
入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 4,870,000 1 ◎

2 4,890,000 2

3 4,930,000 3

4 4,950,000 4

5 4,960,000 5

6 4,980,000 6

備 考

円

工事延長　L＝60m　アスファルト舗装工　A＝9㎡　透水性舗装工　A＝86㎡

発注業種 土木工事業　土木一式工事

6030001044962

落札業者名
落札金額（税込）

5,259,600

エスケイ機工株式会社　本店エスケイ機工株式会社　本店

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前１１時００分

最低制限価格（税抜） 4,358,894

履行場所 朝霞市宮戸４丁目地内

履行期間

設計金額(税抜) 5,075,000

アイザワ工業有限会社　本店

件名 市道２００２号線歩道築造工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年１１月２９日

業務概要

7030002058085

4,870,000

6030001044764

株式会社林土木　関東支店

6030001044962株式会社冨岡組　本店

古内土木株式会社　本店

株式会社林土木　関東支店

五島工業株式会社　本店 6030001044764

摘要

5,075,000

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

4230001006622

6030001050341

　423000100662242300010066224230001006622

　五島工業株式会社　本店

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

　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

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

　株式会社林土木　関東支店 4230001006622 　

　エスケイ機工株式会社　本店

株式会社林土木　関東支店

埼玉県朝霞市溝沼６－８－２２

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 　6030001050341エスケイ機工株式会社　本店

五島工業株式会社　本店 　6030001044764

　9030001044745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 　9030001044745

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 　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

株式会社林土木　関東支店 4230001006622 　4230001006622 　株式会社林土木　関東支店 　株式会社林土木　関東支店株式会社林土木　関東支店 4230001006622 　4230001006622 　株式会社林土木　関東支店 　42300010066224230001006622株式会社林土木　関東支店株式会社林土木　関東支店 4230001006622 　株式会社林土木　関東支店株式会社林土木　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

6030001050341 　60300010503416030001050341 　

4230001006622 　4230001006622 　

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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,132,000 1 ◎

2 3,163,000 2

3 3,197,000 3

4 3,230,000 4

備 考

円

工事延長　L＝58m　アスファルト舗装工　A＝29.45㎡　透水性舗装工　A＝88.37㎡

発注業種 土木工事業　土木一式工事

1030001045115

落札業者名
落札金額（税込）

3,382,560

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前１１時００分

最低制限価格（税抜） 2,841,672

履行場所 朝霞市根岸台３丁目地内

履行期間

設計金額(税抜) 3,297,000

株式会社ユーアイ建設　本店

件名 市道１５号線歩道築造工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年１２月２７日

業務概要

2030001008698

3,132,000

6030001050341

1030001045115宮林建設株式会社　本店

古内土木株式会社　本店

エスケイ機工株式会社　本店 6030001050341

摘要

3,297,000

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

　エスケイ機工株式会社　本店

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

　宮林建設株式会社　本店 1030001045115 　1030001045115 　宮林建設株式会社　本店 　宮林建設株式会社　本店

埼玉県さいたま市大宮区三橋２－５７８－９

株式会社ユーアイ建設　本店

エスケイ機工株式会社　本店 　6030001050341

　9030001044745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 　9030001044745

宮林建設株式会社　本店宮林建設株式会社　本店 1030001045115 　1030001045115 　宮林建設株式会社　本店 　1030001045115 　1030001045115宮林建設株式会社　本店 1030001045115 　宮林建設株式会社　本店宮林建設株式会社　本店 　1030001045115



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 8,540,000 1 ◎

2 8,600,000 2

3 8,900,000 3

4

5

備 考

円

公園内トイレのバリアフリー化に伴う改修工事

発注業種 建築工事業　建築一式工事

8030001045892

落札業者名
落札金額（税込）

9,223,200

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前１１時００分

最低制限価格（税抜） 8,034,719

履行場所 朝霞市青葉台１丁目地内

履行期間

設計金額(税抜) 9,079,000

藤宮工務店株式会社　本店

件名 朝霞中央公園公園側トイレ改修工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年１１月１５日

業務概要

1030001045040

8,540,000

8012701009179エース技建株式会社　本店

5030001045598

エース技建株式会社　本店

8030001045892株式会社綜合建設　朝霞営業所

有限会社大貫建設　本店

エース技建株式会社　本店

株式会社共進　朝霞支店 5030001045598

摘要

9,079,000

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8012701009179 未受領80127010091798012701009179

