
入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 8,880,000 1 ◎

2 8,970,000 2

3 9,000,000 3

4 9,000,000 3

5

6

備 考

円

辞退エース技建株式会社　本店エース技建株式会社　本店 辞退8012701009179 辞退8012701009179 辞退エース技建株式会社　本店 辞退8012701009179 辞退8012701009179エース技建株式会社　本店 80127010091798012701009179 辞退8012701009179 辞退エース技建株式会社　本店 辞退エース技建株式会社　本店エース技建株式会社　本店エース技建株式会社　本店 8012701009179 辞退辞退エース技建株式会社　本店 8012701009179エース技建株式会社　本店 80127010091798012701009179エース技建株式会社　本店 辞退エース技建株式会社　本店 8012701009179エース技建株式会社　本店エース技建株式会社　本店エース技建株式会社　本店 辞退8012701009179 辞退80127010091798012701009179 辞退

6030002058227 辞退6030002058227有限会社大貫建設　本店 6030002058227 辞退有限会社大貫建設　本店有限会社大貫建設　本店 辞退6030002058227 辞退有限会社大貫建設　本店有限会社大貫建設　本店有限会社大貫建設　本店 6030002058227 辞退6030002058227 辞退有限会社大貫建設　本店 辞退60300020582276030002058227有限会社大貫建設　本店 辞退有限会社大貫建設　本店 6030002058227 辞退6030002058227 辞退有限会社大貫建設　本店

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

　2030001049395

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

藤宮工務店株式会社　本店 　1030001045040

　2030001049395株式会社武蔵野ハウジング　本店 2030001049395 　株式会社武蔵野ハウジング　本店株式会社武蔵野ハウジング　本店

エース技建株式会社　本店

有限会社大貫建設　本店

埼玉県朝霞市北原１－４－２

株式会社共進　朝霞支店

8012701009179 辞退エース技建株式会社　本店 辞退8012701009179エース技建株式会社　本店 辞退

辞退

8012701009179 辞退エース技建株式会社　本店 8012701009179 辞退

辞退有限会社大貫建設　本店 6030002058227 辞退

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

　藤宮工務店株式会社　本店

株式会社武蔵野ハウジング　本店 2030001049395 　2030001049395 　株式会社武蔵野ハウジング　本店 　2030001049395

辞退

辞退

8012701009179

6030002058227

8012701009179

辞退60300020582276030002058227

摘要

9,160,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

6030002058227有限会社大貫建設　本店

1030001045040

有限会社大貫建設　本店

6030001044962株式会社冨岡組　本店

株式会社武蔵野ハウジング　本店

有限会社大貫建設　本店

藤宮工務店株式会社　本店 1030001045040

株式会社共進　朝霞支店

件名 朝霞第三中学校ロッカー改修工事

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

5030001045598

8,880,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 8,059,205

履行場所 朝霞市大字溝沼１０４３番地の１（朝霞第三中学校）

履行期間

設計金額(税抜) 9,160,000

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

9,590,400

エース技建株式会社　本店エース技建株式会社　本店

校舎4階9教室のロッカー、掃除用具入れ、掲示板の改修を行う

発注業種 建築工事業　建築一式工事

6030001044962



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 7,800,000 1 ◎

2 8,090,000 2

3 8,100,000 3

4 8,110,000 4

5

6

備 考

円

一抜け株式会社共進　朝霞支店株式会社共進　朝霞支店 一抜け5030001045598 一抜け5030001045598 一抜け株式会社共進　朝霞支店 一抜け5030001045598 一抜け5030001045598株式会社共進　朝霞支店 50300010455985030001045598 一抜け5030001045598 一抜け株式会社共進　朝霞支店 一抜け株式会社共進　朝霞支店株式会社共進　朝霞支店株式会社共進　朝霞支店 5030001045598 一抜け一抜け株式会社共進　朝霞支店 5030001045598株式会社共進　朝霞支店 50300010455985030001045598株式会社共進　朝霞支店 一抜け株式会社共進　朝霞支店 5030001045598株式会社共進　朝霞支店株式会社共進　朝霞支店株式会社共進　朝霞支店 一抜け5030001045598 一抜け50300010455985030001045598 一抜け

