,000 3

4 4,512,000 4

5 4,640,000 5

6 4,800,000 6

備
考

円
落札業者名

契約単価　　　225円（税抜）／kg

落札金額（税込）

3,888,000

東京都大田区千鳥２－１－１２

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午前９時３０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

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

・焼却処理施設で使用する重金属固定剤の購入

発注業種 設備・資材・医療外薬品　工業用薬品

家田化学薬品株式会社　埼玉支店家田化学薬品株式会社　埼玉支店 8030001045835家田化学薬品株式会社　埼玉支店家田化学薬品株式会社　埼玉支店 8030001045835

株式会社高岡

件名 重金属固定剤購入（単価契約）

予定価格(税抜)

　

平成３１年５月１日　から　平成３２年３月３１日

業務概要

4010801006843

3,600,000

3030001002535

双葉産業株式会社

3030001047340直治薬品株式会社

埼玉薬品株式会社

双葉産業株式会社

株式会社ケント・コーポレーショ
ン
株式会社ケント・コーポレーショ
ン

3030001002535

3030001047340

設計金額(税抜) 5,120,000

摘要

5,120,000

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

　

8030001045835

4010101003500

8030001045835

　401010100350040101010035004010101003500

　

双葉産業株式会社

　直治薬品株式会社 　

埼玉薬品株式会社埼玉薬品株式会社 　埼玉薬品株式会社 　6030001003497

直治薬品株式会社 3030001047340 　3030001047340直治薬品株式会社

　
株式会社ケント・コーポレーショ
ン

埼玉薬品株式会社 6030001003497 　

株式会社高岡　

8030001045835 　家田化学薬品株式会社　埼玉支店 　8030001045835家田化学薬品株式会社　埼玉支店 　80300010458358030001045835 　家田化学薬品株式会社　埼玉支店 8030001045835

　直治薬品株式会社 　

　

　双葉産業株式会社 4010101003500

　3030001002535

6030001003497 　6030001003497

3030001047340

　

　

6030001003497 　埼玉薬品株式会社

直治薬品株式会社直治薬品株式会社 　3030001047340

6030001003497

直治薬品株式会社直治薬品株式会社 3030001047340 　

双葉産業株式会社

3030001047340 　3030001047340直治薬品株式会社 　3030001047340

双葉産業株式会社 　　双葉産業株式会社 　40101010035004010101003500双葉産業株式会社 　双葉産業株式会社 4010101003500 　4010101003500双葉産業株式会社 　双葉産業株式会社双葉産業株式会社 　4010101003500 　双葉産業株式会社双葉産業株式会社双葉産業株式会社 40101010035004010101003500 　40101010035004010101003500

8030001045835

　4010101003500 　　

家田化学薬品株式会社　埼玉支店 　　家田化学薬品株式会社　埼玉支店家田化学薬品株式会社　埼玉支店 　80300010458358030001045835 　家田化学薬品株式会社　埼玉支店 80300010458358030001045835 　8030001045835家田化学薬品株式会社　埼玉支店 　家田化学薬品株式会社　埼玉支店 8030001045835家田化学薬品株式会社　埼玉支店家田化学薬品株式会社　埼玉支店 　家田化学薬品株式会社　埼玉支店家田化学薬品株式会社　埼玉支店 　8030001045835 　　家田化学薬品株式会社　埼玉支店 8030001045835家田化学薬品株式会社　埼玉支店 　8030001045835 　家田化学薬品株式会社　埼玉支店 　8030001045835 　8030001045835 　家田化学薬品株式会社　埼玉支店



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,999,000 1 ◎

2 4,045,500 2

3 4,092,000 3

4 4,185,000 4

備
考

円
落札業者名

契約単価　　　86円（税抜）／kg

落札金額（税込）

4,318,920

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午前９時４０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

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

・焼却処理施設で使用するバグフィルター用特殊助剤の購入

発注業種 設備・資材・医療外薬品　工業用薬品

4010101003500

1030001002603

朝日テック株式会社　さいたま営
業所

件名 バグフィルター用特殊助剤購入（単価契約）

予定価格(税抜)

　

平成３１年５月１日　から　平成３２年３月３１日

業務概要

6050001027354

3,999,000

4010101003500

1030001002603ケミテック株式会社

フジオックス株式会社　越谷営業
所

双葉産業株式会社双葉産業株式会社

設計金額(税抜) 4,185,000

摘要

4,185,000

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

　双葉産業株式会社

フジオックス株式会社　越谷営業
所

7011501008490 　7011501008490 　
フジオックス株式会社　越谷営業
所

　7011501008490

　ケミテック株式会社 1030001002603 　1030001002603 　ケミテック株式会社 　ケミテック株式会社

埼玉県さいたま市中央区鈴谷２－７９４

朝日テック株式会社　さいたま営業所

　4010101003500

7011501008490 　7011501008490
フジオックス株式会社　越谷営業
所

　
フジオックス株式会社　越谷営業
所
フジオックス株式会社　越谷営業
所

　7011501008490

ケミテック株式会社ケミテック株式会社 1030001002603 　1030001002603 　ケミテック株式会社 　10300010026031030001002603 　1030001002603ケミテック株式会社 　ケミテック株式会社ケミテック株式会社 　1030001002603



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,864,000 1 ◎

2 2,880,000 2

3 2,912,000 3

4 2,976,000 4

備
考

円
落札業者名

契約単価　　　89.5円（税抜）／kg

落札金額（税込）

3,093,120

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午前９時５０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

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

・焼却処理施設で使用するアンモニアの購入

発注業種 設備・資材・医療外薬品　工業用薬品

6030001003497

2011301001568

直治薬品株式会社

件名 アンモニア購入（単価契約）

予定価格(税抜)

　

平成３１年５月１日　から　平成３２年３月３１日

業務概要

3030001047340

2,864,000

6030001003497

2011301001568株式会社環境技研　埼玉支店

家田化学薬品株式会社　埼玉支店

埼玉薬品株式会社埼玉薬品株式会社

設計金額(税抜) 2,976,000

摘要

2,976,000

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

　埼玉薬品株式会社

家田化学薬品株式会社　埼玉支店 8030001045835 　8030001045835 　家田化学薬品株式会社　埼玉支店 　8030001045835

　株式会社環境技研　埼玉支店 2011301001568 　2011301001568 　株式会社環境技研　埼玉支店 　株式会社環境技研　埼玉支店

埼玉県朝霞市浜崎１－２－２０

直治薬品株式会社　

　6030001003497

8030001045835 　8030001045835家田化学薬品株式会社　埼玉支店 　家田化学薬品株式会社　埼玉支店家田化学薬品株式会社　埼玉支店 　8030001045835

株式会社環境技研　埼玉支店株式会社環境技研　埼玉支店 2011301001568 　2011301001568 　株式会社環境技研　埼玉支店 　20113010015682011301001568 　2011301001568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 　2011301001568



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,484,400 1 ◎

2 1,509,600 2

3

4

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

1,603,152

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午前１０時１０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（朝霞市立図書館）他１ヶ所

履行期間

・印刷機の賃貸借契約

発注業種 リース・レンタル　印刷機

5030001045160

4010001049866

リコーリース株式会社　関東支社

件名 朝霞市立図書館印刷機賃貸借

予定価格(税抜)

　

平成３１年６月１日　から　平成３６年５月３１日

業務概要

7010601037788

1,484,400

5030001045160

4010001049866
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関東支店

株式会社ラビックス株式会社ラビックス

設計金額(税抜) 1,572,000

摘要

1,572,000

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

ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関東支店

8010401021784 辞退8010401021784 辞退
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関東支店

辞退8010401021784

辞退
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

4010001049866 辞退4010001049866 辞退
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

辞退
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２６１

リコーリース株式会社　関東支社

　5030001045160

8010401021784 辞退8010401021784
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関東支店

辞退
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関東支店
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関東支店

辞退8010401021784

三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

4010001049866 辞退4010001049866 辞退
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

辞退40100010498664010001049866 辞退4010001049866
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

