
入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 7,460,000 1 ◎

2 7,470,000 2

3 7,495,000 3

4 7,520,000 4

5 7,550,000 5

6 7,570,000 6

備
考

円

工事延長L＝74.3ｍ　内径200㎜塩ビ管布設工L＝73.6ｍ　組立0号人孔設置工　1基　付帯工　一式

発注業種 土木工事業　土木一式工事

6030001050341

落札業者名
落札金額（税込）

8,056,800

古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店

開札日時 令和元年６月２８日（金）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 6,865,224

履行場所 朝霞市根岸台２丁目地内

履行期間

設計金額(税抜) 7,895,000

株式会社冨岡組　本店

件名 支線１７７号線下水工事

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

6030001044962

7,460,000

4230001006622

アイザワ工業有限会社　本店

6030001050341エスケイ機工株式会社　本店

五島工業株式会社　本店

アイザワ工業有限会社　本店

株式会社林土木　関東支店 4230001006622

摘要

7,895,000

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

7030002058085

9030001044745

　703000205808570300020580857030002058085

　株式会社林土木　関東支店

五島工業株式会社　本店 6030001044764 　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 　エスケイ機工株式会社　本店

9030001044745 　古内土木株式会社　本店 9030001044745 　

　アイザワ工業有限会社　本店 7030002058085 　

　古内土木株式会社　本店

アイザワ工業有限会社　本店

埼玉県朝霞市根岸台３－１４－１５

株式会社冨岡組　本店

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

株式会社林土木　関東支店 　4230001006622

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

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

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 　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 　7030002058085 　アイザワ工業有限会社　本店 　70300020580857030002058085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 　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 　アイザワ工業有限会社　本店アイザワ工業有限会社　本店

9030001044745 　90300010447459030001044745 　

7030002058085 　7030002058085 　

　90300010447459030001044745古内土木株式会社　本店 　古内土木株式会社　本店 9030001044745古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店 　　古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店 9030001044745 　　古内土木株式会社　本店 9030001044745古内土木株式会社　本店 9030001044745 　9030001044745古内土木株式会社　本店 90300010447459030001044745 　9030001044745 　古内土木株式会社　本店 　古内土木株式会社　本店古内土木株式会社　本店 　9030001044745 　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 1,700,000 1 ◎

2 1,900,000 2

3 1,980,000 3

4 1,980,000 3

5 1,980,000 3

6

備
考

円

朝霞第五中学校の外壁・手摺等改修工事等に関する設計業務及びそれに伴う外壁等調査業務

発注業種 建築関係建設コンサルタント　学校施設

4030002004414

落札業者名
落札金額（税込）

1,836,000

有限会社前田建築設計事務所　本
店
有限会社前田建築設計事務所　本
店

開札日時 令和元年６月２８日（金）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 1,363,606

履行場所 朝霞市大字宮戸１５８０（朝霞第五中学校）

履行期間

設計金額(税抜) 1,980,000

株式会社宮下設計事務所　本店

件名 朝霞第五中学校外壁等改修工事設計業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年１月３１日

業務概要

3030001008103

1,700,000

9030001007933

株式会社アライ設計　本店

4030002004414
有限会社桑子建築設計事務所　本
店

株式会社高岡建築設計事務所　本
店

株式会社アライ設計　本店

株式会社松下設計　本店 9030001007933

摘要

1,980,000

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

　