　株式会社共進　朝霞支店

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

未受領

未受領株式会社綜合建設　朝霞営業所 8030001045892 未受領8030001045892 未受領株式会社綜合建設　朝霞営業所 未受領株式会社綜合建設　朝霞営業所

未受領未受領エース技建株式会社　本店 8012701009179エース技建株式会社　本店

埼玉県朝霞市本町２－７－３３

藤宮工務店株式会社　本店

株式会社共進　朝霞支店 　5030001045598

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

株式会社綜合建設　朝霞営業所株式会社綜合建設　朝霞営業所 8030001045892 未受領8030001045892 未受領株式会社綜合建設　朝霞営業所 未受領8030001045892 未受領8030001045892株式会社綜合建設　朝霞営業所 8030001045892 未受領株式会社綜合建設　朝霞営業所株式会社綜合建設　朝霞営業所 未受領8030001045892

80127010091798012701009179エース技建株式会社　本店 未受領エース技建株式会社　本店 8012701009179 未受領8012701009179 未受領エース技建株式会社　本店 未受領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 未受領8012701009179 未受領エース技建株式会社　本店 未受領8012701009179 未受領8012701009179エース技建株式会社　本店 8012701009179 未受領エース技建株式会社　本店エース技建株式会社　本店 未受領8012701009179



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,200,000 1 ◎

2 3,250,000 2

3 3,300,000 3

4 3,325,000 4

備 考

円

工事延長L＝124.2m　切削オーバーレイ工A＝572.2㎡　マンホール蓋交換2箇所

発注業種 舗装工事業　舗装工事

6030001045218

落札業者名
落札金額（税込）

3,456,000

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前１１時００分

最低制限価格（税抜） 2,897,725

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) 3,373,000

株式会社良三建設工業　本店

件名 支線１８７号線舗装復旧工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年１１月２９日

業務概要

4030001009018

3,200,000

6030001044962

6030001045218株式会社伊東土木　朝霞営業所

五島工業株式会社　本店

株式会社冨岡組　本店 6030001044962

摘要

3,373,000

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

　株式会社冨岡組　本店

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

　株式会社伊東土木　朝霞営業所 6030001045218 　6030001045218 　株式会社伊東土木　朝霞営業所 　株式会社伊東土木　朝霞営業所

埼玉県さいたま市桜区栄和４－１２－４

株式会社良三建設工業　本店

株式会社冨岡組　本店 　6030001044962

　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

株式会社伊東土木　朝霞営業所株式会社伊東土木　朝霞営業所 6030001045218 　6030001045218 　株式会社伊東土木　朝霞営業所 　6030001045218 　6030001045218株式会社伊東土木　朝霞営業所 6030001045218 　株式会社伊東土木　朝霞営業所株式会社伊東土木　朝霞営業所 　6030001045218



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,800,000 1 ◎

2 2,940,000 2

3 3,010,000 3

4 3,010,000 3

5 3,900,000 5

6

備 考

円

未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領5030001026532 未受領5030001026532 未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領5030001026532 未受領5030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

50300010265325030001026532 未受領5030001026532 未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

5030001026532 未受領未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

5030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

50300010265325030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

5030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領5030001026532 未受領50300010265325030001026532 未受領

7011001007308 　7011001007308株式会社Ｋ構造研究所　本店 7011001007308 　株式会社Ｋ構造研究所　本店株式会社Ｋ構造研究所　本店 　7011001007308 　株式会社Ｋ構造研究所　本店株式会社Ｋ構造研究所　本店株式会社Ｋ構造研究所　本店 7011001007308 　7011001007308 　株式会社Ｋ構造研究所　本店 　70110010073087011001007308株式会社Ｋ構造研究所　本店 　株式会社Ｋ構造研究所　本店 7011001007308 　7011001007308 　株式会社Ｋ構造研究所　本店

1030002004359 　1030002004359株式会社空間計画　本店 1030002004359 　株式会社空間計画　本店株式会社空間計画　本店 　1030002004359

　4030001004753

株式会社空間計画　本店株式会社空間計画　本店 1030002004359 　1030002004359 　株式会社空間計画　本店 　

株式会社金子設計　本店 　2030001026221

　4030001004753株式会社雙設備研究所　本店 4030001004753 　株式会社雙設備研究所　本店株式会社雙設備研究所　本店

株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

株式会社Ｋ構造研究所　本店

埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１４９－３

株式会社綜企画設計　埼玉支店

5030001026532 未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領5030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領