辞退
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

辞退4010001049866



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,900,800 1

2 1,900,800 1 ◎

3

4

5

6

7

8

9

10

備
考

円

8010401059346

未受領

落札業者名

くじにより落札者決定

落札金額（税込）

2,052,864

総合メディカル株式会社　埼玉支
店

7290001008379

8010401059346

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午前１０時４０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市膝折町４丁目１９番１号（西朝霞公民館）他１公民館

履行期間

・公民館業務で使用する公用車（軽貨物車２台）の賃貸借

発注業種 リース・レンタル　車

8030001005896

4010001032368

8010401059346

日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

1010001025515

日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

7010601037788

株式会社トヨタレンタリース埼玉
本店

件名 公用車（軽貨物車２台）賃貸借（公民館）

予定価格(税抜)

　

平成３１年８月１日　から　平成３７年７月３１日

業務概要

4030001006097

1,900,800

4120001077476
大和リース株式会社　さいたま支
店

8030001005896

大和リース株式会社　さいたま支
店

7010601037788リコーリース株式会社　関東支社

株式会社アクティオ　朝霞営業所

大和リース株式会社　さいたま支
店

株式会社トヨタレンタリース新埼
玉
株式会社トヨタレンタリース新埼
玉

設計金額(税抜) 2,246,400

摘要

2,246,400

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

未受領

辞退

辞退

2010001083231

4120001077476

2010001083231

辞退41200010774764120001077476

株式会社トヨタレンタリース新埼
玉

株式会社アクティオ　朝霞営業所 6010001034494 辞退6010001034494 辞退株式会社アクティオ　朝霞営業所 辞退6010001034494

辞退

辞退リコーリース株式会社　関東支社 7010601037788 辞退7010601037788 辞退リコーリース株式会社　関東支社 辞退リコーリース株式会社　関東支社

辞退

辞退

2010001083231 辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

2010001083231 辞退

辞退
大和リース株式会社　さいたま支
店

4120001077476

キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

大和リース株式会社　さいたま支
店

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２０６－１

株式会社トヨタレンタリース新埼玉　

2010001083231 辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

辞退2010001083231
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

8030001005896

6010001034494 辞退6010001034494株式会社アクティオ　朝霞営業所 辞退株式会社アクティオ　朝霞営業所株式会社アクティオ　朝霞営業所 辞退6010001034494

リコーリース株式会社　関東支社リコーリース株式会社　関東支社 7010601037788 辞退7010601037788 辞退リコーリース株式会社　関東支社 辞退70106010377887010601037788 辞退7010601037788リコーリース株式会社　関東支社 辞退リコーリース株式会社　関東支社リコーリース株式会社　関東支社 辞退7010601037788

41200010774764120001077476
大和リース株式会社　さいたま支
店

辞退
大和リース株式会社　さいたま支
店

4120001077476 辞退4120001077476 辞退
大和リース株式会社　さいたま支
店

辞退
大和リース株式会社　さいたま支
店
大和リース株式会社　さいたま支
店
大和リース株式会社　さいたま支
店

4120001077476 辞退4120001077476 辞退
大和リース株式会社　さいたま支
店

辞退41200010774764120001077476 辞退4120001077476
大和リース株式会社　さいたま支
店

辞退
大和リース株式会社　さいたま支
店
大和リース株式会社　さいたま支
店

辞退4120001077476

2010001083231
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

辞退2010001083231 辞退20100010832312010001083231 辞退辞退辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

2010001083231
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

20100010832312010001083231
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

2010001083231 辞退2010001083231 辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

2010001083231 辞退2010001083231 辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

辞退20100010832312010001083231 辞退2010001083231
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

辞退2010001083231

株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領401000103236840100010323684010001032368 未受領
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

4010001032368 未受領
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

4010001032368
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領4010001032368 未受領未受領4010001032368 未受領未受領未受領
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

4010001032368
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

40100010323684010001032368 未受領4010001032368
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

4010001032368
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

401000103236840100010323684010001032368 未受領未受領
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領40100010323684010001032368
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領未受領4010001032368 未受領4010001032368
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領4010001032368
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

4010001032368 未受領

辞退1010001025515
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

1010001025515 辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退1010001025515 辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退101000102551510100010255151010001025515 辞退1010001025515
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

10100010255151010001025515 辞退10100010255151010001025515
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

10100010255151010001025515 辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退10100010255151010001025515
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

1010001025515
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

1010001025515 辞退1010001025515
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退10100010255151010001025515 辞退1010001025515 辞退辞退1010001025515 辞退辞退

辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

辞退80104010593468010401059346 辞退辞退辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

8010401059346 辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

8010401059346 辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

辞退辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

8010401059346
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

80104010593468010401059346
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

80104010593468010401059346 辞退辞退辞退801040105934680104010593468010401059346801040105934680104010593468010401059346 辞退8010401059346 辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

辞退辞退辞退8010401059346 辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

辞退80104010593468010401059346 辞退辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

8010401059346
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

辞退8010401059346
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

7290001008379 未受領未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

7290001008379 未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領72900010083797290001008379 未受領7290001008379 未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

7290001008379 未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

7290001008379 未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領7290001008379 未受領72900010083797290001008379 未受領未受領7290001008379 未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

72900010083797290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

7290001008379 未受領未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領72900010083797290001008379 未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 936,000 1 ◎

2 1,068,000 2

3

4

5

6

7

8

9

10

備
考

円

8010401059346

未受領

落札業者名
落札金額（税込）

1,010,880

総合メディカル株式会社　埼玉支
店

7290001008379

8010401059346

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午前１０時５０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

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

・区画整理係の公用車賃貸借

発注業種 リース・レンタル　車

8030001005896

4010001032368

8010401059346

日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

1010001025515

日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

7010601037788

株式会社トヨタレンタリース埼玉
本店

件名 公用車（軽乗用車）賃貸借(まちづくり推進課)

予定価格(税抜)

　

平成３１年７月１日　から　平成３６年６月３０日

業務概要

4030001006097

936,000

4120001077476
大和リース株式会社　さいたま支
店

8030001005896

大和リース株式会社　さいたま支
店

7010601037788リコーリース株式会社　関東支社

株式会社アクティオ　朝霞営業所

大和リース株式会社　さいたま支
店

株式会社トヨタレンタリース新埼
玉
株式会社トヨタレンタリース新埼
玉

設計金額(税抜) 1,128,000

摘要

1,128,000

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

未受領

辞退

辞退

2010001083231

4120001077476

2010001083231

辞退41200010774764120001077476

　
株式会社トヨタレンタリース新埼
玉

株式会社アクティオ　朝霞営業所 6010001034494 辞退6010001034494 辞退株式会社アクティオ　朝霞営業所 辞退6010001034494

辞退

辞退リコーリース株式会社　関東支社 7010601037788 辞退7010601037788 辞退リコーリース株式会社　関東支社 辞退リコーリース株式会社　関東支社

辞退

辞退

2010001083231 辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

2010001083231 辞退

辞退
大和リース株式会社　さいたま支
店

4120001077476

キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

大和リース株式会社　さいたま支
店

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－１５－１

株式会社トヨタレンタリース埼玉　本店

2010001083231 辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

辞退2010001083231
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

　8030001005896

6010001034494 辞退6010001034494株式会社アクティオ　朝霞営業所 辞退株式会社アクティオ　朝霞営業所株式会社アクティオ　朝霞営業所 辞退6010001034494

リコーリース株式会社　関東支社リコーリース株式会社　関東支社 7010601037788 辞退7010601037788 辞退リコーリース株式会社　関東支社 辞退70106010377887010601037788 辞退7010601037788リコーリース株式会社　関東支社 辞退リコーリース株式会社　関東支社リコーリース株式会社　関東支社 辞退7010601037788

41200010774764120001077476
大和リース株式会社　さいたま支
店

辞退
大和リース株式会社　さいたま支
店

4120001077476 辞退4120001077476 辞退
大和リース株式会社　さいたま支
店

辞退
大和リース株式会社　さいたま支
店
大和リース株式会社　さいたま支
店
大和リース株式会社　さいたま支
店

4120001077476 辞退4120001077476 辞退
大和リース株式会社　さいたま支
店

辞退41200010774764120001077476 辞退4120001077476
大和リース株式会社　さいたま支
店

辞退
大和リース株式会社　さいたま支
店
大和リース株式会社　さいたま支
店

辞退4120001077476

2010001083231
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

辞退2010001083231 辞退20100010832312010001083231 辞退辞退辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