6030002058227 辞退6030002058227有限会社大貫建設　本店 6030002058227 辞退有限会社大貫建設　本店有限会社大貫建設　本店 辞退6030002058227 辞退有限会社大貫建設　本店有限会社大貫建設　本店有限会社大貫建設　本店 6030002058227 辞退6030002058227 辞退有限会社大貫建設　本店 辞退60300020582276030002058227有限会社大貫建設　本店 辞退有限会社大貫建設　本店 6030002058227 辞退6030002058227 辞退有限会社大貫建設　本店

1030001045040 　1030001045040藤宮工務店株式会社　本店 1030001045040 　藤宮工務店株式会社　本店藤宮工務店株式会社　本店 　1030001045040

　6030001044962

藤宮工務店株式会社　本店藤宮工務店株式会社　本店 1030001045040 　1030001045040 　藤宮工務店株式会社　本店 　

エース技建株式会社　本店 　8012701009179

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

株式会社共進　朝霞支店

有限会社大貫建設　本店

埼玉県朝霞市西原１－１－２８ガウスビル５Ｆ

株式会社武蔵野ハウジング　本店

5030001045598 一抜け株式会社共進　朝霞支店 一抜け5030001045598株式会社共進　朝霞支店 一抜け

辞退

5030001045598 一抜け株式会社共進　朝霞支店 5030001045598 一抜け

辞退有限会社大貫建設　本店 6030002058227 辞退

　藤宮工務店株式会社　本店 1030001045040 　1030001045040 　藤宮工務店株式会社　本店 　藤宮工務店株式会社　本店

　エース技建株式会社　本店

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

一抜け

辞退

5030001045598

6030002058227

5030001045598

辞退60300020582276030002058227

摘要

8,137,000

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

6030002058227有限会社大貫建設　本店

8012701009179

有限会社大貫建設　本店

1030001045040藤宮工務店株式会社　本店

株式会社冨岡組　本店

有限会社大貫建設　本店

エース技建株式会社　本店 8012701009179

株式会社武蔵野ハウジング　本店

件名 朝霞第三小学校ロッカー改修工事

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

2030001049395

7,800,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 7,131,397

履行場所 朝霞市大字浜崎２３０番地（朝霞第三小学校）

履行期間

設計金額(税抜) 8,137,000

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

8,424,000

株式会社共進　朝霞支店株式会社共進　朝霞支店

校舎2階2教室、3階6教室のロッカー、掃除用具入れ、掲示板の改修を行う

発注業種 建築工事業　建築一式工事

1030001045040



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 8,750,000 1 ◎

2 8,886,000 2

3 8,922,000 3

4 8,963,000 4

5 9,000,000 5

備 考

円

2030001006859 　2030001006859
株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所

2030001006859 　
株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所
株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所

　2030001006859 　
株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所
株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所
株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所

2030001006859 　2030001006859 　
株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所

　20300010068592030001006859
株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所

　
株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所

2030001006859 　2030001006859 　
株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所

1030001044769 　1030001044769三英電技工業株式会社　本店 1030001044769 　三英電技工業株式会社　本店三英電技工業株式会社　本店 　1030001044769

