
入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,160,000 1 ◎

2 3,195,000 2

3 3,228,000 3

4 3,245,000 4

5 3,335,000 5

備
考

円

エスケイ機工株式会社　本店

埼玉県朝霞市宮戸４－１３－１７

株式会社ティーディーイー　埼玉支店

　　エスケイ機工株式会社　本店 6030001050341 　

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

　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

アイザワ工業有限会社　本店 7030002058085 　7030002058085 　アイザワ工業有限会社　本店 　7030002058085

　6030001050341 　60300010503416030001050341

摘要

3,387,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

6030001050341エスケイ機工株式会社　本店

8013301011715

エスケイ機工株式会社　本店

6030001044764五島工業株式会社　本店

アイザワ工業有限会社　本店

エスケイ機工株式会社　本店

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715

株式会社ティーディーイー　埼玉
支店

件名 市道４９７号線他雨水管工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年８月３０日

業務概要

1010001051057

3,160,000

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前８時５０分

最低制限価格（税抜） 2,917,780

履行場所 朝霞市溝沼２丁目地内

履行期間

設計金額(税抜) 3,387,000

落札業者名
落札金額（税込）

3,412,800

7030002058085

工事延長 L＝32.3m

発注業種 土木工事業　土木一式工事

6030001044764 　

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 　8013301011715

　アイザワ工業有限会社　本店 7030002058085アイザワ工業有限会社　本店 　

　

アイザワ工業有限会社　本店 　7030002058085

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

エスケイ機工株式会社　本店

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

　

6030001044764

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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,020,000 1 ◎

2 3,080,000 2

3 3,100,000 3

4 3,140,000 4

5

備
考

円

古内土木株式会社　本店

埼玉県朝霞市田島２－６－６６

宮林建設株式会社　本店

未受領未受領古内土木株式会社　本店 9030001044745 未受領

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

　株式会社冨岡組　本店

株式会社林土木　関東支店 4230001006622 　4230001006622 　株式会社林土木　関東支店 　4230001006622

未受領9030001044745 未受領90300010447459030001044745

摘要

3,270,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

9030001044745古内土木株式会社　本店

6030001044962

古内土木株式会社　本店

9030001044662株式会社小倉造園　本店

株式会社林土木　関東支店

古内土木株式会社　本店

株式会社冨岡組　本店 6030001044962

宮林建設株式会社　本店

件名 本町農園新設工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年６月２６日

業務概要

1030001045115

3,020,000

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前８時５０分

最低制限価格（税抜） 2,894,734

履行場所 朝霞市本町１丁目１０４番２

履行期間

設計金額(税抜) 3,270,000

落札業者名
落札金額（税込）

3,261,600

4230001006622

片付工、整地工、区画割工、区画表示工、外柵工、駐車場整備工　他

発注業種 土木工事業　農業土木工事

9030001044662 　

株式会社冨岡組　本店 　6030001044962

　株式会社林土木　関東支店 4230001006622株式会社林土木　関東支店 　

　

株式会社林土木　関東支店 　4230001006622

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

古内土木株式会社　本店

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

未受領

9030001044662

未受領古内土木株式会社　本店 9030001044745 未受領9030001044745 未受領古内土木株式会社　本店 未受領未受領9030001044745古内土木株式会社　本店 9030001044745古内土木株式会社　本店 9030001044745 未受領9030001044745 未受領古内土木株式会社　本店 90300010447459030001044745古内土木株式会社　本店 未受領古内土木株式会社　本店 9030001044745古内土木株式会社　本店 未受領9030001044745古内土木株式会社　本店



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 7,200,000 1 ◎

2 9,500,000 2

3 9,550,000 3

4 9,600,000 4

5 9,650,000 5

6 9,830,000 6

備
考

円

トーカイテック株式会社　朝霞営
業所

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－１３－２

株式会社コーセツコンサルタント　関東支店

5010901011288 　
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

　5010901011288
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

　

　

5010901011288 　
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

5010901011288 　

　
トーカイテック株式会社　朝霞営
業所

7030001005674 　

　
日本水工設計株式会社　関東事務
所

4010001062217 　4010001062217 　
日本水工設計株式会社　関東事務
所

　
日本水工設計株式会社　関東事務
所

　株式会社関東工社　本店

株式会社昭和設計　埼玉事務所 8120001029102 　8120001029102 　株式会社昭和設計　埼玉事務所 　8120001029102

　

　

5010901011288

7030001005674

5010901011288

　70300010056747030001005674

摘要

9,865,000

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

7030001005674
トーカイテック株式会社　朝霞営
業所

2030001001736

トーカイテック株式会社　朝霞営
業所

4010001062217
日本水工設計株式会社　関東事務
所

株式会社昭和設計　埼玉事務所

トーカイテック株式会社　朝霞営
業所

株式会社関東工社　本店 2030001001736

朝霞都市計画下水道及び流域関連朝霞公共下水道事業計画変更設計業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月１９日