2010001083231
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

20100010832312010001083231
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

2010001083231 辞退2010001083231 辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

2010001083231 辞退2010001083231 辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

辞退20100010832312010001083231 辞退2010001083231
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

辞退
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社
キングラン・メディケア株式会社
埼玉支社

辞退2010001083231

株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領401000103236840100010323684010001032368 未受領
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

4010001032368 未受領
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

4010001032368
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領4010001032368 未受領未受領4010001032368 未受領未受領未受領
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

4010001032368
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

40100010323684010001032368 未受領4010001032368
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

4010001032368
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

401000103236840100010323684010001032368 未受領未受領
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領40100010323684010001032368
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領未受領4010001032368 未受領4010001032368
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

未受領4010001032368
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

4010001032368 未受領

辞退1010001025515
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

1010001025515 辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退1010001025515 辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退101000102551510100010255151010001025515 辞退1010001025515
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

10100010255151010001025515 辞退10100010255151010001025515
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

10100010255151010001025515 辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退10100010255151010001025515
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

1010001025515
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

1010001025515 辞退1010001025515
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退10100010255151010001025515 辞退1010001025515 辞退辞退1010001025515 辞退辞退

辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

辞退80104010593468010401059346 辞退辞退辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

8010401059346 辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

8010401059346 辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

辞退辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

8010401059346
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

80104010593468010401059346
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

80104010593468010401059346 辞退辞退辞退801040105934680104010593468010401059346801040105934680104010593468010401059346 辞退8010401059346 辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

辞退辞退辞退8010401059346 辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

辞退80104010593468010401059346 辞退辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

8010401059346
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

辞退
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

辞退8010401059346
日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

7290001008379 未受領未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

7290001008379 未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領72900010083797290001008379 未受領7290001008379 未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

7290001008379 未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

7290001008379 未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領7290001008379 未受領72900010083797290001008379 未受領未受領7290001008379 未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

72900010083797290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

7290001008379 未受領未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領72900010083797290001008379 未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

未受領



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 1 ◎

2 4,420,000 2

3 4,420,000 2

4 4,424,000 4

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

4,752,000

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午前１１時００分

最低制限価格（税抜） 3,098,964

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

・ばい煙測定分析、ごみ質測定分析、熱灼減量測定分析　等

発注業種 測定・分析　大気測定

2011301001568

6030001005031

ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店

件名 ごみ処理施設ばいじん量等分析業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３２年３月２６日

業務概要

8020001022678

4,400,000

2011301001568

6030001005031株式会社高見沢分析化学研究所

一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

株式会社環境技研　埼玉支店株式会社環境技研　埼玉支店

設計金額(税抜) 4,424,000

摘要

4,424,000

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

　株式会社環境技研　埼玉支店

一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

9030005000612 　9030005000612 　
一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

　9030005000612

　株式会社高見沢分析化学研究所 6030001005031 　6030001005031 　株式会社高見沢分析化学研究所 　株式会社高見沢分析化学研究所

埼玉県さいたま市北区吉野町２－１４９１－１

ユーロフィン日本環境株式会社　埼玉支店

　2011301001568

9030005000612 　9030005000612
一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

　
一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会
一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

　9030005000612

株式会社高見沢分析化学研究所株式会社高見沢分析化学研究所 6030001005031 　6030001005031 　株式会社高見沢分析化学研究所 　60300010050316030001005031 　6030001005031株式会社高見沢分析化学研究所 　株式会社高見沢分析化学研究所株式会社高見沢分析化学研究所 　6030001005031



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 4,180,000 1 ◎

2 4,330,000 2

3 4,500,000 3

4 4,556,000 4

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

4,514,400

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午前１１時１０分

最低制限価格（税抜） 3,239,316

履行場所 朝霞市内

履行期間

・特定事業場等の排水分析　３９事業所　４４箇所　
流域下水道接続点流入下水分析　６箇所（２４時間調査）

発注業種 測定・分析　水質検査

6030001054565

9011101063224

株式会社高見沢分析化学研究所

件名 公共下水道水質検査業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３２年３月２０日

業務概要

6030001005031

4,180,000

6030001054565

9011101063224株式会社環境テクノ　朝霞支店

一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

株式会社環境総合研究所株式会社環境総合研究所

設計金額(税抜) 4,556,000

摘要

4,556,000

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

　株式会社環境総合研究所

一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

9030005000612 　9030005000612 　
一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

　9030005000612

　株式会社環境テクノ　朝霞支店 9011101063224 　9011101063224 　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

埼玉県さいたま市桜区西堀６－４－２８

株式会社高見沢分析化学研究所　

　6030001054565

9030005000612 　9030005000612
一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

　
一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会
一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

　9030005000612

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 9011101063224 　9011101063224 　株式会社環境テクノ　朝霞支店 　90111010632249011101063224 　9011101063224株式会社環境テクノ　朝霞支店 　株式会社環境テクノ　朝霞支店株式会社環境テクノ　朝霞支店 　9011101063224



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,000,000 1 ◎

2 3,250,000 2

3

4

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

3,240,000

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午前１１時２０分

最低制限価格（税抜） 2,243,825

履行場所 朝霞市内浄水場、各給水栓及び各取水井

履行期間

・朝霞市内の浄水場系統別の３箇所の給水栓、各取水井の水質検査及び各浄水場放射性物質測定検査

発注業種 測定・分析　水質検査

1040001029802

3080001016530

一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

件名 水質検査及び放射性物質測定検査業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３２年３月１９日

業務概要

9030005000612

3,000,000

1040001029802

3080001016530
株式会社静環検査センター　埼玉
営業所

株式会社環境総合研究所

東京テクニカル・サービス株式会
社　埼玉支店
東京テクニカル・サービス株式会
社　埼玉支店

設計金額(税抜) 3,260,000

摘要

3,260,000

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

　
東京テクニカル・サービス株式会
社　埼玉支店

株式会社環境総合研究所 6030001054565 辞退6030001054565 辞退株式会社環境総合研究所 辞退6030001054565

辞退
株式会社静環検査センター　埼玉
営業所

3080001016530 辞退3080001016530 辞退
株式会社静環検査センター　埼玉
営業所

辞退
株式会社静環検査センター　埼玉
営業所

埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０－１１

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会　

　1040001029802

6030001054565 辞退6030001054565株式会社環境総合研究所 辞退株式会社環境総合研究所株式会社環境総合研究所 辞退6030001054565

株式会社静環検査センター　埼玉
営業所
株式会社静環検査センター　埼玉
営業所

3080001016530 辞退3080001016530 辞退
株式会社静環検査センター　埼玉
営業所

辞退30800010165303080001016530 辞退3080001016530
株式会社静環検査センター　埼玉
営業所

辞退
株式会社静環検査センター　埼玉
営業所
株式会社静環検査センター　埼玉
営業所

辞退3080001016530



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,636,000 1

2 3,636,000 1 ◎

3

4

備
考

円
落札業者名

くじにより落札者決定

落札金額（税込）

3,926,880

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午前１１時３０分

最低制限価格（税抜） 2,897,010

履行場所 朝霞市浜崎４丁目１３番６３号（浜崎学校給食センター）

履行期間

・朝霞市浜崎学校給食センターの給食配送車運行管理

発注業種 運行委託　給食の配送

3030001055244

4030001006543

株式会社関東物流サービス

件名 給食配送車運行管理業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３２年３月３１日

業務概要

4030001001916

3,636,000

3030001055244

4030001006543日本自動車管理株式会社

株式会社クリーン工房　川口支店

東上通運株式会社東上通運株式会社

設計金額(税抜) 3,636,000

摘要

3,636,000

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

東上通運株式会社

株式会社クリーン工房　川口支店 4030001002410 辞退4030001002410 辞退株式会社クリーン工房　川口支店 辞退4030001002410

無効日本自動車管理株式会社 4030001006543 無効4030001006543 無効日本自動車管理株式会社 無効日本自動車管理株式会社

埼玉県川越市脇田本町１５－１３

東上通運株式会社　

3030001055244

4030001002410 辞退4030001002410株式会社クリーン工房　川口支店 辞退株式会社クリーン工房　川口支店株式会社クリーン工房　川口支店 辞退4030001002410