　

5030001026532 未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

5030001026532 未受領

　株式会社Ｋ構造研究所　本店 7011001007308 　

　株式会社空間計画　本店 1030002004359 　1030002004359 　株式会社空間計画　本店 　株式会社空間計画　本店

　株式会社金子設計　本店

株式会社雙設備研究所　本店 4030001004753 　4030001004753 　株式会社雙設備研究所　本店 　4030001004753

未受領

　

5030001026532

7011001007308

5030001026532

　70110010073087011001007308

摘要

3,010,000

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

7011001007308株式会社Ｋ構造研究所　本店

2030001026221

株式会社Ｋ構造研究所　本店

1030002004359株式会社空間計画　本店

株式会社雙設備研究所　本店

株式会社Ｋ構造研究所　本店

株式会社金子設計　本店 2030001026221

株式会社綜企画設計　埼玉支店

件名 朝霞第三小学校体育館空調設備整備工事設計業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月１６日

業務概要

8010001078721

2,800,000

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前１１時００分

最低制限価格（税抜） 2,156,213

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) 3,010,000

落札業者名
落札金額（税込）

3,024,000

株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

朝霞第三小学校体育館の空調設備整備工事等、基本・実施設計、積算の設計業務委託

発注業種 建築関係建設コンサルタント　空調設備

1030002004359



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,800,000 1 ◎

2 2,940,000 2

3 3,010,000 3

4 3,010,000 3

5 3,900,000 5

6

備 考

円

未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領5030001026532 未受領5030001026532 未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領5030001026532 未受領5030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

50300010265325030001026532 未受領5030001026532 未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

5030001026532 未受領未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

5030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

50300010265325030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

5030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領5030001026532 未受領50300010265325030001026532 未受領

7011001007308 　7011001007308株式会社Ｋ構造研究所　本店 7011001007308 　株式会社Ｋ構造研究所　本店株式会社Ｋ構造研究所　本店 　7011001007308 　株式会社Ｋ構造研究所　本店株式会社Ｋ構造研究所　本店株式会社Ｋ構造研究所　本店 7011001007308 　7011001007308 　株式会社Ｋ構造研究所　本店 　70110010073087011001007308株式会社Ｋ構造研究所　本店 　株式会社Ｋ構造研究所　本店 7011001007308 　7011001007308 　株式会社Ｋ構造研究所　本店

1030002004359 　1030002004359株式会社空間計画　本店 1030002004359 　株式会社空間計画　本店株式会社空間計画　本店 　1030002004359

　4030001004753

株式会社空間計画　本店株式会社空間計画　本店 1030002004359 　1030002004359 　株式会社空間計画　本店 　

株式会社金子設計　本店 　2030001026221

　4030001004753株式会社雙設備研究所　本店 4030001004753 　株式会社雙設備研究所　本店株式会社雙設備研究所　本店

株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

株式会社Ｋ構造研究所　本店

埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１４９－３

株式会社綜企画設計　埼玉支店

5030001026532 未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領5030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領

　

5030001026532 未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

5030001026532 未受領

　株式会社Ｋ構造研究所　本店 7011001007308 　

　株式会社空間計画　本店 1030002004359 　1030002004359 　株式会社空間計画　本店 　株式会社空間計画　本店

　株式会社金子設計　本店

株式会社雙設備研究所　本店 4030001004753 　4030001004753 　株式会社雙設備研究所　本店 　4030001004753

未受領

　

5030001026532

7011001007308

5030001026532

　70110010073087011001007308

摘要

3,010,000

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

7011001007308株式会社Ｋ構造研究所　本店

2030001026221

株式会社Ｋ構造研究所　本店

1030002004359株式会社空間計画　本店

株式会社雙設備研究所　本店

株式会社Ｋ構造研究所　本店

株式会社金子設計　本店 2030001026221

株式会社綜企画設計　埼玉支店

件名 朝霞第六小学校体育館空調設備整備工事設計業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月１６日