業務概要

2020001014763

7,200,000

設計金額(税抜) 9,865,000

4010001062217

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前８時５０分

最低制限価格（税抜） 6,928,682

履行場所 朝霞市内

履行期間

株式会社コーセツコンサルタント
関東支店

件名

・都市計画決定図書作成（55.0ha）　雨水排水区域の変更（114.4ha）事業期間延伸

発注業種 建設コンサルタント　下水管渠

落札業者名
落札金額（税込）

7,776,000

株式会社関東工社　本店 　2030001001736

　株式会社昭和設計　埼玉事務所 8120001029102株式会社昭和設計　埼玉事務所 　8120001029102株式会社昭和設計　埼玉事務所 　8120001029102

日本水工設計株式会社　関東事務
所

4010001062217 　4010001062217 　
日本水工設計株式会社　関東事務
所

　4010001062217
日本水工設計株式会社　関東事務
所

　
日本水工設計株式会社　関東事務
所

4010001062217
日本水工設計株式会社　関東事務
所

　4010001062217
日本水工設計株式会社　関東事務
所

　4010001062217

　
トーカイテック株式会社　朝霞営
業所

7030001005674 　7030001005674 　
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

7030001005674
トーカイテック株式会社　朝霞営
業所

7030001005674
トーカイテック株式会社　朝霞営
業所

7030001005674 　7030001005674 　
トーカイテック株式会社　朝霞営
業所

　7030001005674
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

7030001005674
トーカイテック株式会社　朝霞営
業所

　7030001005674
トーカイテック株式会社　朝霞営
業所

　7030001005674

株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

　　
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

5010901011288 　　5010901011288 　
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

5010901011288
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

5010901011288
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

5010901011288 　
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

　
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

5010901011288501090101128850109010112885010901011288
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

　5010901011288
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

　
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

5010901011288 　
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

5010901011288 　
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

　5010901011288
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

　5010901011288 　5010901011288 　
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 4,570,000 1 ◎

2 4,590,000 2

3 4,610,000 3

4 4,630,000 4

5 4,633,000 5

6 4,635,000 6

備
考

円

有限会社植鉄造園　朝霞支店

埼玉県朝霞市宮戸４－１－３６

株式会社小倉造園　本店

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

　

1030001049371 　株式会社庭創人　本店 1030001049371 　

　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

　有限会社内田造園土木　本店

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

　

　

1030001049371

1030002066424

1030001049371

　10300020664241030002066424

摘要

4,732,000

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

1030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店

9030002058281

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

有限会社和智造園　本店

有限会社植鉄造園　朝霞支店

有限会社内田造園土木　本店 9030002058281

荒川運動場管理委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月３１日

業務概要

9030001044662

4,570,000

設計金額(税抜) 4,732,000

8013301011715

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前８時５０分

最低制限価格（税抜） 3,533,261

履行場所 朝霞市大字上内間木他地内

履行期間

株式会社小倉造園　本店

件名

・荒川運動場の除草、グランド整備、清掃、ゴミ回収、不法投棄処理等の管理

発注業種 苑地維持管理

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

4,935,600

有限会社内田造園土木　本店 　9030002058281

　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

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

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

株式会社庭創人　本店 　　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　本店株式会社庭創人　本店 1030001049371株式会社庭創人　本店 1030001049371株式会社庭創人　本店株式会社庭創人　本店株式会社庭創人　本店 1030001049371 　株式会社庭創人　本店 　株式会社庭創人　本店 1030001049371103000104937110300010493711030001049371株式会社庭創人　本店 　1030001049371株式会社庭創人　本店 　株式会社庭創人　本店 1030001049371 　株式会社庭創人　本店 1030001049371 　株式会社庭創人　本店 　1030001049371株式会社庭創人　本店 　1030001049371 　1030001049371 　株式会社庭創人　本店



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,020,000 1 ◎

2 3,036,000 2

3 3,057,000 3

4 3,080,000 4

5 3,090,000 5

6

備
考

円

有限会社植鉄造園　朝霞支店

埼玉県朝霞市田島２－４－２６

株式会社庭創人　本店

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

　

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

　有限会社植鉄造園　朝霞支店 1030002066424 　

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

　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

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

一抜け

　