　2030001044594

三英電技工業株式会社　本店三英電技工業株式会社　本店 1030001044769 　1030001044769 　三英電技工業株式会社　本店 　

株式会社伊藤電気工業　本店 　1030001044620

　2030001044594葵電機工業株式会社　本店 2030001044594 　葵電機工業株式会社　本店葵電機工業株式会社　本店

株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所

埼玉県朝霞市膝折町１－９－２９

小泉電機工業株式会社　本店

　　
株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所

2030001006859 　

　三英電技工業株式会社　本店 1030001044769 　1030001044769 　三英電技工業株式会社　本店 　三英電技工業株式会社　本店

　株式会社伊藤電気工業　本店

葵電機工業株式会社　本店 2030001044594 　2030001044594 　葵電機工業株式会社　本店 　2030001044594

　2030001006859 　20300010068592030001006859

摘要

9,179,000

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

2030001006859
株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所

1030001044620

株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所

1030001044769三英電技工業株式会社　本店

葵電機工業株式会社　本店

株式会社ハヤサカ電気　朝霞営業
所

株式会社伊藤電気工業　本店 1030001044620

小泉電機工業株式会社　本店

件名 朝霞第四中学校キュービクル改修工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月１０日

業務概要

2030001044727

8,750,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 8,110,351

履行場所 朝霞市栄町５丁目１番６０号（朝霞第四中学校）

履行期間

設計金額(税抜) 9,179,000

落札業者名
落札金額（税込）

9,450,000

屋外キュービクルを更新する

発注業種 電気工事業　電気設備工事

1030001044769



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,650,000 1 ◎

2 3,700,000 2

3 3,700,000 2

4

備 考

円

5012701004042 未受領5012701004042
株式会社京北地盤コンサルタント
埼玉支店

5012701004042 未受領
株式会社京北地盤コンサルタント
埼玉支店
株式会社京北地盤コンサルタント
埼玉支店

未受領5012701004042

　7030001005674

株式会社京北地盤コンサルタント
埼玉支店
株式会社京北地盤コンサルタント
埼玉支店

5012701004042 未受領5012701004042 未受領
株式会社京北地盤コンサルタント
埼玉支店

未受領

株式会社日本地質　埼玉営業所 　9011601005171

　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

埼玉県新座市北野３－３－２３

埼玉測量設計株式会社　西部営業所

未受領
株式会社京北地盤コンサルタント
埼玉支店

5012701004042 未受領5012701004042 未受領
株式会社京北地盤コンサルタント
埼玉支店

未受領
株式会社京北地盤コンサルタント
埼玉支店

　株式会社日本地質　埼玉営業所

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

摘要

3,700,000

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

9011601005171

5012701004042
株式会社京北地盤コンサルタント
埼玉支店

トーカイテック株式会社　朝霞営
業所

株式会社日本地質　埼玉営業所 9011601005171

埼玉測量設計株式会社　西部営業
所

件名 東送水管地中レーダー探査業務委託

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

1030001003007

3,650,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 2,605,984

履行場所 朝霞市大字台他

履行期間

設計金額(税抜) 3,700,000

落札業者名
落札金額（税込）

3,942,000

送水管φ５００㎜　８７１．８ｍの埋設位置や状況の調査

発注業種 地質調査　地質調査

5012701004042



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,850,000 1 ◎

2 2,890,000 2

3 2,910,000 3

4 2,920,000 4

備 考

円

6030002059646 　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 　6030002059646

　9030002058281

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 　

株式会社小倉造園　本店 　9030001044662

　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

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

　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

　株式会社小倉造園　本店

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

摘要

3,000,000

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

9030001044662

6030002059646有限会社和智造園　本店

有限会社内田造園土木　本店

株式会社小倉造園　本店 9030001044662

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

件名 市道１０００号線植樹帯維持管理業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月３１日

業務概要

8013301011715

2,850,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 2,208,131

履行場所 朝霞市本町２丁目他地内

履行期間

設計金額(税抜) 3,000,000

落札業者名
落札金額（税込）

3,078,000

植栽工 100㎡　　巡回管理 100㎡ 　　除草 100㎡   　灌水 100㎡　　　低木剪定 118.76㎡

発注業種 道路維持管理

6030002059646



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 960,000 1 ◎

2 967,000 2

3 970,000 3

4 974,000 4

5 977,000 5

6 980,000 6

備 考

円

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

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

9030001044662 　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 　9030001044662

　9030002058281

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

有限会社和智造園　本店 　6030002059646

　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

株式会社庭創人　本店

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

埼玉県朝霞市幸町１－３－３７

有限会社植鉄造園　朝霞支店

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 　

　株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店 8013301011715 　

　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

　有限会社和智造園　本店

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

　

　

1030001049371

8013301011715

1030001049371

　80133010117158013301011715

摘要

985,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

8013301011715株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

6030002059646

株式会社武蔵野種苗園　埼玉支店

9030001044662株式会社小倉造園　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

有限会社植鉄造園　朝霞支店

件名 朝霞台駅南口広場維持管理業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月３１日

業務概要

1030002066424

960,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 767,119

履行場所 朝霞市東弁財１丁目地内

履行期間

設計金額(税抜) 985,000

落札業者名
落札金額（税込）

1,036,800

株式会社庭創人　本店株式会社庭創人　本店

植栽面積　　    A＝３０．５㎡　（年２回）　他

発注業種 道路維持管理

9030001044662



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 7,510,000 1 ◎

2 7,540,000 2

3 7,558,000 3

4 7,582,000 4

5 7,600,000 5

6 7,620,000 6

備 考

円

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

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

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

　8013301011715

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 　9030002058281 　有限会社内田造園土木　本店 　

株式会社小倉造園　本店 　9030001044662

　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

有限会社和智造園　本店

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

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

　株式会社小倉造園　本店

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

　

　