日本自動車管理株式会社日本自動車管理株式会社 4030001006543 無効4030001006543 無効日本自動車管理株式会社 無効40300010065434030001006543 無効4030001006543日本自動車管理株式会社 無効日本自動車管理株式会社日本自動車管理株式会社 無効4030001006543



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 20,960,000 1 ◎

2 21,920,000 2

3 22,400,000 3

4 22,500,000 4

5 22,600,000 5

6 22,600,000 5

7

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

22,636,800

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午前１１時４０分

最低制限価格（税抜） 16,251,660

履行場所 朝霞市幸町三丁目１１１０番地の１、１２１０番地の１、１１４５番地の３

履行期間

・埋蔵文化財の発掘調査及び整理作業、報告書刊行の支援等の業務

発注業種 文化財　発掘調査

3030001057034

2010001034531応用地質株式会社　東京支社

有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

5011101037669

株式会社中野技術

件名 埋蔵文化財発掘調査支援業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３２年３月３１日

業務概要

2030001011685

20,960,000

7010001018827株式会社四門　埼玉支店

3030001057034

株式会社四門　埼玉支店

5011101037669テイケイトレード株式会社

埼玉測量設計株式会社　西部営業
所

株式会社四門　埼玉支店

株式会社東京航業研究所株式会社東京航業研究所

設計金額(税抜) 22,600,000

摘要

22,600,000

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

　

2070002006689

7010001018827

2070002006689

　70100010188277010001018827

　株式会社東京航業研究所

埼玉測量設計株式会社　西部営業
所

1030001003007 　1030001003007 　
埼玉測量設計株式会社　西部営業
所

　1030001003007

　

　テイケイトレード株式会社 5011101037669 　5011101037669 　テイケイトレード株式会社 　テイケイトレード株式会社

　

　

2070002006689 　
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

2070002006689 　

　株式会社四門　埼玉支店 7010001018827

有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

株式会社四門　埼玉支店

埼玉県新座市東北１－１４－１

株式会社中野技術　

2070002006689 　
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

　2070002006689
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

　3030001057034

1030001003007 　1030001003007
埼玉測量設計株式会社　西部営業
所

　
埼玉測量設計株式会社　西部営業
所
埼玉測量設計株式会社　西部営業
所

　1030001003007

テイケイトレード株式会社テイケイトレード株式会社 5011101037669 　5011101037669 　テイケイトレード株式会社 　50111010376695011101037669 　5011101037669テイケイトレード株式会社 　テイケイトレード株式会社テイケイトレード株式会社 　5011101037669

70100010188277010001018827株式会社四門　埼玉支店 　株式会社四門　埼玉支店 7010001018827 　7010001018827 　株式会社四門　埼玉支店 　株式会社四門　埼玉支店株式会社四門　埼玉支店株式会社四門　埼玉支店 7010001018827 　7010001018827 　株式会社四門　埼玉支店 　70100010188277010001018827 　7010001018827株式会社四門　埼玉支店 　株式会社四門　埼玉支店株式会社四門　埼玉支店 　7010001018827

2070002006689
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

　2070002006689 　20700020066892070002006689 　　　
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

2070002006689
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

20700020066892070002006689
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

　
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

2070002006689 　2070002006689 　
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

　
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

2070002006689 　2070002006689 　
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

　20700020066892070002006689 　2070002006689
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

　
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所
有限会社毛野考古学研究所　埼玉
支所

　2070002006689

応用地質株式会社　東京支社応用地質株式会社　東京支社 辞退201000103453120100010345312010001034531 辞退応用地質株式会社　東京支社 2010001034531 辞退応用地質株式会社　東京支社応用地質株式会社　東京支社 2010001034531応用地質株式会社　東京支社 辞退2010001034531 辞退辞退2010001034531 辞退辞退辞退応用地質株式会社　東京支社 2010001034531応用地質株式会社　東京支社 20100010345312010001034531 辞退2010001034531応用地質株式会社　東京支社 2010001034531応用地質株式会社　東京支社応用地質株式会社　東京支社 辞退応用地質株式会社　東京支社 辞退応用地質株式会社　東京支社 201000103453120100010345312010001034531 辞退辞退応用地質株式会社　東京支社応用地質株式会社　東京支社 辞退20100010345312010001034531応用地質株式会社　東京支社 辞退辞退2010001034531 辞退2010001034531応用地質株式会社　東京支社 辞退応用地質株式会社　東京支社応用地質株式会社　東京支社 辞退2010001034531応用地質株式会社　東京支社応用地質株式会社　東京支社 2010001034531 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 8,489,948 1 ◎

2 8,633,784 2

3 8,684,884 3

4 8,692,244 4

5 8,697,913 5

6

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

9,169,144

東京都新宿区市谷八幡町１６

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午前１１時５０分

最低制限価格（税抜） 6,777,858

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

・定例会、各常任委員会等の会議録調整等業務委託（デジタル音声反訳、会議録印刷製本、会議録検索システムデータ作成業務）

発注業種 その他調査・委託　会議録調製

株式会社地域計画研究所株式会社地域計画研究所 3011201003309株式会社地域計画研究所株式会社地域計画研究所 3011201003309

株式会社会議録研究所

件名 会議録調製等業務委託(単価契約)

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３２年３月３１日

業務概要

6011101004370

8,489,948

8030001062153

株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所

5010401030061株式会社大和速記情報センター

早稲田速記株式会社

株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所

株式会社会議録センター株式会社会議録センター 8030001062153

5010401030061

設計金額(税抜) 8,703,000

摘要

8,703,000

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

　

3011201003309

4250001003147

3011201003309

　425000100314742500010031474250001003147

辞退

株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所

　株式会社大和速記情報センター 　

早稲田速記株式会社早稲田速記株式会社 　早稲田速記株式会社 　6013301008036

株式会社大和速記情報センター 5010401030061 　5010401030061株式会社大和速記情報センター

　株式会社会議録センター

早稲田速記株式会社 6013301008036 　

株式会社会議録研究所　

3011201003309 辞退株式会社地域計画研究所 辞退3011201003309株式会社地域計画研究所 辞退30112010033093011201003309 辞退株式会社地域計画研究所 3011201003309

　株式会社大和速記情報センター 　

辞退

　
株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所

4250001003147

　8030001062153

6013301008036 　6013301008036

5010401030061

　

　

6013301008036 　早稲田速記株式会社

株式会社大和速記情報センター株式会社大和速記情報センター 　5010401030061

6013301008036

株式会社大和速記情報センター株式会社大和速記情報センター 5010401030061 　

株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所

5010401030061 　5010401030061株式会社大和速記情報センター 　5010401030061

株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所

　　
株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所

　42500010031474250001003147
株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所

　
株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所

4250001003147 　4250001003147
株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所

　
株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所
株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所

　4250001003147 　
株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所
株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所
株式会社ぎじろくセンター　東京
営業所

42500010031474250001003147 　42500010031474250001003147

3011201003309

　4250001003147 　　

株式会社地域計画研究所 辞退辞退株式会社地域計画研究所株式会社地域計画研究所 辞退30112010033093011201003309 辞退株式会社地域計画研究所 30112010033093011201003309 辞退3011201003309株式会社地域計画研究所 辞退株式会社地域計画研究所 3011201003309株式会社地域計画研究所株式会社地域計画研究所 辞退株式会社地域計画研究所株式会社地域計画研究所 辞退3011201003309 辞退辞退株式会社地域計画研究所 3011201003309株式会社地域計画研究所 辞退3011201003309 辞退株式会社地域計画研究所 辞退3011201003309 辞退3011201003309 辞退株式会社地域計画研究所