9030001044662

1030002066424

9030001044662

　10300020664241030002066424

摘要

3,109,000

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

1030002066424有限会社植鉄造園　朝霞支店

8013301011715

有限会社植鉄造園　朝霞支店

9030002058281有限会社内田造園土木　本店

有限会社和智造園　本店

有限会社植鉄造園　朝霞支店

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715

基地跡地暫定利用広場除草業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年１１月３０日

業務概要

1030001049371

3,020,000

設計金額(税抜) 3,109,000

9030002058281

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前８時５０分

最低制限価格（税抜） 2,348,703

履行場所 朝霞市大字膝折外地内

履行期間

株式会社庭創人　本店

件名

・除草面積　延べ５６，０００㎡

発注業種 苑地維持管理

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

3,261,600

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 　8013301011715

　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

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

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

株式会社小倉造園　本店 一抜け一抜け株式会社小倉造園　本店 9030001044662 一抜け一抜け9030001044662 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 9030001044662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 一抜け株式会社小倉造園　本店 9030001044662903000104466290300010446629030001044662株式会社小倉造園　本店 一抜け9030001044662株式会社小倉造園　本店 一抜け株式会社小倉造園　本店 9030001044662 一抜け株式会社小倉造園　本店 9030001044662 一抜け株式会社小倉造園　本店 一抜け9030001044662株式会社小倉造園　本店 一抜け9030001044662 一抜け9030001044662 一抜け株式会社小倉造園　本店



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 750,000 1 ◎

2 756,000 2

3

4

備
考

円

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　関東支店

辞退富士通リース株式会社　関東支店 2010001128507 辞退2010001128507 辞退富士通リース株式会社　関東支店 辞退富士通リース株式会社　関東支店

　リコーリース株式会社　関東支社

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4010001049866

摘要

780,000

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

7010601037788

2010001128507富士通リース株式会社　関東支店

三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

リコーリース株式会社　関東支社 7010601037788

ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関東支店

件名 印刷機賃貸借

予定価格(税抜)

　

令和元年６月１日　から　令和６年５月３１日

業務概要

8010401021784

750,000

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前９時４０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市大字溝沼１０２９番地の８（溝沼学校給食センター）

履行期間

設計金額(税抜) 780,000

落札業者名
落札金額（税込）

810,000

4010001049866

モノクロデジタル印刷機の賃貸借

発注業種 リース・レンタル　印刷機

2010001128507 辞退

リコーリース株式会社　関東支社 　7010601037788

辞退
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

4010001049866
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

辞退

辞退

三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

辞退4010001049866

富士通リース株式会社　関東支店 2010001128507 辞退2010001128507 辞退富士通リース株式会社　関東支店 20100011285072010001128507富士通リース株式会社　関東支店 辞退富士通リース株式会社　関東支店 2010001128507富士通リース株式会社　関東支店 辞退2010001128507富士通リース株式会社　関東支店



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 986,400 1 ◎

2 1,008,000 2

3

4

5

6

7

8

9

備
考

円

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

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

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

辞退

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

4010001032368 未受領

辞退
大和リース株式会社　さいたま支
店

4120001077476 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

　
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

未受領

辞退

辞退

辞退

4010001032368

4120001077476

4010001032368

辞退41200010774764120001077476

摘要

1,188,000

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

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

8030001005896

公用車（軽貨物）賃貸借（教育総務課）

予定価格(税抜)

　

令和元年１０月１日　から　令和７年９月３０日

業務概要

4030001006097

986,400

設計金額(税抜) 1,188,000

日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

8010401059346

総合メディカル株式会社　埼玉支
店

日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

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

7010601037788

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前１０時２０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

株式会社トヨタレンタリース埼玉
本店

件名

教育総務課で使用する公用車の賃貸借（軽貨物車１台）

発注業種 リース・レンタル　車

未受領

落札業者名
落札金額（税込）

1,065,312

株式会社トヨタレンタリース新埼
玉

　8030001005896

辞退株式会社アクティオ　朝霞営業所 6010001034494株式会社アクティオ　朝霞営業所 辞退6010001034494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 7010601037788 辞退7010601037788 辞退リコーリース株式会社　関東支社 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 7010601037788リコーリース株式会社　関東支社 辞退7010601037788リコーリース株式会社　関東支社 辞退7010601037788

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

4120001077476
大和リース株式会社　さいたま支
店

4120001077476
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

4120001077476
大和リース株式会社　さいたま支
店

辞退4120001077476
大和リース株式会社　さいたま支
店

辞退4120001077476

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
株式会社レンタルのニッケン　所
沢インター営業所

4010001032368 未受領未受領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
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

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
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

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

4010001032368401000103236840100010323684010001032368
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

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

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

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4010001032368 未受領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

日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退1010001025515
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

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

辞退辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退辞退1010001025515 辞退101000102551510100010255151010001025515 辞退辞退辞退辞退
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

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

辞退辞退1010001025515
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

10100010255151010001025515
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
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

辞退1010001025515
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退1010001025515
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

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

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

8010401059346
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 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