6030002059646

1030002066424

6030002059646

　10300020664241030002066424

摘要

7,668,000

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

9030001044662

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

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

株式会社小倉造園　本店 9030001044662

株式会社庭創人　本店

件名 都市公園砂場抗菌砂投入業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年２月２８日

業務概要

1030001049371

7,510,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 5,802,059

履行場所 朝霞市地内

履行期間

設計金額(税抜) 7,668,000

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

8,110,800

有限会社和智造園　本店有限会社和智造園　本店

・都市公園内の砂場抗菌砂投入、清掃、攪拌、大腸菌検査

発注業種 苑地維持管理

9030002058281



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 5,320,000 1 ◎

2 5,380,000 2

3 5,420,000 3

4 5,435,000 4

5 5,448,000 5

6

備 考

円

一抜け株式会社庭創人　本店株式会社庭創人　本店 一抜け1030001049371 一抜け1030001049371 一抜け株式会社庭創人　本店 一抜け1030001049371 一抜け1030001049371株式会社庭創人　本店 10300010493711030001049371 一抜け1030001049371 一抜け株式会社庭創人　本店 一抜け株式会社庭創人　本店株式会社庭創人　本店株式会社庭創人　本店 1030001049371 一抜け一抜け株式会社庭創人　本店 1030001049371株式会社庭創人　本店 10300010493711030001049371株式会社庭創人　本店 一抜け株式会社庭創人　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 一抜け1030001049371 一抜け10300010493711030001049371 一抜け

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

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

　6030002059646

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 　

株式会社小倉造園　本店 　9030001044662

　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

株式会社庭創人　本店

有限会社内田造園土木　本店

埼玉県朝霞市幸町１－３－３７

有限会社植鉄造園　朝霞支店

1030001049371 一抜け株式会社庭創人　本店 一抜け1030001049371株式会社庭創人　本店 一抜け

　

1030001049371 一抜け株式会社庭創人　本店 1030001049371 一抜け

　有限会社内田造園土木　本店 9030002058281 　

　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

　株式会社小倉造園　本店

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

一抜け

　

1030001049371

9030002058281

1030001049371

　90300020582819030002058281

摘要

5,484,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

9030002058281有限会社内田造園土木　本店

9030001044662

有限会社内田造園土木　本店

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

有限会社内田造園土木　本店

株式会社小倉造園　本店 9030001044662

有限会社植鉄造園　朝霞支店

件名 児童遊園地砂場抗菌砂投入業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年２月２８日

業務概要

1030002066424

5,320,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 4,142,950

履行場所 朝霞市地内

履行期間

設計金額(税抜) 5,484,000

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

5,745,600

株式会社庭創人　本店株式会社庭創人　本店

・児童遊園地内の砂場抗菌砂投入、清掃、攪拌、大腸菌検査

発注業種 苑地維持管理

8013301011715



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 4,050,000 1 ◎

2 4,300,000 2

3 4,320,000 3

4 4,330,000 4

備 考

円

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

　8030002061864

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

五島工業株式会社　本店 　6030001044764

　8030002061864株式会社司建設　朝霞営業所 8030002061864 　株式会社司建設　朝霞営業所株式会社司建設　朝霞営業所

埼玉県朝霞市根岸台６－１０－３３

ホワイト浚渫工事有限会社　本店

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

　五島工業株式会社　本店

株式会社司建設　朝霞営業所 8030002061864 　8030002061864 　株式会社司建設　朝霞営業所 　8030002061864

摘要

4,355,000

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

6030001044764

9030001044687片山商事株式会社　本店

株式会社司建設　朝霞営業所

五島工業株式会社　本店 6030001044764

ホワイト浚渫工事有限会社　本店

件名 黒目第２・４・６幹線伏越管浚渫業務委託

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

5030002065117

4,050,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 3,119,922

履行場所 朝霞市大字溝沼他地内

履行期間

設計金額(税抜) 4,355,000

落札業者名
落札金額（税込）

4,374,000

黒目第２・４・６幹線管渠内清掃　一式　　　伏越人孔内清掃　６箇所

発注業種 下水道維持管理

9030001044687



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,728,000 1 ◎

2 1,832,000 2

3 1,833,000 3

4

備 考

円

9030001084989 辞退9030001084989株式会社谷田楽器店　浦和支店 9030001084989 辞退株式会社谷田楽器店　浦和支店株式会社谷田楽器店　浦和支店 辞退9030001084989