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 25,876,800

2 34,200,000 1 ◎

3

4

5

6

7

8

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

36,936,000

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午後１時１０分

最低制限価格（税抜） 26,692,518

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

・電話による納税の呼びかけ　他

発注業種 その他調査・委託　未納整理

9030001001746

5010001067669

株式会社エルグッドヒューマー

株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

4030001115443

株式会社アイヴィジット株式会社アイヴィジット

5070001003585

株式会社エコシティサービス

件名 朝霞市納税コールセンター運営業務委託

予定価格(税抜)

最低制限価格未満

平成３１年７月１日　から　平成３４年６月３０日

業務概要

9020001057426

34,200,000

2011101023151キャリアリンク株式会社

9030001001746

キャリアリンク株式会社

5070001003585
株式会社ジーシーシー自治体サー
ビス

パーソルテンプスタッフ株式会社
南関東営業部

キャリアリンク株式会社

株式会社関東サービス工社株式会社関東サービス工社

設計金額(税抜) 34,200,000

摘要

34,200,000

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

未受領

辞退

8011001060413

2011101023151

8011001060413

辞退20111010231512011101023151

株式会社関東サービス工社

パーソルテンプスタッフ株式会社
南関東営業部

1011001015010 未受領1011001015010 未受領
パーソルテンプスタッフ株式会社
南関東営業部

未受領1011001015010

辞退

辞退
株式会社ジーシーシー自治体サー
ビス

5070001003585 辞退5070001003585 辞退
株式会社ジーシーシー自治体サー
ビス

辞退
株式会社ジーシーシー自治体サー
ビス

未受領

辞退

8011001060413 未受領株式会社アイヴィジット 8011001060413 未受領

辞退キャリアリンク株式会社 2011101023151

株式会社アイヴィジット

キャリアリンク株式会社

埼玉県さいたま市大宮区大門町３－５９－２

株式会社関東サービス工社　

8011001060413 未受領株式会社アイヴィジット 未受領8011001060413株式会社アイヴィジット

9030001001746

1011001015010 未受領1011001015010
パーソルテンプスタッフ株式会社
南関東営業部

未受領
パーソルテンプスタッフ株式会社
南関東営業部
パーソルテンプスタッフ株式会社
南関東営業部

未受領1011001015010

株式会社ジーシーシー自治体サー
ビス
株式会社ジーシーシー自治体サー
ビス

5070001003585 辞退5070001003585 辞退
株式会社ジーシーシー自治体サー
ビス

辞退50700010035855070001003585 辞退5070001003585
株式会社ジーシーシー自治体サー
ビス

辞退
株式会社ジーシーシー自治体サー
ビス
株式会社ジーシーシー自治体サー
ビス

辞退5070001003585

20111010231512011101023151キャリアリンク株式会社 辞退キャリアリンク株式会社 2011101023151 辞退2011101023151 辞退キャリアリンク株式会社 辞退キャリアリンク株式会社キャリアリンク株式会社キャリアリンク株式会社 2011101023151 辞退2011101023151 辞退キャリアリンク株式会社 辞退20111010231512011101023151 辞退2011101023151キャリアリンク株式会社 辞退キャリアリンク株式会社キャリアリンク株式会社 辞退2011101023151

8011001060413株式会社アイヴィジット株式会社アイヴィジット株式会社アイヴィジット 未受領8011001060413 未受領80110010604138011001060413 未受領未受領未受領株式会社アイヴィジット 8011001060413株式会社アイヴィジット 80110010604138011001060413株式会社アイヴィジット 未受領株式会社アイヴィジット 8011001060413 未受領8011001060413 未受領株式会社アイヴィジット 未受領株式会社アイヴィジット株式会社アイヴィジット株式会社アイヴィジット 8011001060413 未受領8011001060413 未受領株式会社アイヴィジット 未受領80110010604138011001060413 未受領8011001060413株式会社アイヴィジット 未受領株式会社アイヴィジット株式会社アイヴィジット 未受領8011001060413

株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

辞退501000106766950100010676695010001067669 辞退
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

5010001067669 辞退
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

5010001067669
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

辞退5010001067669 辞退辞退5010001067669 辞退辞退辞退
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

5010001067669
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

50100010676695010001067669 辞退5010001067669
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

5010001067669
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

辞退
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

辞退
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

501000106766950100010676695010001067669 辞退辞退
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

辞退50100010676695010001067669
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

辞退辞退5010001067669 辞退5010001067669
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

辞退
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

辞退5010001067669
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社
株式会社エヌジェーシー　営業本
部　東京支社

5010001067669 辞退

未受領4030001115443株式会社エルグッドヒューマー 4030001115443 未受領株式会社エルグッドヒューマー 未受領株式会社エルグッドヒューマー株式会社エルグッドヒューマー 未受領4030001115443 未受領株式会社エルグッドヒューマー 未受領403000111544340300011154434030001115443 未受領4030001115443株式会社エルグッドヒューマー 40300011154434030001115443 未受領40300011154434030001115443株式会社エルグッドヒューマー株式会社エルグッドヒューマー株式会社エルグッドヒューマー 未受領株式会社エルグッドヒューマー 未受領株式会社エルグッドヒューマー 40300011154434030001115443 未受領株式会社エルグッドヒューマー 未受領株式会社エルグッドヒューマー株式会社エルグッドヒューマー 未受領40300011154434030001115443株式会社エルグッドヒューマー 未受領株式会社エルグッドヒューマー 4030001115443株式会社エルグッドヒューマー 4030001115443 未受領4030001115443株式会社エルグッドヒューマー 未受領株式会社エルグッドヒューマー株式会社エルグッドヒューマー株式会社エルグッドヒューマー株式会社エルグッドヒューマー 未受領40300011154434030001115443 未受領4030001115443 未受領未受領4030001115443 未受領未受領



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,827,270

2 2,150,000 1 ◎

3 2,230,000 2

4 2,300,000 3

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

2,322,000

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午後１時２０分

最低制限価格（税抜） 1,836,348

履行場所 朝霞市青葉台１丁目７番２６号（図書館）

履行期間

・図書館内清掃業務（定期清掃）

発注業種 建物管理　建物清掃

7030001044581

2030001007106

株式会社日創美装　朝霞営業所

件名 朝霞市立図書館定期清掃業務委託

予定価格(税抜)

最低制限価格未満

契約締結日　から　平成３２年３月３１日

業務概要

6030001047115

2,150,000

7030001044581

2030001007106ビソー工業株式会社　朝霞支店

株式会社桜メンテナンス

株式会社アルファサービス株式会社アルファサービス

設計金額(税抜) 2,370,000

摘要

2,370,000

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

株式会社アルファサービス

株式会社桜メンテナンス 3030001044800 　3030001044800 　株式会社桜メンテナンス 　3030001044800

　ビソー工業株式会社　朝霞支店 2030001007106 　2030001007106 　ビソー工業株式会社　朝霞支店 　ビソー工業株式会社　朝霞支店

埼玉県朝霞市岡１－１１－１７

株式会社アルファサービス　

7030001044581

3030001044800 　3030001044800株式会社桜メンテナンス 　株式会社桜メンテナンス株式会社桜メンテナンス 　3030001044800

ビソー工業株式会社　朝霞支店ビソー工業株式会社　朝霞支店 2030001007106 　2030001007106 　ビソー工業株式会社　朝霞支店 　20300010071062030001007106 　2030001007106ビソー工業株式会社　朝霞支店 　ビソー工業株式会社　朝霞支店ビソー工業株式会社　朝霞支店 　2030001007106



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,328,000 1 ◎

2 2,330,000 2

3 2,335,000 3

4 2,340,000 4

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

2,514,240

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午後１時３０分

最低制限価格（税抜） 1,831,412

履行場所 朝霞市青葉台１丁目７番１号（中央公民館）

履行期間

・中央公民館の定期清掃業務

発注業種 建物管理　建物清掃

9011101063224

9030001044687

日建総業株式会社　埼玉支店

件名 中央公民館定期清掃業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３２年３月３１日

業務概要

5013301009489

2,328,000

9011101063224

9030001044687片山商事株式会社

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) 2,341,841

摘要

2,341,841

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 2011301001568 　2011301001568 　株式会社環境技研　埼玉支店 　2011301001568