8010401059346801040105934680104010593468010401059346
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

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8010401059346 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

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

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

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

未受領未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

7290001008379 未受領未受領7290001008379 未受領729000100837972900010083797290001008379 未受領未受領未受領未受領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

未受領
総合メディカル株式会社　埼玉支
店

7290001008379 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7290001008379
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

72900010083797290001008379
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

7290001008379
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

未受領7290001008379
総合メディカル株式会社　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 13,790,000 1 ◎

2 17,343,000 2

3 19,000,000 3

4 19,000,000 3

5 19,250,000 5

6 19,300,000 6

備
考

円

株式会社パスコ　さいたま支店

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－６

株式会社協和コンサルタンツ　関東営業所

1011101061219 　
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

　1011101061219
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

　

　

1011101061219 　
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

1011101061219 　

　株式会社パスコ　さいたま支店 5013201004656 　

　
株式会社　建設技術研究所　関東
事務所

7010001042703 　7010001042703 　
株式会社　建設技術研究所　関東
事務所

　
株式会社　建設技術研究所　関東
事務所

　
東日本総合計画株式会社　新座支
店

昭和株式会社　埼玉支社 6011501002206 　6011501002206 　昭和株式会社　埼玉支社 　6011501002206

　

　

1011101061219

5013201004656

1011101061219

　50132010046565013201004656

摘要

19,270,000

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

5013201004656株式会社パスコ　さいたま支店

3013301008369

株式会社パスコ　さいたま支店

7010001042703
株式会社　建設技術研究所　関東
事務所

昭和株式会社　埼玉支社

株式会社パスコ　さいたま支店

東日本総合計画株式会社　新座支
店

3013301008369

朝霞市学校施設長寿命化計画策定支援業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月３１日

業務概要

2011001006553

13,790,000

設計金額(税抜) 19,270,000

7010001042703

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前１０時３０分

最低制限価格（税抜） 13,249,281

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１４校

履行期間

株式会社協和コンサルタンツ　関
東営業所

件名

学校施設の長寿命化計画策定支援業務を行う

発注業種 計画策定・コンサルタント　総合計画系

落札業者名
落札金額（税込）

14,893,200

東日本総合計画株式会社　新座支
店

　3013301008369

　昭和株式会社　埼玉支社 6011501002206昭和株式会社　埼玉支社 　6011501002206昭和株式会社　埼玉支社 　6011501002206

株式会社　建設技術研究所　関東
事務所

7010001042703 　7010001042703 　
株式会社　建設技術研究所　関東
事務所

　7010001042703
株式会社　建設技術研究所　関東
事務所

　
株式会社　建設技術研究所　関東
事務所

7010001042703
株式会社　建設技術研究所　関東
事務所

　7010001042703
株式会社　建設技術研究所　関東
事務所

　7010001042703

　株式会社パスコ　さいたま支店 5013201004656 　5013201004656 　株式会社パスコ　さいたま支店 　株式会社パスコ　さいたま支店 5013201004656株式会社パスコ　さいたま支店 5013201004656株式会社パスコ　さいたま支店 5013201004656 　5013201004656 　株式会社パスコ　さいたま支店 　5013201004656株式会社パスコ　さいたま支店 　株式会社パスコ　さいたま支店 5013201004656株式会社パスコ　さいたま支店 　5013201004656株式会社パスコ　さいたま支店 　5013201004656

株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

　　
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

1011101061219 　　1011101061219 　
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

1011101061219
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

1011101061219
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

1011101061219 　
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

　
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

1011101061219101110106121910111010612191011101061219
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