業務概要

8010001078721

2,800,000

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前１１時００分

最低制限価格（税抜） 2,156,213

履行場所 朝霞市本町１丁目２５番地１号（朝霞第六小学校）

履行期間

設計金額(税抜) 3,010,000

落札業者名
落札金額（税込）

3,024,000

株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

朝霞第六小学校体育館の空調設備整備工事等、基本・実施設計、積算の設計業務委託

発注業種 建築関係建設コンサルタント　空調設備

1030002004359



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,940,000 1 ◎

2 3,010,000 2

3 3,010,000 2

4 3,900,000 4

5

6

備 考

円

未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領5030001026532 未受領5030001026532 未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領5030001026532 未受領5030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

50300010265325030001026532 未受領5030001026532 未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

5030001026532 未受領未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

5030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

50300010265325030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

5030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領5030001026532 未受領50300010265325030001026532 未受領

8010001078721 無効8010001078721株式会社綜企画設計　埼玉支店 8010001078721 無効株式会社綜企画設計　埼玉支店株式会社綜企画設計　埼玉支店 無効8010001078721 無効株式会社綜企画設計　埼玉支店株式会社綜企画設計　埼玉支店株式会社綜企画設計　埼玉支店 8010001078721 無効8010001078721 無効株式会社綜企画設計　埼玉支店 無効80100010787218010001078721株式会社綜企画設計　埼玉支店 無効株式会社綜企画設計　埼玉支店 8010001078721 無効8010001078721 無効株式会社綜企画設計　埼玉支店

7011001007308 　7011001007308株式会社Ｋ構造研究所　本店 7011001007308 　株式会社Ｋ構造研究所　本店株式会社Ｋ構造研究所　本店 　7011001007308

　1030002004359

株式会社Ｋ構造研究所　本店株式会社Ｋ構造研究所　本店 7011001007308 　7011001007308 　株式会社Ｋ構造研究所　本店 　

株式会社雙設備研究所　本店 　4030001004753

　1030002004359株式会社空間計画　本店 1030002004359 　株式会社空間計画　本店株式会社空間計画　本店

株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

株式会社綜企画設計　埼玉支店

埼玉県狭山市富士見２－２１－５

株式会社金子設計　本店

5030001026532 未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領5030001026532
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

未受領

無効

5030001026532 未受領
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

5030001026532 未受領

無効株式会社綜企画設計　埼玉支店 8010001078721 無効

　株式会社Ｋ構造研究所　本店 7011001007308 　7011001007308 　株式会社Ｋ構造研究所　本店 　株式会社Ｋ構造研究所　本店

　株式会社雙設備研究所　本店

株式会社空間計画　本店 1030002004359 　1030002004359 　株式会社空間計画　本店 　1030002004359

未受領

無効

5030001026532

8010001078721

5030001026532

無効80100010787218010001078721

摘要

3,010,000

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

8010001078721株式会社綜企画設計　埼玉支店

4030001004753

株式会社綜企画設計　埼玉支店

7011001007308株式会社Ｋ構造研究所　本店

株式会社空間計画　本店

株式会社綜企画設計　埼玉支店

株式会社雙設備研究所　本店 4030001004753

株式会社金子設計　本店

件名 朝霞第九小学校体育館空調設備整備工事設計業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年３月１６日

業務概要

2030001026221

2,940,000

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前１１時００分

最低制限価格（税抜） 2,156,213

履行場所 朝霞市大字台２９５番地（朝霞第九小学校）

履行期間

設計金額(税抜) 3,010,000

落札業者名
落札金額（税込）

3,175,200

株式会社永塚建築設備設計事務所
本店
株式会社永塚建築設備設計事務所
本店

朝霞第九小学校体育館の空調設備整備工事等、基本・実施設計、積算の設計業務委託

発注業種 建築関係建設コンサルタント　空調設備

7011001007308



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 7,974,000 1 ◎

2 8,880,000 2

3

4

5

6

備 考

円

市内施設で利用するキオスク端末等の賃貸借

発注業種 リース・レンタル　ＯＡ機器

4010001049866

落札業者名
落札金額（税込）

8,611,920

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

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前９時００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) 9,449,000

リコーリース株式会社　関東支社

件名 キオスク端末等賃貸借（令和元年度）

予定価格(税抜)

　