　1011601002622

株式会社谷田楽器店　浦和支店株式会社谷田楽器店　浦和支店 9030001084989 辞退9030001084989 辞退株式会社谷田楽器店　浦和支店 辞退

フォルテ楽器 　

　1011601002622株式会社サクライ楽器　志木支店 1011601002622 　株式会社サクライ楽器　志木支店株式会社サクライ楽器　志木支店

埼玉県朝霞市東弁財２－１１－２

有限会社柏屋楽器　朝霞店

辞退株式会社谷田楽器店　浦和支店 9030001084989 辞退9030001084989 辞退株式会社谷田楽器店　浦和支店 辞退株式会社谷田楽器店　浦和支店

　フォルテ楽器

株式会社サクライ楽器　志木支店 1011601002622 　1011601002622 　株式会社サクライ楽器　志木支店 　1011601002622

摘要

1,851,000

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

9030001084989株式会社谷田楽器店　浦和支店

株式会社サクライ楽器　志木支店

フォルテ楽器

有限会社柏屋楽器　朝霞店

件名 朝霞第一中学校吹奏楽用ティンパニ等購入

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年７月３１日

業務概要

2030002003351

1,728,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前１０時１０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市大字膝折２－３１（朝霞第一中学校）

履行期間

設計金額(税抜) 1,851,000

落札業者名
落札金額（税込）

1,866,240

朝霞第一中学校の吹奏楽で使用するティンパニ等を購入するもの

発注業種 教材・楽器・視聴覚機器　楽器

9030001084989



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 720,000 1 ◎

2 750,000 2

3 819,000 3

4 900,000 4

備 考

円

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

　2030001044727

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

神田通信機株式会社　北関東支店 　6010001013597

　2030001044727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

埼玉県さいたま市中央区八王子２－２－１６

株式会社ピーシーテレコム　

　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

　神田通信機株式会社　北関東支店

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

摘要

819,000

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

6010001013597

1030001044620株式会社伊藤電気工業

小泉電機工業株式会社

神田通信機株式会社　北関東支店 6010001013597

株式会社ピーシーテレコム

件名 通話録音装置の購入＜設置を含む＞（単価契約）

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

3030001010273

720,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前１０時２０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市が指定する住居（朝霞市内）

履行期間

設計金額(税抜) 819,000

落札業者名

契約単価　　　24000円（税抜）／台

落札金額（税込）

777,600

悪質な電話勧誘等の被害防止のため、通話録音装置の取付、取扱方法の説明等を行う。

発注業種 防災・防犯　通信機器

1030001044620



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 761,005 1 ◎

2 767,400 2

3 767,400 2

4

5

6

備 考

円

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

4030001068781 辞退4030001068781坂戸防災株式会社　埼玉南営業所 4030001068781 辞退坂戸防災株式会社　埼玉南営業所坂戸防災株式会社　埼玉南営業所 辞退4030001068781 辞退坂戸防災株式会社　埼玉南営業所坂戸防災株式会社　埼玉南営業所坂戸防災株式会社　埼玉南営業所 4030001068781 辞退4030001068781 辞退坂戸防災株式会社　埼玉南営業所 辞退40300010687814030001068781坂戸防災株式会社　埼玉南営業所 辞退坂戸防災株式会社　埼玉南営業所 4030001068781 辞退4030001068781 辞退坂戸防災株式会社　埼玉南営業所

9011602006078 辞退9011602006078有限会社中央電化　朝霞支店 9011602006078 辞退有限会社中央電化　朝霞支店有限会社中央電化　朝霞支店 辞退9011602006078

　6010001034494

有限会社中央電化　朝霞支店有限会社中央電化　朝霞支店 9011602006078 辞退9011602006078 辞退有限会社中央電化　朝霞支店 辞退

有限会社一進堂 　1030002058149

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

坂井総業有限会社

坂戸防災株式会社　埼玉南営業所

埼玉県朝霞市西原２－１４－５

株式会社ラビックス　

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

辞退

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

辞退坂戸防災株式会社　埼玉南営業所 4030001068781 辞退

辞退有限会社中央電化　朝霞支店 9011602006078 辞退9011602006078 辞退有限会社中央電化　朝霞支店 辞退有限会社中央電化　朝霞支店

　有限会社一進堂

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

辞退

辞退

8030002066624

4030001068781

8030002066624

辞退40300010687814030001068781

摘要

767,400

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

4030001068781坂戸防災株式会社　埼玉南営業所

1030002058149

坂戸防災株式会社　埼玉南営業所

9011602006078有限会社中央電化　朝霞支店

株式会社アクティオ　朝霞営業所

坂戸防災株式会社　埼玉南営業所

有限会社一進堂 1030002058149

株式会社ラビックス

件名 朝霞市小学校１年生用防犯ブザー購入（単価契約）

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年７月１３日

業務概要

5030001045160

761,005

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前１０時３０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市膝折町４丁目１１番７号（朝霞第一小学校）他９校