2030002059204

2030001000531

2030002059204

　203000100053120300010005312030001000531

　株式会社松下設計　本店

株式会社高岡建築設計事務所　本
店

5030001004983 　5030001004983 　
株式会社高岡建築設計事務所　本
店

　5030001004983

　
有限会社桑子建築設計事務所　本
店

4030002004414 　4030002004414 　
有限会社桑子建築設計事務所　本
店

　
有限会社桑子建築設計事務所　本
店

2030002059204 辞退
有限会社前田建築設計事務所　本
店

2030002059204 辞退

　株式会社アライ設計　本店 2030001000531 　

辞退
有限会社前田建築設計事務所　本
店

株式会社アライ設計　本店

埼玉県さいたま市浦和区岸町４－２５－１５

株式会社宮下設計事務所　本店

2030002059204 辞退
有限会社前田建築設計事務所　本
店

辞退2030002059204
有限会社前田建築設計事務所　本
店

株式会社松下設計　本店 　9030001007933

　5030001004983
株式会社高岡建築設計事務所　本
店

5030001004983 　
株式会社高岡建築設計事務所　本
店
株式会社高岡建築設計事務所　本
店

　5030001004983

有限会社桑子建築設計事務所　本
店
有限会社桑子建築設計事務所　本
店

4030002004414 　4030002004414 　
有限会社桑子建築設計事務所　本
店

　4030002004414 　4030002004414
有限会社桑子建築設計事務所　本
店

4030002004414 　
有限会社桑子建築設計事務所　本
店
有限会社桑子建築設計事務所　本
店

　4030002004414

株式会社アライ設計　本店 2030001000531 　2030001000531 　株式会社アライ設計　本店 　株式会社アライ設計　本店株式会社アライ設計　本店 2030001000531 　2030001000531 　株式会社アライ設計　本店 　20300010005312030001000531株式会社アライ設計　本店株式会社アライ設計　本店 2030001000531 　株式会社アライ設計　本店株式会社アライ設計　本店 　2030001000531 　株式会社アライ設計　本店株式会社アライ設計　本店

2030002059204 辞退20300020592042030002059204 辞退

2030001000531 　2030001000531 　

辞退20300020592042030002059204
有限会社前田建築設計事務所　本
店

辞退
有限会社前田建築設計事務所　本
店

2030002059204
有限会社前田建築設計事務所　本
店
有限会社前田建築設計事務所　本
店
有限会社前田建築設計事務所　本
店

辞退辞退
有限会社前田建築設計事務所　本
店
有限会社前田建築設計事務所　本
店
有限会社前田建築設計事務所　本
店

2030002059204 辞退辞退
有限会社前田建築設計事務所　本
店

2030002059204
有限会社前田建築設計事務所　本
店

2030002059204 辞退2030002059204
有限会社前田建築設計事務所　本
店

20300020592042030002059204 辞退2030002059204 辞退
有限会社前田建築設計事務所　本
店

辞退
有限会社前田建築設計事務所　本
店
有限会社前田建築設計事務所　本
店

辞退2030002059204 辞退2030002059204 辞退
有限会社前田建築設計事務所　本
店

辞退



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,985,000 1 ◎

2 2,000,000 2

3 2,030,000 3

4 2,080,000 4

備
考

円

保育園１１園の砂場１３ヶ所の抗菌砂投入、清掃、攪拌、大腸菌検査

発注業種 苑地維持管理

8013301011715

落札業者名
落札金額（税込）

2,143,800

開札日時 令和元年６月２８日（金）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 1,668,190

履行場所 朝霞市大字浜崎６６２番地の１（浜崎保育園）他１０園

履行期間

設計金額(税抜) 2,135,000

株式会社小倉造園　本店

件名 保育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３月１３日

業務概要

9030001044662

1,985,000

9030002058281

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 9030002058281

摘要

2,135,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

　有限会社内田造園土木　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

　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

埼玉県朝霞市宮戸４－１－３６

株式会社小倉造園　本店

有限会社内田造園土木　本店 　9030002058281

　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

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 　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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,375,000 1 ◎

2 1,383,000 2

3 1,390,000 3

4 1,400,000 4

備
考

円

溝沼・浜崎・栄町学校給食センターから排出される汚泥の引抜き及び清掃業務

発注業種 下水道維持管理

4030001046614

落札業者名
落札金額（税込）

1,485,000

開札日時 令和元年６月２８日（金）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 1,069,928

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

設計金額(税抜) 1,400,361

ホワイト浚渫工事有限会社　本店

件名 上下水施設維持管理業務委託（汚泥引抜き清掃業務）

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

5030002065117

1,375,000

8030002061864

4030001046614株式会社イハラ　朝霞営業所

片山商事株式会社　本店

株式会社司建設　朝霞営業所 8030002061864

摘要

1,400,361

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

　株式会社司建設　朝霞営業所

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

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

株式会社司建設　朝霞営業所 　8030002061864

　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

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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 38,952,000 1 ◎

2 46,260,000 2

3 47,520,000 3

4

5

6

7

備
考

円

OA用端末等の賃貸借

発注業種 リース・レンタル　ＯＡ機器

8010401005011

ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

落札業者名
落札金額（税込）

42,068,160

Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

8010701022466

開札日時 令和元年６月２８日（金）　午前９時４０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

設計金額(税抜) 50,055,000

リコーリース株式会社　関東支社

件名 ＯＡ用端末導入事業（令和元年度分）機器等賃貸借

予定価格(税抜)