令和２年２月１日　から　令和７年１月３１日

業務概要

7010601037788

7,974,000

8010401021784

富士通リース株式会社　関東支店

4010001049866
三菱ＵＦＪリース株式会社　大宮
支店

ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

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

摘要

9,449,000

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

8010701022466

2010001128507

8010701022466

辞退201000112850720100011285072010001128507

　
ＮＥＣキャピタルソリューション
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
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

8010701022466 辞退
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

8010701022466 辞退

辞退富士通リース株式会社　関東支店 2010001128507 辞退

辞退
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

富士通リース株式会社　関東支店

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

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

ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関東支店

　8010401021784

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

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

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

8010701022466 辞退80107010224668010701022466 辞退

2010001128507 辞退2010001128507 辞退

辞退80107010224668010701022466
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

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
ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店

8010701022466 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

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

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

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

辞退



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,483,200 1 ◎

2 1,576,800 2

3

4

5

6

7

備 考

円

メンテナンスリースによる新規車両の導入

発注業種 リース・レンタル　車

7010601037788

日本カーソリューションズ株式会
社　さいたま支店

落札業者名
落札金額（税込）

1,601,856

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

8010401059346

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前９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

設計金額(税抜) 1,800,018

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１台）賃貸借

予定価格(税抜)

　

令和元年１２月１日　から　令和７年１１月３０日

業務概要

4030001006097

1,483,200

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

摘要

1,800,018

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

1010001025515

4120001077476

1010001025515

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

1010001025515 辞退
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

1010001025515 辞退

辞退
大和リース株式会社　さいたま支
店

4120001077476

日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

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

1010001025515 辞退
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

株式会社トヨタレンタリース新埼
玉

　8030001005896

辞退6010001034494株式会社アクティオ　朝霞営業所 6010001034494 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7010601037788 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 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4120001077476 辞退4120001077476
大和リース株式会社　さいたま支
店

4120001077476 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

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
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退1010001025515 辞退10100010255151010001025515 辞退辞退辞退
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

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 辞退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
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1010001025515 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
日通商事株式会社　埼玉営業セン
ター

辞退1010001025515

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
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
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

辞退8010401059346 辞退辞退8010401059346 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
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8010401059346
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

801040105934680104010593468010401059346 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

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
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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 49,500,000 1 ◎

2 49,900,000 2

3 53,950,000 3

4 54,000,000 4

5 54,000,000 4

6 54,300,000 6

7 54,378,000 7

備 考

円

下水道施設既設管調査（ＴＶカメラ調査：１４，１３６ｍ、潜行目視調査：６，１００ｍ）、修繕・改築計画策定（Ｌ＝２０，２３６ｍ）

発注業種 計画策定・コンサルタント　上下水道系

9010001008669

株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

落札業者名
落札金額（税込）

53,460,000

株式会社日本水工コンサルタント
関東支店
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

2120901006107

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前１０時００分

最低制限価格（税抜） 38,199,457

履行場所 朝霞市内

履行期間

設計金額(税抜) 54,378,000

株式会社パスコ　さいたま支店

件名 朝霞市下水道ストックマネジメント計画策定業務委託

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

5013201004656

49,500,000

5011101020526
三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所

7010601041419

三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所

9010001008669国際航業株式会社　埼玉支店

株式会社エイト日本技術開発　北
関東支店

三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所

朝日航洋株式会社　埼玉支店 7010601041419

摘要

54,378,000

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

　

　

　

5030001010008

5011101020526

5030001010008

　50111010205265011101020526

　朝日航洋株式会社　埼玉支店

株式会社エイト日本技術開発　北
関東支店

7260001000735 　7260001000735 　
株式会社エイト日本技術開発　北
関東支店

　7260001000735

　

　国際航業株式会社　埼玉支店 9010001008669 　9010001008669 　国際航業株式会社　埼玉支店 　国際航業株式会社　埼玉支店

　

　

5030001010008 　
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

5030001010008 　

　
三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所

5011101020526

株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所

埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－７４－６ＯＳセンタービル

株式会社パスコ　さいたま支店

5030001010008 　
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

　5030001010008
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

朝日航洋株式会社　埼玉支店 　7010601041419

　7260001000735
株式会社エイト日本技術開発　北
関東支店

7260001000735 　
株式会社エイト日本技術開発　北
関東支店
株式会社エイト日本技術開発　北
関東支店

　7260001000735

国際航業株式会社　埼玉支店国際航業株式会社　埼玉支店 9010001008669 　9010001008669 　国際航業株式会社　埼玉支店 　9010001008669 　9010001008669国際航業株式会社　埼玉支店 9010001008669 　国際航業株式会社　埼玉支店国際航業株式会社　埼玉支店 　9010001008669