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

埼玉県朝霞市浜崎３－１－１

日建総業株式会社　埼玉支店

　9011101063224

2011301001568 　2011301001568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 　2011301001568

片山商事株式会社片山商事株式会社 9030001044687 　9030001044687 　片山商事株式会社 　90300010446879030001044687 　9030001044687片山商事株式会社 　片山商事株式会社片山商事株式会社 　9030001044687



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,900,000 1 ◎

2 3,450,000 2

3 3,485,000 3

4

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

3,132,000

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午後１時４０分

最低制限価格（税抜） 2,697,391

履行場所 朝霞市大字溝沼１０２９番地の８（溝沼学校給食センター）他２センター

履行期間

・給排水施設維持管理

発注業種 建物管理　受水槽維持管理

5013301009489

1030001044802

ホワイト浚渫工事有限会社

件名 上下水道施設維持管理業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３２年３月２３日

業務概要

5030002065117

2,900,000

5013301009489

1030001044802株式会社埼環研

株式会社環境技研　埼玉支店

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) 3,502,700

摘要

3,502,700

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

　日建総業株式会社　埼玉支店

株式会社環境技研　埼玉支店 2011301001568 　2011301001568 　株式会社環境技研　埼玉支店 　2011301001568

未受領株式会社埼環研 1030001044802 未受領1030001044802 未受領株式会社埼環研 未受領株式会社埼環研

埼玉県朝霞市根岸台６－１０－３３

ホワイト浚渫工事有限会社　

　5013301009489

2011301001568 　2011301001568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 　2011301001568

株式会社埼環研株式会社埼環研 1030001044802 未受領1030001044802 未受領株式会社埼環研 未受領10300010448021030001044802 未受領1030001044802株式会社埼環研 未受領株式会社埼環研株式会社埼環研 未受領1030001044802



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 14,900,000 1 ◎

2 14,920,000 2

3 14,920,000 2

4 14,930,000 4

5 14,930,000 4

6 14,936,000 6

7 14,936,000 6

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

16,092,000

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午後１時５０分

最低制限価格（税抜） 11,771,945

履行場所 朝霞市大字溝沼１０３３番地（溝沼子どもプール）

履行期間

・施設管理業務　　開場準備・開場期間中施設管理・閉場後片付け　1式

発注業種 建物管理　プール管理

5013301009489

3010501006491
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

株式会社ビルメン株式会社ビルメン

2030001012551

株式会社オーチュー　埼玉支店

件名 溝沼子どもプール施設管理業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年９月９日

業務概要

4011001004794

14,900,000

6030001023157株式会社ＴＳビルシステム

5013301009489

株式会社ＴＳビルシステム

2030001012551株式会社サイオー

ビソー工業株式会社　朝霞支店

株式会社ＴＳビルシステム

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) 14,936,000

摘要

14,936,000

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

　

　

　

7030001007051

6030001023157

7030001007051

　60300010231576030001023157

　日建総業株式会社　埼玉支店

ビソー工業株式会社　朝霞支店 2030001007106 　2030001007106 　ビソー工業株式会社　朝霞支店 　2030001007106

　

　株式会社サイオー 2030001012551 　2030001012551 　株式会社サイオー 　株式会社サイオー

　

　

7030001007051 　株式会社ビルメン 7030001007051 　

　株式会社ＴＳビルシステム 6030001023157

株式会社ビルメン

株式会社ＴＳビルシステム

埼玉県所沢市泉町９１４－１７－１０１

株式会社オーチュー　埼玉支店

7030001007051 　株式会社ビルメン 　7030001007051株式会社ビルメン

　5013301009489

2030001007106 　2030001007106ビソー工業株式会社　朝霞支店 　ビソー工業株式会社　朝霞支店ビソー工業株式会社　朝霞支店 　2030001007106

株式会社サイオー株式会社サイオー 2030001012551 　2030001012551 　株式会社サイオー 　20300010125512030001012551 　2030001012551株式会社サイオー 　株式会社サイオー株式会社サイオー 　2030001012551

60300010231576030001023157株式会社ＴＳビルシステム 　株式会社ＴＳビルシステム 6030001023157 　6030001023157 　株式会社ＴＳビルシステム 　株式会社ＴＳビルシステム株式会社ＴＳビルシステム株式会社ＴＳビルシステム 6030001023157 　6030001023157 　株式会社ＴＳビルシステム 　60300010231576030001023157 　6030001023157株式会社ＴＳビルシステム 　株式会社ＴＳビルシステム株式会社ＴＳビルシステム 　6030001023157

7030001007051株式会社ビルメン株式会社ビルメン株式会社ビルメン 　7030001007051 　70300010070517030001007051 　　　株式会社ビルメン 7030001007051株式会社ビルメン 70300010070517030001007051株式会社ビルメン 　株式会社ビルメン 7030001007051 　7030001007051 　株式会社ビルメン 　株式会社ビルメン株式会社ビルメン株式会社ビルメン 7030001007051 　7030001007051 　株式会社ビルメン 　70300010070517030001007051 　7030001007051株式会社ビルメン 　株式会社ビルメン株式会社ビルメン 　7030001007051

シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

　301050100649130105010064913010501006491 　
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

3010501006491 　
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

3010501006491
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

　3010501006491 　　3010501006491 　　　
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

3010501006491
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

30105010064913010501006491 　3010501006491
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

3010501006491
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

　
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

　
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

301050100649130105010064913010501006491 　　
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

　30105010064913010501006491
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

　　3010501006491 　3010501006491
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

　
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

　3010501006491
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店
シンコースポーツ株式会社　埼玉
支店

3010501006491 　



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,353,000 1

2 3,353,000 1 ◎

3

4

備
考

円
落札業者名

くじにより落札者決定

落札金額（税込）

3,621,240

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午後２時００分

最低制限価格（税抜） 2,655,617

履行場所 朝霞市大字溝沼地内

履行期間

・溝沼子どもプール開場期間中の駐車場及び周辺道路の交通誘導警備業務

発注業種 建物管理　人間警備

2030001007106

1030001048621

東邦警備保障株式会社

件名 溝沼子どもプール交通誘導警備業務委託

予定価格(税抜)

　

平成３１年７月１３日　から　平成３１年９月１日

業務概要

1030001044942

3,353,000

2030001007106

1030001048621株式会社バンガード

日建総業株式会社　埼玉支店

ビソー工業株式会社　朝霞支店ビソー工業株式会社　朝霞支店

設計金額(税抜) 3,353,000

摘要

3,353,000

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

ビソー工業株式会社　朝霞支店

日建総業株式会社　埼玉支店 5013301009489 辞退5013301009489 辞退日建総業株式会社　埼玉支店 辞退5013301009489

無効株式会社バンガード 1030001048621 無効1030001048621 無効株式会社バンガード 無効株式会社バンガード

埼玉県朝霞市宮戸１－６－８４エトワールⅡ１０１号室

ビソー工業株式会社　朝霞支店

2030001007106

5013301009489 辞退5013301009489日建総業株式会社　埼玉支店 辞退日建総業株式会社　埼玉支店日建総業株式会社　埼玉支店 辞退5013301009489

株式会社バンガード株式会社バンガード 1030001048621 無効1030001048621 無効株式会社バンガード 無効10300010486211030001048621 無効1030001048621株式会社バンガード 無効株式会社バンガード株式会社バンガード 無効1030001048621