　1011101061219
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

　
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

1011101061219 　
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

1011101061219 　
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

　1011101061219
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所

　1011101061219 　1011101061219 　
株式会社国際開発コンサルタンツ
北関東事務所



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 310,000 1 ◎

2 384,400 2

3 391,840 3

4

備
考

円

埼玉県入間市上藤沢３０９－８

株式会社武蔵臨床検査所　

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

　
株式会社　第一臨床医学検査セン
ター

株式会社メディアース・ビケン 8030001088999 　8030001088999 　株式会社メディアース・ビケン 　8030001088999

摘要

421,600

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

1030001051170

3080001016530
株式会社静環検査センター　埼玉
営業所

株式会社メディアース・ビケン

株式会社　第一臨床医学検査セン
ター

1030001051170

株式会社武蔵臨床検査所

件名 学校給食課腸内細菌検査（単価契約）

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月２５日

業務概要

8030001027321

310,000

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前１０時４０分

最低制限価格（税抜） 296,157

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施設

履行期間

設計金額(税抜) 421,600

落札業者名

契約単価　125円（税抜）／検体

落札金額（税込）

334,800

8030001088999

学校給食課職員の赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌の検査

発注業種 測定・分析　臨床検査

3080001016530 辞退

株式会社　第一臨床医学検査セン
ター

　1030001051170

　株式会社メディアース・ビケン 8030001088999株式会社メディアース・ビケン 　

辞退

株式会社メディアース・ビケン 　8030001088999

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

30800010165303080001016530
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

3080001016530
株式会社静環検査センター　埼玉
営業所

辞退3080001016530
株式会社静環検査センター　埼玉
営業所



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,580,000 1 ◎

2 2,670,000 2

3

4

備
考

円

埼玉県さいたま市大宮区宮町３－１３４－２

旭ビル管理株式会社　

辞退株式会社クマヒラ　さいたま支店 1010001108872 辞退1010001108872 辞退株式会社クマヒラ　さいたま支店 辞退株式会社クマヒラ　さいたま支店

　株式会社フミテック

埼玉測量設計株式会社　西部営業
所

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

辞退1030001003007

摘要

1,670,000

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

1010401026088

1010001108872株式会社クマヒラ　さいたま支店

埼玉測量設計株式会社　西部営業
所

株式会社フミテック 1010401026088

旭ビル管理株式会社

件名 博物館くん蒸業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年９月３０日

業務概要

7030001000477

1,580,000

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前１０時５０分

最低制限価格（税抜） 1,158,896

履行場所 朝霞市岡２丁目７番２２号　(博物館)

履行期間

設計金額(税抜) 1,670,000

落札業者名
落札金額（税込）

1,706,400

1030001003007

一般収蔵庫及び特別収蔵庫のくん蒸
くん蒸実施期間６月１４日（金）～２１日（金）

発注業種 文化財　文化財くん蒸

1010001108872 辞退

株式会社フミテック 　1010401026088

辞退
埼玉測量設計株式会社　西部営業
所

1030001003007
埼玉測量設計株式会社　西部営業
所

辞退

辞退

埼玉測量設計株式会社　西部営業
所

辞退1030001003007

株式会社クマヒラ　さいたま支店 1010001108872 辞退1010001108872 辞退株式会社クマヒラ　さいたま支店 10100011088721010001108872株式会社クマヒラ　さいたま支店 辞退株式会社クマヒラ　さいたま支店 1010001108872株式会社クマヒラ　さいたま支店 辞退1010001108872株式会社クマヒラ　さいたま支店



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,588,200 1 ◎

2 4,000,000 2

3 4,500,000 3

4 4,500,000 3

5 4,520,000 5

6 4,600,000 6

7 4,600,000 6

備
考

円

株式会社アルファサービス

埼玉県朝霞市根岸台７－３３－７

株式会社日創美装　朝霞営業所

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

　

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

　株式会社アルファサービス 7030001044581 　

　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

　片山商事株式会社

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

　

　

　

3030001044800

7030001044581

3030001044800

　70300010445817030001044581

摘要

4,660,000

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

7030001044581株式会社アルファサービス

9030001044687

株式会社アルファサービス

2030001007106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

株式会社アルファサービス

片山商事株式会社 9030001044687

小・中学校トイレ清掃業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月３１日

業務概要

6030001047115

3,588,200

設計金額(税抜) 4,660,000

東洋アクア工業株式会社東洋アクア工業株式会社 80300010464298030001046429東洋アクア工業株式会社

2030001007106

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前１１時００分

最低制限価格（税抜） 3,251,235

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１４校

履行期間

株式会社日創美装　朝霞営業所

件名

朝霞市内の小・中学校全15校のトイレ清掃を行う。

発注業種 建物管理　建物清掃

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

3,875,256

片山商事株式会社 　9030001044687

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

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

　株式会社アルファサービス 7030001044581 　7030001044581 　株式会社アルファサービス 　株式会社アルファサービス 7030001044581株式会社アルファサービス 7030001044581株式会社アルファサービス 7030001044581 　7030001044581 　株式会社アルファサービス 　7030001044581株式会社アルファサービス 　株式会社アルファサービス 7030001044581株式会社アルファサービス 　7030001044581株式会社アルファサービス 　7030001044581

株式会社桜メンテナンス 　　株式会社桜メンテナンス 3030001044800 　　3030001044800 　株式会社桜メンテナンス株式会社桜メンテナンス株式会社桜メンテナンス 3030001044800株式会社桜メンテナンス 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 　株式会社桜メンテナンス 　株式会社桜メンテナンス 3030001044800303000104480030300010448003030001044800株式会社桜メンテナンス 　3030001044800株式会社桜メンテナンス 　株式会社桜メンテナンス 3030001044800 　株式会社桜メンテナンス 3030001044800 　株式会社桜メンテナンス 　3030001044800株式会社桜メンテナンス 　3030001044800 　3030001044800 　株式会社桜メンテナンス