50111010205265011101020526
三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所

　
三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所

5011101020526 　5011101020526 　
三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所

　
三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所
三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所
三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所

5011101020526 　5011101020526 　
三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所

　5011101020526 　5011101020526
三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所

5011101020526 　
三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所
三井共同建設コンサルタント株式
会社　北関東事務所

　5011101020526

5030001010008
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

　5030001010008 　50300010100085030001010008 　　　
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

5030001010008
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

50300010100085030001010008
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

　
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

5030001010008 　5030001010008 　
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

　
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

5030001010008 　5030001010008 　
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

　5030001010008 　5030001010008
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

5030001010008 　
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店
株式会社日本水工コンサルタント
関東支店

　5030001010008

株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

　21209010061072120901006107 　
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

2120901006107 　
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

2120901006107 　
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

2120901006107
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

　2120901006107 　　2120901006107 　　　
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

2120901006107
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

21209010061072120901006107 　2120901006107
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

2120901006107 　2120901006107 　
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

　
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

212090100610721209010061072120901006107 　2120901006107 　
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

　2120901006107 　
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

　2120901006107
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

2120901006107 　
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所

　2120901006107
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所
株式会社極東技工コンサルタント
埼玉事務所



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,776,040 1 ◎

2 3,974,600 2

3

4

5

備 考

円

特定健康診査の結果から生活習慣改善が必要とされる者に対し保健指導を実施する

発注業種 福祉・医療　その他

6180001041350

落札業者名
落札金額（税込）

4,078,123

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前１０時１０分

最低制限価格（税抜） 3,612,683

履行場所 市内を原則とし、市と協議の上決定する

履行期間

設計金額(税抜) 5,148,400

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート
株式会社

件名 朝霞市国民健康保険特定保健指導業務委託（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

3010801000426

3,776,040

2010001023468ティーペック株式会社

4010701025035

ティーペック株式会社

6180001041350株式会社名豊

株式会社ルネサンス　地域健康営
業部

ティーペック株式会社

株式会社ベネフィットワン・ヘル
スケア

4010701025035

摘要

5,148,400

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

未受領2010001023468 未受領20100010234682010001023468

　
株式会社ベネフィットワン・ヘル
スケア

株式会社ルネサンス　地域健康営
業部

3010601020797 未受領3010601020797 未受領
株式会社ルネサンス　地域健康営
業部

未受領3010601020797

未受領

辞退株式会社名豊 6180001041350 辞退6180001041350 辞退株式会社名豊 辞退株式会社名豊

未受領未受領ティーペック株式会社 2010001023468ティーペック株式会社

東京都大田区山王１－３－５

ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社　

株式会社ベネフィットワン・ヘル
スケア

　4010701025035

未受領3010601020797
株式会社ルネサンス　地域健康営
業部

3010601020797 未受領
株式会社ルネサンス　地域健康営
業部
株式会社ルネサンス　地域健康営
業部

未受領3010601020797

株式会社名豊株式会社名豊 6180001041350 辞退6180001041350 辞退株式会社名豊 辞退6180001041350 辞退6180001041350株式会社名豊 6180001041350 辞退株式会社名豊株式会社名豊 辞退6180001041350

20100010234682010001023468ティーペック株式会社 未受領ティーペック株式会社 2010001023468 未受領2010001023468 未受領ティーペック株式会社 未受領ティーペック株式会社ティーペック株式会社ティーペック株式会社 2010001023468 未受領2010001023468 未受領ティーペック株式会社 未受領2010001023468 未受領2010001023468ティーペック株式会社 2010001023468 未受領ティーペック株式会社ティーペック株式会社 未受領2010001023468