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,130,000 1 ◎

2 1,164,000 2

3

4

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

1,220,400

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午後２時１０分

最低制限価格（税抜） 907,263

履行場所 朝霞市内

履行期間

・不法投棄の抑止及び不法投棄物の早期発見のため、夜間の監視パトロールを行う。

発注業種 建物管理　人間警備

7030001005674

1030001048621

東邦警備保障株式会社

件名 不法投棄監視業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３２年３月２５日

業務概要

1030001044942

1,130,000

7030001005674

1030001048621株式会社バンガード

東京ビル整美株式会社　埼玉事務
所

トーカイテック株式会社　朝霞営
業所
トーカイテック株式会社　朝霞営
業所

設計金額(税抜) 1,164,000

摘要

1,164,000

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

　
トーカイテック株式会社　朝霞営
業所

東京ビル整美株式会社　埼玉事務
所

5010001139567 辞退5010001139567 辞退
東京ビル整美株式会社　埼玉事務
所

辞退5010001139567

無効株式会社バンガード 1030001048621 無効1030001048621 無効株式会社バンガード 無効株式会社バンガード

埼玉県朝霞市浜崎３－５－２９

東邦警備保障株式会社　

　7030001005674

5010001139567 辞退5010001139567
東京ビル整美株式会社　埼玉事務
所

辞退
東京ビル整美株式会社　埼玉事務
所
東京ビル整美株式会社　埼玉事務
所

辞退5010001139567

株式会社バンガード株式会社バンガード 1030001048621 無効1030001048621 無効株式会社バンガード 無効10300010486211030001048621 無効1030001048621株式会社バンガード 無効株式会社バンガード株式会社バンガード 無効1030001048621



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,200,000 1

2 1,200,000 1 ◎

3

4

備
考

円
落札業者名

・契約単価　20,000円（税抜）／件    ・くじにより落札者決定

落札金額（税込）

1,296,000

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午後２時２０分

最低制限価格（税抜） 938,928

履行場所 朝霞市内

履行期間

・市民の安心安全の確保のため、相談があった市内にできたすずめ蜂の巣の駆除を委託する。

発注業種 建物管理　スズメ蜂駆除

4030001068815

7011601007194

有限会社双葉化学消毒

件名 すずめ蜂巣駆除業務委託（単価契約）

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３２年３月３１日

業務概要

7030002060264

1,200,000

4030001068815

7011601007194株式会社ヨシダ消毒　大宮営業所

大村商事株式会社　朝霞支社

埼玉環境衛生株式会社埼玉環境衛生株式会社

設計金額(税抜) 1,200,000

摘要

1,200,000

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

埼玉環境衛生株式会社

大村商事株式会社　朝霞支社 1030001045239 辞退1030001045239 辞退大村商事株式会社　朝霞支社 辞退1030001045239

無効株式会社ヨシダ消毒　大宮営業所 7011601007194 無効7011601007194 無効株式会社ヨシダ消毒　大宮営業所 無効株式会社ヨシダ消毒　大宮営業所

埼玉県坂戸市戸宮２３６－３

埼玉環境衛生株式会社　

4030001068815

1030001045239 辞退1030001045239大村商事株式会社　朝霞支社 辞退大村商事株式会社　朝霞支社大村商事株式会社　朝霞支社 辞退1030001045239

株式会社ヨシダ消毒　大宮営業所株式会社ヨシダ消毒　大宮営業所 7011601007194 無効7011601007194 無効株式会社ヨシダ消毒　大宮営業所 無効70116010071947011601007194 無効7011601007194株式会社ヨシダ消毒　大宮営業所 無効株式会社ヨシダ消毒　大宮営業所株式会社ヨシダ消毒　大宮営業所 無効7011601007194



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,170,000 1 ◎

2 1,178,000 2

3 1,180,000 3

4 1,183,000 4

5 1,185,000 5

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

1,263,600

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午後２時４０分

最低制限価格（税抜） 922,681

履行場所 朝霞市大字溝沼１０３３番地（溝沼子どもプール）

履行期間

・植木剪定　１式　人力除草（185㎡×2回）　３７０㎡　垣根支障枝取　１式　高木剪定　１式

発注業種 建物管理　植物の剪定・除草

8013301011715

9030001044662

有限会社　植鉄造園　朝霞支店

件名 溝沼子どもプール植木剪定業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年１１月３０日

業務概要

1030002066424

1,170,000

6030002059646有限会社和智造園

8013301011715

有限会社和智造園

9030001044662株式会社小倉造園

有限会社内田造園土木

有限会社和智造園

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

設計金額(税抜) 1,207,000

摘要

1,207,000

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

　6030002059646 　60300020596466030002059646

　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

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

　

　株式会社小倉造園 9030001044662 　9030001044662 　株式会社小倉造園 　株式会社小倉造園

　　有限会社和智造園 6030002059646有限会社和智造園

埼玉県朝霞市幸町１－３－３７

有限会社　植鉄造園　朝霞支店

　8013301011715

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

株式会社小倉造園株式会社小倉造園 9030001044662 　9030001044662 　株式会社小倉造園 　90300010446629030001044662 　9030001044662株式会社小倉造園 　株式会社小倉造園株式会社小倉造園 　9030001044662

60300020596466030002059646有限会社和智造園 　有限会社和智造園 6030002059646 　6030002059646 　有限会社和智造園 　有限会社和智造園有限会社和智造園有限会社和智造園 6030002059646 　6030002059646 　有限会社和智造園 　60300020596466030002059646 　6030002059646有限会社和智造園 　有限会社和智造園有限会社和智造園 　6030002059646



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,429,000 1 ◎

2 3,520,000 2

3 3,530,600 3

4 3,550,000 4

5 3,550,000 4

6 3,591,000 6

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）

3,703,320

埼玉県朝霞市溝沼５－９－１４－１０５

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午後３時００分

最低制限価格（税抜） 2,526,088

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８校

履行期間

・朝霞第一小学校他８校の空調室内機の分解薬品洗浄を行う（室内機計127台）

発注業種 保守点検　空気調和設備

共同冷熱株式会社共同冷熱株式会社 5030001044708共同冷熱株式会社共同冷熱株式会社 5030001044708

株式会社冷暖坊

件名 小・中学校空調機分解薬品洗浄業務

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３１年９月３０日

業務概要

1030001048613

3,429,000

2030001044727

イチコー工業株式会社

1030001044620株式会社伊藤電気工業

有限会社ナカタ

イチコー工業株式会社

小泉電機工業株式会社小泉電機工業株式会社 2030001044727

1030001044620

設計金額(税抜) 3,591,000

摘要

3,591,000

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

　

5030001044708

9030001044605

5030001044708

　903000104460590300010446059030001044605

　

イチコー工業株式会社

　株式会社伊藤電気工業 　

有限会社ナカタ有限会社ナカタ 　有限会社ナカタ 　6030002059084

株式会社伊藤電気工業 1030001044620 　1030001044620株式会社伊藤電気工業

　小泉電機工業株式会社

有限会社ナカタ 6030002059084 　

株式会社冷暖坊　

5030001044708 　共同冷熱株式会社 　5030001044708共同冷熱株式会社 　50300010447085030001044708 　共同冷熱株式会社 5030001044708

　株式会社伊藤電気工業 　

　

　イチコー工業株式会社 9030001044605

　2030001044727

6030002059084 　6030002059084

1030001044620

　

　

6030002059084 　有限会社ナカタ

株式会社伊藤電気工業株式会社伊藤電気工業 　1030001044620

6030002059084

株式会社伊藤電気工業株式会社伊藤電気工業 1030001044620 　

イチコー工業株式会社

1030001044620 　1030001044620株式会社伊藤電気工業 　1030001044620

イチコー工業株式会社 　　イチコー工業株式会社 　90300010446059030001044605イチコー工業株式会社 　イチコー工業株式会社 9030001044605 　9030001044605イチコー工業株式会社 　イチコー工業株式会社イチコー工業株式会社 　9030001044605 　イチコー工業株式会社イチコー工業株式会社イチコー工業株式会社 90300010446059030001044605 　90300010446059030001044605

5030001044708

　9030001044605 　　

共同冷熱株式会社 　　共同冷熱株式会社共同冷熱株式会社 　50300010447085030001044708 　共同冷熱株式会社 50300010447085030001044708 　5030001044708共同冷熱株式会社 　共同冷熱株式会社 5030001044708共同冷熱株式会社共同冷熱株式会社 　共同冷熱株式会社共同冷熱株式会社 　5030001044708 　　共同冷熱株式会社 5030001044708共同冷熱株式会社 　5030001044708 　共同冷熱株式会社 　5030001044708 　5030001044708 　共同冷熱株式会社