　

令和元年１２月１日　から　令和６年１１月３０日

業務概要

7010601037788

38,952,000

4010001049866
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

2010001128507

三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

8010401005011
ＮＴＴファイナンス株式会社　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

三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

富士通リース株式会社　関東支店 2010001128507

摘要

50,055,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

辞退

辞退

辞退

8010601034867

4010001049866

8010601034867

辞退40100010498664010001049866

　富士通リース株式会社　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

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

　8010401021784

辞退

辞退
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

8010401005011 辞退8010401005011 辞退
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

辞退
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

辞退

辞退

8010601034867 辞退
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

8010601034867 辞退

辞退
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

4010001049866

Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

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宮町１－１１４－１

リコーリース株式会社　関東支社

8010601034867 辞退
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

辞退8010601034867
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

富士通リース株式会社　関東支店 　2010001128507

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

8010401021784 　
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

　8010401021784

ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

8010401005011 辞退8010401005011 辞退
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

辞退8010401005011 辞退8010401005011
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

8010401005011 辞退
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

辞退8010401005011

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

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

8010601034867
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

辞退8010601034867 辞退80106010348678010601034867 辞退辞退辞退
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

8010601034867
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

80106010348678010601034867
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

辞退
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

8010601034867 辞退8010601034867 辞退
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

辞退
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

8010601034867 辞退8010601034867 辞退
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

辞退8010601034867 辞退8010601034867
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

8010601034867 辞退
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店
Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　北関
東支店

辞退8010601034867

ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

辞退80107010224668010701022466 辞退
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

8010701022466 辞退
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

8010701022466 辞退
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

8010701022466
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

辞退8010701022466 辞退辞退8010701022466 辞退辞退辞退
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

8010701022466
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

80107010224668010701022466 辞退8010701022466
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

8010701022466 辞退8010701022466 辞退
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

辞退
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

801070102246680107010224668010701022466 辞退8010701022466 辞退
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

辞退8010701022466 辞退
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

辞退8010701022466
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

8010701022466 辞退
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

辞退8010701022466
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店
ＪＡ三井リース株式会社　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

1 924,000 1 ◎

2 1,113,000 2

3 1,184,400 3

4 1,188,000 4

5

6

備
考

円

朝霞市内自転車駐車場（原動機自転車駐車場）７箇所において自動体外式除細動器を設置するものとする。

発注業種 リース・レンタル　自動体外式助細動器（ＡＥD)

8010401005011

落札業者名
落札金額（税込）

997,920

ＩＢＪＬ東芝リース株式会社ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

開札日時 令和元年６月２８日（金）　午前９時５０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市東弁財１丁目４番１０号（朝霞台駅南口地下自転車駐車場）他６か所

履行期間

設計金額(税抜) 2,257,500

綜合警備保障株式会社　埼玉西支
社

件名 自動体外式除細動器賃貸借

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

3010401016070

924,000

9030001007784

三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

8010401005011
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

セコム株式会社

三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

株式会社マツオメディカル 9030001007784

摘要

2,257,500

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

4010701026198

4010001049866

4010701026198

辞退401000104986640100010498664010001049866

　株式会社マツオメディカル

セコム株式会社 6011001035920 　6011001035920 　セコム株式会社 　6011001035920

　
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

8010401005011 　8010401005011 　
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

　
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

4010701026198 辞退ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 4010701026198 辞退

辞退
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

4010001049866 辞退

辞退ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

埼玉県所沢市くすのき台１－１１－２西武第二ビル７階

綜合警備保障株式会社　埼玉西支社

4010701026198 辞退ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 辞退4010701026198ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

株式会社マツオメディカル 　9030001007784

　6011001035920セコム株式会社 6011001035920 　セコム株式会社セコム株式会社 　6011001035920

ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

8010401005011 　8010401005011 　
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

　8010401005011 　8010401005011
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

8010401005011 　
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

　8010401005011

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
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
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