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 3,675,000 2

3 3,694,000 3

4 3,698,000 4

5 3,700,000 5

6 3,700,000 5

備 考

円

φ１３ｍｍ　５５８個　　φ２０ｍｍ　８６６個　φ２５ｍｍ　８個　φ３０ｍｍ　１個　 φ４０ｍｍ　１３個　φ５０ｍｍ　２個　φ１００ｍｍ　１個　　計　１，４４９個

発注業種 建物管理　水道メーター交換

6030001044962

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

3,888,000

エスケイ機工株式会社エスケイ機工株式会社

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前１０時２０分

最低制限価格（税抜） 2,938,785

履行場所 給水区域内の該当建築物

履行期間

設計金額(税抜) 3,750,000

株式会社イハラ　朝霞営業所

件名 中高層建築物量水器定期交換業務（その１）

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

4030001046614

3,600,000

株式会社環境テクノ　朝霞支店

6030001044962株式会社冨岡組

有限会社　福満管工事

株式会社環境テクノ　朝霞支店

三邦設備工業所

摘要

3,750,000

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

9011101063224

6030001050341

　901110106322490111010632249011101063224

　三邦設備工業所

有限会社　福満管工事 9030002059395 　9030002059395 　有限会社　福満管工事 　9030002059395

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

6030001050341 　エスケイ機工株式会社 6030001050341 　

　株式会社環境テクノ　朝霞支店 9011101063224 　

　エスケイ機工株式会社

株式会社環境テクノ　朝霞支店

埼玉県朝霞市栄町２－１３－２６－３０３

株式会社イハラ　朝霞営業所

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

三邦設備工業所 　

　9030002059395有限会社　福満管工事 9030002059395 　有限会社　福満管工事有限会社　福満管工事 　9030002059395

株式会社冨岡組株式会社冨岡組 6030001044962 　6030001044962 　株式会社冨岡組 　6030001044962 　6030001044962株式会社冨岡組 6030001044962 　株式会社冨岡組株式会社冨岡組 　6030001044962

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 　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 　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

6030001050341 　60300010503416030001050341 　

9011101063224 　9011101063224 　

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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,346,000 1 ◎

2 3,480,000 2

3 3,507,000 3

4 3,509,000 4

5 3,510,000 5

6

備 考

円

φ１３ｍｍ　１７７個　　φ２０ｍｍ　１，１３８個　φ２５ｍｍ　１０個　φ３０ｍｍ　３個　 φ４０ｍｍ　７個　φ５０ｍｍ　１個　φ７５ｍｍ　２個　　計　１，３３８個

発注業種 建物管理　水道メーター交換

6030001044962

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

3,613,680

株式会社イハラ　朝霞営業所株式会社イハラ　朝霞営業所

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前１０時３０分

最低制限価格（税抜） 2,766,775

履行場所 給水区域内の該当建築物

履行期間

設計金額(税抜) 3,560,000

三邦設備工業所

件名 中高層建築物量水器定期交換業務（その３）

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

3,346,000

6030001050341

株式会社環境テクノ　朝霞支店

6030001044962株式会社冨岡組

有限会社　福満管工事

株式会社環境テクノ　朝霞支店

エスケイ機工株式会社 6030001050341

摘要

3,560,000

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

　

4030001046614

9011101063224

4030001046614

　901110106322490111010632249011101063224

　エスケイ機工株式会社

有限会社　福満管工事 9030002059395 　9030002059395 　有限会社　福満管工事 　9030002059395

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

4030001046614 一抜け株式会社イハラ　朝霞営業所 4030001046614 一抜け

　株式会社環境テクノ　朝霞支店 9011101063224 　

一抜け株式会社イハラ　朝霞営業所

株式会社環境テクノ　朝霞支店

埼玉県朝霞市東弁財３－２－５９

三邦設備工業所　

4030001046614 一抜け株式会社イハラ　朝霞営業所 一抜け4030001046614株式会社イハラ　朝霞営業所

エスケイ機工株式会社 　6030001050341

　9030002059395有限会社　福満管工事 9030002059395 　有限会社　福満管工事有限会社　福満管工事 　9030002059395

株式会社冨岡組株式会社冨岡組 6030001044962 　6030001044962 　株式会社冨岡組 　6030001044962 　6030001044962株式会社冨岡組 6030001044962 　株式会社冨岡組株式会社冨岡組 　6030001044962

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 　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 　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