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,840,000 1 ◎

2 2,948,000 2

3 3,000,000 3

4 3,005,000 4

5 3,005,000 4

6

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）

3,067,200

埼玉県朝霞市溝沼２－１０－２５

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午後３時１０分

最低制限価格（税抜） 2,155,035

履行場所 朝霞市青葉台１丁目７番１号（中央公民館）他２館

履行期間

・公民館３館の空気調和設備の保守点検

発注業種 保守点検　空気調和設備

株式会社冷暖坊株式会社冷暖坊 1030001048613株式会社冷暖坊株式会社冷暖坊 1030001048613

イチコー工業株式会社

件名 公民館空気調和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３２年３月３１日

業務概要

9030001044605

2,840,000

6030002059084

共同冷熱株式会社

2030001044727小泉電機工業株式会社

株式会社伊藤電気工業

共同冷熱株式会社

有限会社ナカタ有限会社ナカタ 6030002059084

2030001044727

設計金額(税抜) 3,005,000

摘要

3,005,000

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

　

1030001048613

5030001044708

1030001048613

　503000104470850300010447085030001044708

一抜け

共同冷熱株式会社

　小泉電機工業株式会社 　

株式会社伊藤電気工業株式会社伊藤電気工業 　株式会社伊藤電気工業 　1030001044620

小泉電機工業株式会社 2030001044727 　2030001044727小泉電機工業株式会社

　有限会社ナカタ

株式会社伊藤電気工業 1030001044620 　

イチコー工業株式会社　

1030001048613 一抜け株式会社冷暖坊 一抜け1030001048613株式会社冷暖坊 一抜け10300010486131030001048613 一抜け株式会社冷暖坊 1030001048613

　小泉電機工業株式会社 　

一抜け

　共同冷熱株式会社 5030001044708

　6030002059084

1030001044620 　1030001044620

2030001044727

　

　

1030001044620 　株式会社伊藤電気工業

小泉電機工業株式会社小泉電機工業株式会社 　2030001044727

1030001044620

小泉電機工業株式会社小泉電機工業株式会社 2030001044727 　

共同冷熱株式会社

2030001044727 　2030001044727小泉電機工業株式会社 　2030001044727

共同冷熱株式会社 　　共同冷熱株式会社 　50300010447085030001044708共同冷熱株式会社 　共同冷熱株式会社 5030001044708 　5030001044708共同冷熱株式会社 　共同冷熱株式会社共同冷熱株式会社 　5030001044708 　共同冷熱株式会社共同冷熱株式会社共同冷熱株式会社 50300010447085030001044708 　50300010447085030001044708

1030001048613

　5030001044708 　　

株式会社冷暖坊 一抜け一抜け株式会社冷暖坊株式会社冷暖坊 一抜け10300010486131030001048613 一抜け株式会社冷暖坊 10300010486131030001048613 一抜け1030001048613株式会社冷暖坊 一抜け株式会社冷暖坊 1030001048613株式会社冷暖坊株式会社冷暖坊 一抜け株式会社冷暖坊株式会社冷暖坊 一抜け1030001048613 一抜け一抜け株式会社冷暖坊 1030001048613株式会社冷暖坊 一抜け1030001048613 一抜け株式会社冷暖坊 一抜け1030001048613 一抜け1030001048613 一抜け株式会社冷暖坊



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 980,000 1 ◎

2 1,020,000 2

3 1,030,000 3

4

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

1,058,400

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午後３時２０分

最低制限価格（税抜） 929,258

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

・議場及び委員会室の録音、カメラシステムの保守点検

発注業種 保守点検　録音機器

1010401013937

9010401054908

株式会社東和エンジニアリング
関東支店

件名 録音機器保守点検業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３２年３月３１日

業務概要

8010501022641

980,000

1010401013937

9010401054908都築電気株式会社　北関東営業所

株式会社ＪＶＣケンウッド・公共
産業システム　関東支店

情報通信システムエンジニアリン
グ株式会社　埼玉営業所
情報通信システムエンジニアリン
グ株式会社　埼玉営業所

設計金額(税抜) 1,327,000

摘要

1,327,000

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

　
情報通信システムエンジニアリン
グ株式会社　埼玉営業所

株式会社ＪＶＣケンウッド・公共
産業システム　関東支店

3020001113291 　3020001113291 　
株式会社ＪＶＣケンウッド・公共
産業システム　関東支店

　3020001113291

未受領都築電気株式会社　北関東営業所 9010401054908 未受領9010401054908 未受領都築電気株式会社　北関東営業所 未受領都築電気株式会社　北関東営業所

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－９７０－６

株式会社東和エンジニアリング　関東支店

　1010401013937

3020001113291 　3020001113291
株式会社ＪＶＣケンウッド・公共
産業システム　関東支店

　
株式会社ＪＶＣケンウッド・公共
産業システム　関東支店
株式会社ＪＶＣケンウッド・公共
産業システム　関東支店

　3020001113291

都築電気株式会社　北関東営業所都築電気株式会社　北関東営業所 9010401054908 未受領9010401054908 未受領都築電気株式会社　北関東営業所 未受領90104010549089010401054908 未受領9010401054908都築電気株式会社　北関東営業所 未受領都築電気株式会社　北関東営業所都築電気株式会社　北関東営業所 未受領9010401054908



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 841,100 1 ◎

2 858,000 2

3 888,600 3

4

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

908,388

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午後３時３０分

最低制限価格（税抜） 729,042

履行場所 朝霞市大字溝沼１０２９番地の８（溝沼学校給食センター）他４ヶ所

履行期間

・びん、缶、ダンボール等の収集運搬及び処分

発注業種 廃棄物処理　廃棄物の収集・運搬

8030002065741

3030001047035

大村商事株式会社　朝霞支社

件名 事業系一般ごみ収集運搬業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３２年３月２３日

業務概要

1030001045239

841,100

8030002065741

3030001047035株式会社こばやし産業

片山商事株式会社

有限会社志木リサイクル有限会社志木リサイクル

設計金額(税抜) 930,350

摘要

930,350

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

　有限会社志木リサイクル

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

辞退株式会社こばやし産業 3030001047035 辞退3030001047035 辞退株式会社こばやし産業 辞退株式会社こばやし産業

埼玉県朝霞市上内間木７１３－８

大村商事株式会社　朝霞支社

　8030002065741

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

株式会社こばやし産業株式会社こばやし産業 3030001047035 辞退3030001047035 辞退株式会社こばやし産業 辞退30300010470353030001047035 辞退3030001047035株式会社こばやし産業 辞退株式会社こばやし産業株式会社こばやし産業 辞退3030001047035



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,071,000 1 ◎

2 1,146,100 2

3

4

備
考

円
落札業者名

落札金額（税込）

1,156,680

開札日時 平成３１年４月１８日（木）　午後３時４０分

最低制限価格（税抜） 817,956

履行場所 朝霞市大字下内間木１５４９番地の１（内間木排水機場内）

履行期間

・不法投棄等の廃棄物でクリーンセンター内において焼却、破砕のできないものの処分を委託する。

発注業種 廃棄物処理　不燃物の運搬

1030001045239

3030001046053

片山商事株式会社

件名 不適燃焼物処理委託（単価契約）

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　平成３２年３月２２日

業務概要

9030001044687

1,071,000

1030001045239

3030001046053日栄興産株式会社

株式会社アシスト

大村商事株式会社　朝霞支社大村商事株式会社　朝霞支社

設計金額(税抜) 1,178,000

摘要

1,178,000

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

　大村商事株式会社　朝霞支社

株式会社アシスト 3030001045047 無効3030001045047 無効株式会社アシスト 無効3030001045047

無効日栄興産株式会社 3030001046053 無効3030001046053 無効日栄興産株式会社 無効日栄興産株式会社

埼玉県朝霞市栄町５－６－１９

片山商事株式会社　

　1030001045239

3030001045047 無効3030001045047株式会社アシスト 無効株式会社アシスト株式会社アシスト 無効3030001045047

日栄興産株式会社日栄興産株式会社 3030001046053 無効3030001046053 無効日栄興産株式会社 無効30300010460533030001046053 無効3030001046053日栄興産株式会社 無効日栄興産株式会社日栄興産株式会社 無効3030001046053