履行期間

設計金額(税抜) 767,400

落札業者名

契約単価　　　595円（税抜）／個

落札金額（税込）

821,885

坂井総業有限会社坂井総業有限会社

小学校1年生に配布する防犯ブザーを購入するもの。

発注業種 防災・防犯　防災用品

9011602006078



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 13,860,000 1 ◎

2 14,040,000 2

3

4

5

6

備 考

円

辞退
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

辞退6010701025710 辞退6010701025710 辞退
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

辞退6010701025710 辞退6010701025710
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

60107010257106010701025710 辞退6010701025710 辞退
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

辞退
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

6010701025710 辞退辞退
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

6010701025710
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

60107010257106010701025710
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

辞退
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

6010701025710
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

辞退6010701025710 辞退60107010257106010701025710 辞退

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

4010001049866 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 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
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
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

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

5010701002751 辞退5010701002751
キヤノンシステムアンドサポート
株式会社　埼玉中央営業部

5010701002751 辞退
キヤノンシステムアンドサポート
株式会社　埼玉中央営業部
キヤノンシステムアンドサポート
株式会社　埼玉中央営業部

辞退5010701002751

辞退7010601037788

キヤノンシステムアンドサポート
株式会社　埼玉中央営業部
キヤノンシステムアンドサポート
株式会社　埼玉中央営業部

5010701002751 辞退5010701002751 辞退
キヤノンシステムアンドサポート
株式会社　埼玉中央営業部

辞退

ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関東支店

　8010401021784

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

株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

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１－１１－２０

富士通リース株式会社　関東支店

6010701025710 辞退
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

辞退6010701025710
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

辞退

辞退

6010701025710 辞退
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

6010701025710 辞退

辞退
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

4010001049866 辞退

辞退
キヤノンシステムアンドサポート
株式会社　埼玉中央営業部

5010701002751 辞退5010701002751 辞退
キヤノンシステムアンドサポート
株式会社　埼玉中央営業部

辞退
キヤノンシステムアンドサポート
株式会社　埼玉中央営業部

　
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関東支店

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

辞退

辞退

6010701025710

4010001049866

6010701025710

辞退40100010498664010001049866

摘要

15,471,600

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

4010001049866
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

8010401021784

三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

5010701002751
キヤノンシステムアンドサポート
株式会社　埼玉中央営業部

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

ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関東支店

8010401021784

富士通リース株式会社　関東支店

件名 CAD設計積算システム賃貸借

予定価格(税抜)

　

令和元年７月１日　から　令和６年６月３０日

業務概要

2010001128507

13,860,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前１０時４０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市泉水２丁目１３番１号（水道庁舎）

履行期間

設計金額(税抜) 15,471,600

落札業者名
落札金額（税込）

14,968,800

株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部
株式会社日立システムズ　関東甲
信越支社　営業本部　第一営業部

CAD設計積算システム一式、サーバー機、クライアント機、カラー複合機等

発注業種 リース・レンタル　ＯＡ機器

5010701002751



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 5,904,900 1 ◎

2 7,500,000 2

3 7,640,000 3

4 7,800,000 4

5 8,254,000 5

備 考

円

8020001022678 　8020001022678
ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店

8020001022678 　
ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店
ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店

　8020001022678 　
ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店
ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店
ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店

8020001022678 　8020001022678 　
ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店

　80200010226788020001022678
ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店

　
ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店

8020001022678 　8020001022678 　
ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店

1040001029802 　1040001029802
東京テクニカル・サービス株式会
社　埼玉支店

1040001029802 　
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

　1040001029802

　4010401004900

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

1040001029802 　1040001029802 　
東京テクニカル・サービス株式会
社　埼玉支店

　

一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

　9030005000612

　4010401004900エヌエス環境株式会社　東京支社 4010401004900 　エヌエス環境株式会社　東京支社エヌエス環境株式会社　東京支社

ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店

埼玉県さいたま市浦和区常盤１－３－９－３０７

株式会社静環検査センター　埼玉営業所

　　
ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店

8020001022678 　

　
東京テクニカル・サービス株式会
社　埼玉支店

1040001029802 　1040001029802 　
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