東洋アクア工業株式会社 　8030001046429東洋アクア工業株式会社 　8030001046429 　東洋アクア工業株式会社 80300010464298030001046429 　80300010464298030001046429東洋アクア工業株式会社東洋アクア工業株式会社東洋アクア工業株式会社 　　東洋アクア工業株式会社 　　8030001046429 　803000104642980300010464298030001046429 　　　　東洋アクア工業株式会社 　東洋アクア工業株式会社 8030001046429 　8030001046429 　東洋アクア工業株式会社 　　8030001046429東洋アクア工業株式会社 8030001046429東洋アクア工業株式会社 80300010464298030001046429東洋アクア工業株式会社 8030001046429東洋アクア工業株式会社東洋アクア工業株式会社 　東洋アクア工業株式会社 8030001046429東洋アクア工業株式会社 　8030001046429東洋アクア工業株式会社 　8030001046429東洋アクア工業株式会社



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,350,000 1 ◎

2 1,400,000 2

3 1,400,000 2

4 1,400,000 2

5 1,410,000 5

6 1,420,000 6

7

備
考

円

株式会社アルファサービス

埼玉県朝霞市岡２－１－１９

株式会社桜メンテナンス　

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

　

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

　株式会社アルファサービス 7030001044581 　

　東洋アクア工業株式会社 8030001046429 　8030001046429 　東洋アクア工業株式会社 　東洋アクア工業株式会社

　片山商事株式会社

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

　

一抜け

　

5013301009489

7030001044581

5013301009489

　70300010445817030001044581

摘要

1,437,400

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

7030001044581株式会社アルファサービス

9030001044687

株式会社アルファサービス

8030001046429東洋アクア工業株式会社

ビソー工業株式会社　朝霞支店

株式会社アルファサービス

片山商事株式会社 9030001044687

博物館定期清掃業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月３１日

業務概要

3030001044800

1,350,000

設計金額(税抜) 1,437,400

株式会社日創美装　朝霞営業所株式会社日創美装　朝霞営業所 60300010471156030001047115株式会社日創美装　朝霞営業所

8030001046429

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前１１時１０分

最低制限価格（税抜） 1,011,512

履行場所 朝霞市岡２丁目２７番２２号（朝霞市博物館）

履行期間

株式会社桜メンテナンス

件名

定期清掃、環境衛生管理業務

発注業種 建物管理　建物清掃

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

1,458,000

片山商事株式会社 　9030001044687

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

東洋アクア工業株式会社 8030001046429 　8030001046429 　東洋アクア工業株式会社 　8030001046429東洋アクア工業株式会社 　東洋アクア工業株式会社 8030001046429東洋アクア工業株式会社 　8030001046429東洋アクア工業株式会社 　8030001046429

　株式会社アルファサービス 7030001044581 　7030001044581 　株式会社アルファサービス 　株式会社アルファサービス 7030001044581株式会社アルファサービス 7030001044581株式会社アルファサービス 7030001044581 　7030001044581 　株式会社アルファサービス 　7030001044581株式会社アルファサービス 　株式会社アルファサービス 7030001044581株式会社アルファサービス 　7030001044581株式会社アルファサービス 　7030001044581

日建総業株式会社　埼玉支店 　　日建総業株式会社　埼玉支店 5013301009489 　　5013301009489 　日建総業株式会社　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 5013301009489日建総業株式会社　埼玉支店 5013301009489日建総業株式会社　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 5013301009489 　日建総業株式会社　埼玉支店 　日建総業株式会社　埼玉支店 5013301009489501330100948950133010094895013301009489日建総業株式会社　埼玉支店 　5013301009489日建総業株式会社　埼玉支店 　日建総業株式会社　埼玉支店 5013301009489 　日建総業株式会社　埼玉支店 5013301009489 　日建総業株式会社　埼玉支店 　5013301009489日建総業株式会社　埼玉支店 　5013301009489 　5013301009489 　日建総業株式会社　埼玉支店

株式会社日創美装　朝霞営業所 一抜け6030001047115株式会社日創美装　朝霞営業所 一抜け6030001047115 一抜け株式会社日創美装　朝霞営業所 60300010471156030001047115 一抜け60300010471156030001047115株式会社日創美装　朝霞営業所株式会社日創美装　朝霞営業所株式会社日創美装　朝霞営業所 一抜け一抜け株式会社日創美装　朝霞営業所 一抜け一抜け6030001047115 一抜け603000104711560300010471156030001047115 一抜け一抜け一抜け一抜け株式会社日創美装　朝霞営業所 一抜け株式会社日創美装　朝霞営業所 6030001047115 一抜け6030001047115 一抜け株式会社日創美装　朝霞営業所 一抜け一抜け6030001047115株式会社日創美装　朝霞営業所 6030001047115株式会社日創美装　朝霞営業所 60300010471156030001047115株式会社日創美装　朝霞営業所 6030001047115株式会社日創美装　朝霞営業所株式会社日創美装　朝霞営業所 一抜け株式会社日創美装　朝霞営業所 6030001047115株式会社日創美装　朝霞営業所 一抜け6030001047115株式会社日創美装　朝霞営業所 一抜け6030001047115株式会社日創美装　朝霞営業所