4010701026198 辞退40107010261984010701026198 辞退

4010001049866 辞退4010001049866 辞退

辞退40107010261984010701026198ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 辞退ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 4010701026198ＩＢＪＬ東芝リース株式会社ＩＢＪＬ東芝リース株式会社ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 辞退辞退ＩＢＪＬ東芝リース株式会社ＩＢＪＬ東芝リース株式会社ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 4010701026198 辞退辞退ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 4010701026198ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 4010701026198 辞退4010701026198ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 40107010261984010701026198 辞退4010701026198 辞退ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 辞退ＩＢＪＬ東芝リース株式会社ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 辞退4010701026198 辞退4010701026198 辞退ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 辞退



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 598,000

2 723,000 1 ◎

3

4

5

備
考

円

案内文書、通知書兼同意書、送付用封筒作成及び封入封緘ほか

発注業種 印刷　一般印刷

5180301013959

落札業者名
落札金額（税込）

780,840

開札日時 令和元年６月２８日（金）　午前１０時００分

最低制限価格（税抜） 623,882

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

設計金額(税抜) 882,000

東洋印刷株式会社　埼玉営業所

件名 診療情報提供依頼通知作成業務委託（単価契約）

予定価格(税抜)

最低制限価格未満

契約締結日　から　令和２年２月２９日

業務概要

3130001021789

723,000

8030001065569株式会社三和システムフォーム

5030001054673

株式会社三和システムフォーム

5180301013959
小林クリエイト株式会社　北関東
営業部

株式会社文永社　営業本部・工場

株式会社三和システムフォーム

株式会社高速　北朝霞営業部 5030001054673

摘要

882,000

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8030001065569 辞退80300010655698030001065569

株式会社高速　北朝霞営業部

株式会社文永社　営業本部・工場 5011101018347 辞退5011101018347 辞退株式会社文永社　営業本部・工場 辞退5011101018347

辞退

辞退
小林クリエイト株式会社　北関東
営業部

5180301013959 辞退5180301013959 辞退
小林クリエイト株式会社　北関東
営業部

辞退
小林クリエイト株式会社　北関東
営業部

辞退辞退株式会社三和システムフォーム 8030001065569株式会社三和システムフォーム

埼玉県朝霞市西原１－７－２６

株式会社高速　北朝霞営業部

株式会社高速　北朝霞営業部 5030001054673

辞退5011101018347株式会社文永社　営業本部・工場 5011101018347 辞退株式会社文永社　営業本部・工場株式会社文永社　営業本部・工場 辞退5011101018347

小林クリエイト株式会社　北関東
営業部
小林クリエイト株式会社　北関東
営業部

5180301013959 辞退5180301013959 辞退
小林クリエイト株式会社　北関東
営業部

辞退5180301013959 辞退5180301013959
小林クリエイト株式会社　北関東
営業部

5180301013959 辞退
小林クリエイト株式会社　北関東
営業部
小林クリエイト株式会社　北関東
営業部

辞退5180301013959

80300010655698030001065569株式会社三和システムフォーム 辞退株式会社三和システムフォーム 8030001065569 辞退8030001065569 辞退株式会社三和システムフォーム 辞退株式会社三和システムフォーム株式会社三和システムフォーム株式会社三和システムフォーム 8030001065569 辞退8030001065569 辞退株式会社三和システムフォーム 辞退8030001065569 辞退8030001065569株式会社三和システムフォーム 8030001065569 辞退株式会社三和システムフォーム株式会社三和システムフォーム 辞退8030001065569



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 12,400,000 1 ◎

2 12,650,000 2

3 12,720,000 3

4 12,730,000 4

5 12,800,000 5

6 12,900,000 6

備
考

円

配水管漏水調査　Ｌ＝２７２．０Ｋｍ

発注業種 測定・分析　漏水調査

4020001085745

落札業者名
落札金額（税込）

13,392,000

株式会社日本レップス　埼玉営業
所
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

開札日時 令和元年６月２８日（金）　午前１０時１０分

最低制限価格（税抜） 9,072,407

履行場所 朝霞市内全域

履行期間

設計金額(税抜) 13,250,000

株式会社日本漏防コンサルタント
関東営業所

件名 配・給水管漏水調査業務委託

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

5480001003577

12,400,000

2040001084838

株式会社サンスイ　北関東支店

4020001085745
水道テクニカルサービス株式会社
埼玉営業所

株式会社東北漏水　関東営業所

株式会社サンスイ　北関東支店

アクアテック株式会社　関東営業
所

2040001084838

摘要

13,250,000

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

　