　
一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

エヌエス環境株式会社　東京支社 4010401004900 　4010401004900 　エヌエス環境株式会社　東京支社 　4010401004900

　8020001022678 　80200010226788020001022678

摘要

8,254,000

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

8020001022678
ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店

9030005000612

ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店

1040001029802
東京テクニカル・サービス株式会
社　埼玉支店

エヌエス環境株式会社　東京支社

ユーロフィン日本環境株式会社
埼玉支店

一般社団法人埼玉県環境検査研究
協会

9030005000612

株式会社静環検査センター　埼玉
営業所

件名 環境調査業務委託

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

3080001016530

5,904,900

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前１１時００分

最低制限価格（税抜） 5,771,444

履行場所 朝霞市

履行期間

設計金額(税抜) 8,254,000

落札業者名
落札金額（税込）

6,377,292

朝霞市における大気・水質環境の現況を把握し解析すること。

発注業種 測定・分析　大気測定

1040001029802



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,863,080 1 ◎

2 4,680,000 2

3 4,940,000 3

4 4,940,000 3

5 4,940,000 3

備 考

円

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 　7030001044581 　株式会社アルファサービス 　70300010445817030001044581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 　7030001044581 　株式会社アルファサービス

3030001044800 　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 　3030001044800

　5013301009489

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 　

ビソー工業株式会社　朝霞支店 　2030001007106

　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

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

　　株式会社アルファサービス 7030001044581 　

　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

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

　7030001044581 　70300010445817030001044581

摘要

4,940,000

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

2030001007106

株式会社アルファサービス

3030001044800株式会社桜メンテナンス

日建総業株式会社　埼玉支店

株式会社アルファサービス

ビソー工業株式会社　朝霞支店 2030001007106

株式会社日創美装　朝霞営業所

件名 高所清掃業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年８月２８日

業務概要

6030001047115

3,863,080

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前１１時１０分

最低制限価格（税抜） 3,835,512

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箇所

履行期間

設計金額(税抜) 4,940,000

落札業者名
落札金額（税込）

4,172,126

給食センター３か所、自校給食室２か所の天井、窓ガラス、換気扇、排気ダクト等の清掃業務

発注業種 建物管理　建物清掃

3030001044800



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 525,000 1 ◎

2 540,000 2

3 629,500 3

4 684,000 4

備 考

円

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

　7030002060264

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 　

株式会社ミヤコ消毒 　2011501004569

　7030002060264有限会社双葉化学消毒 7030002060264 　有限会社双葉化学消毒有限会社双葉化学消毒

埼玉県狭山市柏原１１０６

株式会社　埼玉消毒　

　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

　株式会社ミヤコ消毒

有限会社双葉化学消毒 7030002060264 　7030002060264 　有限会社双葉化学消毒 　7030002060264

摘要

684,000

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

2011501004569

9011101063224株式会社環境テクノ　朝霞支店

有限会社双葉化学消毒

株式会社ミヤコ消毒 2011501004569

株式会社　埼玉消毒

件名 学校給食の衛生害虫駆除消毒業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月２７日

業務概要

5030001026326

525,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前１１時２０分

最低制限価格（税抜） 475,380

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か所

履行期間

設計金額(税抜) 684,000

落札業者名
落札金額（税込）

567,000

給食センター３か所、自校給食室２か所の害虫駆除消毒業務

発注業種 建物管理　殺虫・消毒

9011101063224



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 13,400,000 1 ◎

2 14,050,000 2

3 14,050,000 2

4 14,070,000 4

5 14,100,000 5

6 14,170,000 6

備 考

円

　小泉電機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 　2030001044727小泉電機工業株式会社 20300010447272030001044727 　2030001044727 　小泉電機工業株式会社 　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 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小泉電機工業株式会社小泉電機工業株式会社 　2030001044727 　20300010447272030001044727 　

8010701005413 　8010701005413株式会社第一テクノ　関東支店 8010701005413 　株式会社第一テクノ　関東支店株式会社第一テクノ　関東支店 　8010701005413 　株式会社第一テクノ　関東支店株式会社第一テクノ　関東支店株式会社第一テクノ　関東支店 8010701005413 　8010701005413 　株式会社第一テクノ　関東支店 　80107010054138010701005413株式会社第一テクノ　関東支店 　株式会社第一テクノ　関東支店 8010701005413 　8010701005413 　株式会社第一テクノ　関東支店