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,990,000 1 ◎

2 1,999,000 2

3 2,000,000 3

4 2,040,000 4

5 2,060,000 5

備
考

円

小泉電機工業株式会社

埼玉県朝霞市溝沼５－９－１４－１０５

株式会社冷暖坊　

　　小泉電機工業株式会社 2030001044727 　

　株式会社伊藤電気工業 1030001044620 　1030001044620 　株式会社伊藤電気工業 　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 9030001044605 　9030001044605 　イチコー工業株式会社 　9030001044605

　2030001044727 　20300010447272030001044727

摘要

2,080,000

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

2030001044727小泉電機工業株式会社

6030002059084

小泉電機工業株式会社

1030001044620株式会社伊藤電気工業

イチコー工業株式会社

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

件名 保育園冷暖房機洗浄業務

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年７月１２日

業務概要

1030001048613

1,990,000

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前１１時２０分

最低制限価格（税抜） 1,637,652

履行場所 朝霞市大字浜崎６６２番地の１（浜崎保育園）他７園

履行期間

設計金額(税抜) 2,080,000

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

2,149,200

9030001044605

保育園（8園）のエアコン８２台の分解化学洗浄を行う

発注業種 保守点検　空気調和設備

1030001044620 　

有限会社ナカタ 　6030002059084

　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 　9030001044605

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

1030001044620株式会社伊藤電気工業 　株式会社伊藤電気工業 1030001044620株式会社伊藤電気工業 　1030001044620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 　　2030001044727小泉電機工業株式会社 2030001044727小泉電機工業株式会社 2030001044727 　2030001044727 　小泉電機工業株式会社 20300010447272030001044727小泉電機工業株式会社 　小泉電機工業株式会社 2030001044727小泉電機工業株式会社 　2030001044727小泉電機工業株式会社



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 865,000 1 ◎

2 898,000 2

3 980,000 3

4 988,000 4

5

備
考

円

株式会社冷暖坊

埼玉県朝霞市膝折町１－１０－２４

有限会社ナカタ　

一抜け一抜け株式会社冷暖坊 1030001048613 一抜け

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

　イチコー工業株式会社

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

一抜け1030001048613 一抜け10300010486131030001048613

摘要

1,040,000

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株式会社冷暖坊

9030001044605

株式会社冷暖坊

1030001044620株式会社伊藤電気工業

小泉電機工業株式会社

株式会社冷暖坊

イチコー工業株式会社 9030001044605

有限会社ナカタ

件名 保育園空気調和設備点検業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月１３日

業務概要

6030002059084

865,000

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前１１時３０分

最低制限価格（税抜） 828,610

履行場所 朝霞市大字溝沼４３５番地の１（さくら保育園）他２園

履行期間

設計金額(税抜) 1,040,000

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

934,200

2030001044727

さくら、宮戸及び仲町保育園の空気調和設備（ＧＨＰ）の点検を行う

発注業種 保守点検　空気調和設備

1030001044620 　

イチコー工業株式会社 　9030001044605

　小泉電機工業株式会社 2030001044727小泉電機工業株式会社 　

　

小泉電機工業株式会社 　2030001044727

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

株式会社冷暖坊

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

一抜け

1030001044620

一抜け株式会社冷暖坊 1030001048613 一抜け1030001048613 一抜け株式会社冷暖坊 一抜け一抜け1030001048613株式会社冷暖坊 1030001048613株式会社冷暖坊 1030001048613 一抜け1030001048613 一抜け株式会社冷暖坊 10300010486131030001048613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 一抜け1030001048613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 2,051,850 1 ◎