6021001014543

8010701014868

6021001014543

　801070101486880107010148688010701014868

　
アクアテック株式会社　関東営業
所

株式会社東北漏水　関東営業所 8370001002463 　8370001002463 　株式会社東北漏水　関東営業所 　8370001002463

　
水道テクニカルサービス株式会社
埼玉営業所

4020001085745 　4020001085745 　
水道テクニカルサービス株式会社
埼玉営業所

　
水道テクニカルサービス株式会社
埼玉営業所

6021001014543 　
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

6021001014543 　

　株式会社サンスイ　北関東支店 8010701014868 　

　
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

株式会社サンスイ　北関東支店

埼玉県和光市中央２－６－６

株式会社日本漏防コンサルタント　関東営業所

6021001014543 　
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

　6021001014543
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

アクアテック株式会社　関東営業
所

　2040001084838

　8370001002463株式会社東北漏水　関東営業所 8370001002463 　株式会社東北漏水　関東営業所株式会社東北漏水　関東営業所 　8370001002463

水道テクニカルサービス株式会社
埼玉営業所
水道テクニカルサービス株式会社
埼玉営業所

4020001085745 　4020001085745 　
水道テクニカルサービス株式会社
埼玉営業所

　4020001085745 　4020001085745
水道テクニカルサービス株式会社
埼玉営業所

4020001085745 　
水道テクニカルサービス株式会社
埼玉営業所
水道テクニカルサービス株式会社
埼玉営業所

　4020001085745

株式会社サンスイ　北関東支店 8010701014868 　8010701014868 　株式会社サンスイ　北関東支店 　株式会社サンスイ　北関東支店株式会社サンスイ　北関東支店 8010701014868 　8010701014868 　株式会社サンスイ　北関東支店 　80107010148688010701014868株式会社サンスイ　北関東支店株式会社サンスイ　北関東支店 8010701014868 　株式会社サンスイ　北関東支店株式会社サンスイ　北関東支店 　8010701014868 　株式会社サンスイ　北関東支店株式会社サンスイ　北関東支店

6021001014543 　60210010145436021001014543 　

8010701014868 　8010701014868 　

　60210010145436021001014543
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

　
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

6021001014543
株式会社日本レップス　埼玉営業
所
株式会社日本レップス　埼玉営業
所
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

　　
株式会社日本レップス　埼玉営業
所
株式会社日本レップス　埼玉営業
所
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

6021001014543 　　
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

6021001014543
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

6021001014543 　6021001014543
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

60210010145436021001014543 　6021001014543 　
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

　
株式会社日本レップス　埼玉営業
所
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

　6021001014543 　6021001014543 　
株式会社日本レップス　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 4,200,000 1 ◎

2 4,310,000 2

3 4,320,000 3

4 4,350,000 4

備
考

円

配水管の洗浄

発注業種 測定・分析　漏水調査

8120001055536

落札業者名
落札金額（税込）

4,536,000

開札日時 令和元年６月２８日（金）　午前１０時２０分

最低制限価格（税抜） 3,070,945

履行場所 朝霞市幸町２丁目他地内

履行期間

設計金額(税抜) 4,450,000

株式会社日本漏防コンサルタント
関東営業所

件名 配水管洗浄業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年１月３１日

業務概要

5480001003577

4,200,000

6021001014543

8120001055536
株式会社サンリーク　さいたま営
業所

地中エンジニアリング株式会社

株式会社日本レップス　埼玉営業
所

6021001014543

摘要

4,450,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

　
株式会社日本レップス　埼玉営業
所

地中エンジニアリング株式会社 8030001005376 　8030001005376 　地中エンジニアリング株式会社 　8030001005376

　
株式会社サンリーク　さいたま営
業所

8120001055536 　8120001055536 　
株式会社サンリーク　さいたま営
業所

　
株式会社サンリーク　さいたま営
業所

埼玉県和光市中央２－６－６

株式会社日本漏防コンサルタント　関東営業所

株式会社日本レップス　埼玉営業
所

　6021001014543

　8030001005376地中エンジニアリング株式会社 8030001005376 　地中エンジニアリング株式会社地中エンジニアリング株式会社 　8030001005376