2011101014084 　2011101014084
東芝インフラシステムズ株式会社
北関東支店

2011101014084 　
東芝インフラシステムズ株式会社
北関東支店
東芝インフラシステムズ株式会社
北関東支店

　2011101014084

　2010001062813

東芝インフラシステムズ株式会社
北関東支店
東芝インフラシステムズ株式会社
北関東支店

2011101014084 　2011101014084 　
東芝インフラシステムズ株式会社
北関東支店

　

株式会社司エンジニアリング 　4030001045954

　2010001062813荏原商事株式会社　関東支社 2010001062813 　荏原商事株式会社　関東支社荏原商事株式会社　関東支社

小泉電機工業株式会社

株式会社第一テクノ　関東支店

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９

昱株式会社　北関東支店

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 　

　株式会社第一テクノ　関東支店 8010701005413 　

　
東芝インフラシステムズ株式会社
北関東支店

2011101014084 　2011101014084 　
東芝インフラシステムズ株式会社
北関東支店

　
東芝インフラシステムズ株式会社
北関東支店

　株式会社司エンジニアリング

荏原商事株式会社　関東支社 2010001062813 　2010001062813 　荏原商事株式会社　関東支社 　2010001062813

　

　

2030001044727

8010701005413

2030001044727

　80107010054138010701005413

摘要

14,170,000

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

8010701005413株式会社第一テクノ　関東支店

4030001045954

株式会社第一テクノ　関東支店

2011101014084
東芝インフラシステムズ株式会社
北関東支店

荏原商事株式会社　関東支社

株式会社第一テクノ　関東支店

株式会社司エンジニアリング 4030001045954

昱株式会社　北関東支店

件名 泉水浄水場電気設備定期点検業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年２月２８日

業務概要

7010001036564

13,400,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前１１時３０分

最低制限価格（税抜） 10,062,258

履行場所 朝霞市泉水２丁目１３番１号（泉水浄水場）

履行期間

設計金額(税抜) 14,170,000

落札業者名
落札金額（税込）

14,472,000

小泉電機工業株式会社小泉電機工業株式会社

電気事業法第４２条第４項に基づく定期点検及び各設備の測定試験等

発注業種 保守点検　電気設備

2011101014084



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 7,000,000 1 ◎

2 7,100,000 2

3 7,160,000 3

4 7,200,000 4

5 7,280,000 5

備 考

円

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

7010001036564 　7010001036564昱株式会社　北関東支店 7010001036564 　昱株式会社　北関東支店昱株式会社　北関東支店 　7010001036564

　2010001062813

昱株式会社　北関東支店昱株式会社　北関東支店 7010001036564 　7010001036564 　昱株式会社　北関東支店 　

株式会社司エンジニアリング 　4030001045954

　2010001062813荏原商事株式会社　関東支社 2010001062813 　荏原商事株式会社　関東支社荏原商事株式会社　関東支社

小泉電機工業株式会社

埼玉県さいたま市大宮区宮町１－１１４－１

東芝インフラシステムズ株式会社　北関東支店

　　小泉電機工業株式会社 2030001044727 　

　昱株式会社　北関東支店 7010001036564 　7010001036564 　昱株式会社　北関東支店 　昱株式会社　北関東支店

　株式会社司エンジニアリング

荏原商事株式会社　関東支社 2010001062813 　2010001062813 　荏原商事株式会社　関東支社 　2010001062813

　2030001044727 　20300010447272030001044727

摘要

7,280,000

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

4030001045954

小泉電機工業株式会社

7010001036564昱株式会社　北関東支店

荏原商事株式会社　関東支社

小泉電機工業株式会社

株式会社司エンジニアリング 4030001045954

東芝インフラシステムズ株式会社
北関東支店

件名 岡浄水場電気設備定期点検業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年２月２８日

業務概要

2011101014084

7,000,000

開札日時 令和元年６月１２日（水）　午前１１時４０分

最低制限価格（税抜） 5,165,232

履行場所 朝霞市岡２丁目２番４３号（岡浄水場）

履行期間

設計金額(税抜) 7,280,000

落札業者名
落札金額（税込）

7,560,000

電気事業法第４２条第４項に基づく定期点検及び各設備の測定試験等

発注業種 保守点検　電気設備

7010001036564
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