2 2,065,000 2

3 2,100,000 3

4 2,620,000 4

5

備
考

円

東海体育指導株式会社　埼玉支店

埼玉県志木市柏町１－１９－２５

株式会社三津穗　志木営業所

未受領未受領東海体育指導株式会社　埼玉支店 8021001036965 未受領

　ハラエンジニアリング株式会社 1030001062523 　1030001062523 　ハラエンジニアリング株式会社 　ハラエンジニアリング株式会社

　株式会社シンテン　埼玉支店

株式会社トレジャーボックス 2030001062654 　2030001062654 　株式会社トレジャーボックス 　2030001062654

未受領8021001036965 未受領80210010369658021001036965

摘要

2,910,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

8021001036965東海体育指導株式会社　埼玉支店

7011501014241

東海体育指導株式会社　埼玉支店

1030001062523ハラエンジニアリング株式会社

株式会社トレジャーボックス

東海体育指導株式会社　埼玉支店

株式会社シンテン　埼玉支店 7011501014241

株式会社三津穗　志木営業所

件名 児童遊園地遊具等保守点検管理業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月１９日

業務概要

9030001046535

2,051,850

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前１１時４０分

最低制限価格（税抜） 1,996,230

履行場所 朝霞市地内

履行期間

設計金額(税抜) 2,910,000

落札業者名
落札金額（税込）

2,215,998

2030001062654

児童遊園地の遊具の劣化、破損診断

発注業種 保守点検　遊具

1030001062523 　

株式会社シンテン　埼玉支店 　7011501014241

　株式会社トレジャーボックス 2030001062654株式会社トレジャーボックス 　

　

株式会社トレジャーボックス 　2030001062654

ハラエンジニアリング株式会社 1030001062523 　1030001062523 　ハラエンジニアリング株式会社

東海体育指導株式会社　埼玉支店

1030001062523ハラエンジニアリング株式会社 　ハラエンジニアリング株式会社 1030001062523ハラエンジニアリング株式会社 　1030001062523ハラエンジニアリング株式会社

未受領

1030001062523

未受領東海体育指導株式会社　埼玉支店 8021001036965 未受領8021001036965 未受領東海体育指導株式会社　埼玉支店 未受領未受領8021001036965東海体育指導株式会社　埼玉支店 8021001036965東海体育指導株式会社　埼玉支店 8021001036965 未受領8021001036965 未受領東海体育指導株式会社　埼玉支店 80210010369658021001036965東海体育指導株式会社　埼玉支店 未受領東海体育指導株式会社　埼玉支店 8021001036965東海体育指導株式会社　埼玉支店 未受領8021001036965東海体育指導株式会社　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 1,078,800 1 ◎

2 1,079,000 2

3 1,100,000 3

4 1,370,000 4

5

備
考

円

東海体育指導株式会社　埼玉支店

埼玉県志木市柏町１－１９－２５

株式会社三津穗　志木営業所

無効無効東海体育指導株式会社　埼玉支店 8021001036965 無効

　ハラエンジニアリング株式会社 1030001062523 　1030001062523 　ハラエンジニアリング株式会社 　ハラエンジニアリング株式会社

　株式会社シンテン　埼玉支店

株式会社トレジャーボックス 2030001062654 　2030001062654 　株式会社トレジャーボックス 　2030001062654

無効8021001036965 無効80210010369658021001036965

摘要

1,520,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

8021001036965東海体育指導株式会社　埼玉支店

7011501014241

東海体育指導株式会社　埼玉支店

1030001062523ハラエンジニアリング株式会社

株式会社トレジャーボックス

東海体育指導株式会社　埼玉支店

株式会社シンテン　埼玉支店 7011501014241

株式会社三津穗　志木営業所

件名 都市公園遊具等保守点検管理委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月１９日

業務概要

9030001046535

1,078,800

開札日時 令和元年５月１６日（木）　午前１１時５０分

最低制限価格（税抜） 1,054,667

履行場所 朝霞市地内

履行期間

設計金額(税抜) 1,520,000

落札業者名
落札金額（税込）

1,165,104

2030001062654

児童遊園地の遊具の劣化、破損診断

発注業種 保守点検　遊具

1030001062523 　

株式会社シンテン　埼玉支店 　7011501014241

　株式会社トレジャーボックス 2030001062654株式会社トレジャーボックス 　

　

株式会社トレジャーボックス 　2030001062654

ハラエンジニアリング株式会社 1030001062523 　1030001062523 　ハラエンジニアリング株式会社

東海体育指導株式会社　埼玉支店

1030001062523ハラエンジニアリング株式会社 　ハラエンジニアリング株式会社 1030001062523ハラエンジニアリング株式会社 　1030001062523ハラエンジニアリング株式会社

無効

1030001062523

無効東海体育指導株式会社　埼玉支店 8021001036965 無効8021001036965 無効東海体育指導株式会社　埼玉支店 無効無効8021001036965東海体育指導株式会社　埼玉支店 8021001036965東海体育指導株式会社　埼玉支店 8021001036965 無効8021001036965 無効東海体育指導株式会社　埼玉支店 80210010369658021001036965東海体育指導株式会社　埼玉支店 無効東海体育指導株式会社　埼玉支店 8021001036965東海体育指導株式会社　埼玉支店 無効8021001036965東海体育指導株式会社　埼玉支店
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