株式会社サンリーク　さいたま営
業所
株式会社サンリーク　さいたま営
業所

8120001055536 　8120001055536 　
株式会社サンリーク　さいたま営
業所

　8120001055536 　8120001055536
株式会社サンリーク　さいたま営
業所

8120001055536 　
株式会社サンリーク　さいたま営
業所
株式会社サンリーク　さいたま営
業所

　8120001055536



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,094,310 1 ◎

2

3

4

備
考

円

常勤、新規採用職員、一般職非常勤職員及び臨時的任用職員等に対する定期健康診断

発注業種 その他調査・委託　各種健康診断

8030001088999

落札業者名
落札金額（税込）

2,261,855

開札日時 令和元年６月２８日（金）　午前１０時３０分

最低制限価格（税抜） 1,831,243

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

設計金額(税抜) 2,350,400

医療法人社団武蔵野会　TMGサテ
ライトクリニック朝霞台

件名 職員定期健康診断業務委託(単価契約）

予定価格(税抜)

無効

契約締結日　から　令和２年２月２９日

業務概要

3030005006895

2,094,310

2030005013488

8030001088999株式会社メディアース・ビケン

公益財団法人埼玉県健康づくり事
業団

医療法人クレモナ会 2030005013488

摘要

2,350,400

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

無効医療法人クレモナ会

公益財団法人埼玉県健康づくり事
業団

9030005000422 辞退9030005000422 辞退
公益財団法人埼玉県健康づくり事
業団

辞退9030005000422

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

埼玉県朝霞市西弁財１－８－２１

医療法人社団武蔵野会　TMGサテライトクリニック朝霞台

医療法人クレモナ会 無効2030005013488

辞退9030005000422
公益財団法人埼玉県健康づくり事
業団

9030005000422 辞退
公益財団法人埼玉県健康づくり事
業団
公益財団法人埼玉県健康づくり事
業団

辞退9030005000422

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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,700,000 1 ◎

2 3,910,000 2

3 4,000,000 3

4 4,166,000 4

備
考

円

小・中学校のエアコン保守点検（年１回）及びフィルター清掃（年３回）

発注業種 保守点検　空気調和設備

5030001044708

落札業者名
落札金額（税込）

3,996,000

開札日時 令和元年６月２８日（金）　午前１０時４０分

最低制限価格（税抜） 3,180,143

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１０校

履行期間

設計金額(税抜) 4,166,000

株式会社冷暖坊

件名 小・中学校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　令和２年３月１９日

業務概要

1030001048613

3,700,000

6030002059084

5030001044708共同冷熱株式会社

小泉電機工業株式会社

有限会社ナカタ 6030002059084

摘要

4,166,000

落札価格(税抜)

第1回金額
（税抜）

第2回金額
（税抜）

業者名 法人番号

　有限会社ナカタ

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

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

埼玉県朝霞市溝沼５－９－１４－１０５

株式会社冷暖坊　

有限会社ナカタ 　6030002059084

　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

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 　5030001044708 　5030001044708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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,810,000 1 ◎

2 1,880,000 2

3 1,890,000 3

4 2,137,000 4

備
考

円

小・中学校の消防設備の保守点検業務を行う。

発注業種 保守点検　消防設備

4030001068781

落札業者名
落札金額（税込）

1,954,800

開札日時 令和元年６月２８日（金）　午前１０時５０分

最低制限価格（税抜） 1,489,104

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

設計金額(税抜) 2,137,000

株式会社オリエントサービス　埼
玉支店

件名 小・中学校消防設備保守点検業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月３０日

業務概要

4011301001368

1,810,000

6030002060447

4030001068781坂戸防災株式会社　埼玉南営業所

株式会社ミノン

有限会社ヤマト防災 6030002060447

摘要

2,137,000

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

　有限会社ヤマト防災

株式会社ミノン 7030001047774 　7030001047774 　株式会社ミノン 　7030001047774

　坂戸防災株式会社　埼玉南営業所 4030001068781 　4030001068781 　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

埼玉県朝霞市本町２－２５－３２－２１０

株式会社オリエントサービス　埼玉支店

有限会社ヤマト防災 　6030002060447

　7030001047774株式会社ミノン 7030001047774 　株式会社ミノン株式会社ミノン 　7030001047774

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 　4030001068781 　坂戸防災株式会社　埼玉南営業所 　4030001068781 　4030001068781坂戸防災株式会社　埼玉南営業所 4030001068781 　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
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