4030001046614 一抜け40300010466144030001046614 一抜け

9011101063224 　9011101063224 　

一抜け40300010466144030001046614株式会社イハラ　朝霞営業所 一抜け株式会社イハラ　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　朝霞営業所株式会社イハラ　朝霞営業所 一抜け一抜け株式会社イハラ　朝霞営業所株式会社イハラ　朝霞営業所株式会社イハラ　朝霞営業所 4030001046614 一抜け一抜け株式会社イハラ　朝霞営業所 4030001046614株式会社イハラ　朝霞営業所 4030001046614 一抜け4030001046614株式会社イハラ　朝霞営業所 40300010466144030001046614 一抜け4030001046614 一抜け株式会社イハラ　朝霞営業所 一抜け株式会社イハラ　朝霞営業所株式会社イハラ　朝霞営業所 一抜け4030001046614 一抜け4030001046614 一抜け株式会社イハラ　朝霞営業所 一抜け



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,149,000 1 ◎

2 3,160,000 2

3 3,180,000 3

4 3,200,000 4

5

6

備 考

円

φ１３ｍｍ　３８４個　　φ２０ｍｍ　８６９個　φ２５ｍｍ　１３個　φ３０ｍｍ　５個　 φ４０ｍｍ　４個　φ５０ｍｍ　１個　　計　１，２７６個

発注業種 建物管理　水道メーター交換

6030001050341

落札業者名

一抜け方式による競争入札

落札金額（税込）

3,400,920

三邦設備工業所三邦設備工業所

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前１０時４０分

最低制限価格（税抜） 2,549,819

履行場所 給水区域内の該当建築物

履行期間

設計金額(税抜) 3,280,000

有限会社　福満管工事

件名 中高層建築物量水器定期交換業務（その２）

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

9030002059395

3,149,000

9011101063224

株式会社イハラ　朝霞営業所

6030001050341エスケイ機工株式会社

株式会社冨岡組

株式会社イハラ　朝霞営業所

株式会社環境テクノ　朝霞支店 9011101063224

摘要

3,280,000

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

一抜け4030001046614 一抜け403000104661440300010466144030001046614

　株式会社環境テクノ　朝霞支店

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

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

一抜け三邦設備工業所 一抜け

一抜け株式会社イハラ　朝霞営業所 4030001046614 一抜け

一抜け三邦設備工業所

株式会社イハラ　朝霞営業所

埼玉県朝霞市根岸台４－１２－５６

有限会社　福満管工事　

一抜け三邦設備工業所 一抜け三邦設備工業所

株式会社環境テクノ　朝霞支店 　9011101063224

　6030001044962株式会社冨岡組 6030001044962 　株式会社冨岡組株式会社冨岡組 　6030001044962

エスケイ機工株式会社エスケイ機工株式会社 6030001050341 　6030001050341 　エスケイ機工株式会社 　6030001050341 　6030001050341エスケイ機工株式会社 6030001050341 　エスケイ機工株式会社エスケイ機工株式会社 　6030001050341

株式会社イハラ　朝霞営業所 4030001046614 一抜け4030001046614 一抜け株式会社イハラ　朝霞営業所 一抜け株式会社イハラ　朝霞営業所株式会社イハラ　朝霞営業所 4030001046614 一抜け4030001046614 一抜け株式会社イハラ　朝霞営業所 一抜け40300010466144030001046614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 一抜け株式会社イハラ　朝霞営業所株式会社イハラ　朝霞営業所 一抜け4030001046614 一抜け株式会社イハラ　朝霞営業所株式会社イハラ　朝霞営業所

一抜け一抜け

4030001046614 一抜け4030001046614 一抜け

一抜け三邦設備工業所 一抜け三邦設備工業所三邦設備工業所三邦設備工業所三邦設備工業所 一抜け一抜け三邦設備工業所三邦設備工業所三邦設備工業所 一抜け一抜け三邦設備工業所三邦設備工業所 一抜け三邦設備工業所 一抜け一抜け三邦設備工業所 一抜け三邦設備工業所三邦設備工業所 一抜け一抜け一抜け三邦設備工業所 一抜け



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,700,000 1 ◎

2 3,200,000 2

3 3,350,000 3

4 3,350,000 3

備 考

円

クリーンセンター内の各ごみ処理施設の電気設備の年次点検業務

発注業種 保守点検　電気設備

2010001062813

落札業者名
落札金額（税込）

2,916,000

開札日時 令和元年７月３０日（火）　午前１０時５０分

最低制限価格（税抜） 2,639,799

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

設計金額(税抜) 3,370,000

田辺電機株式会社

件名 電気設備保守点検業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年１２月２８日

業務概要

7030001075957

2,700,000

4030001045954

2010001062813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

摘要

3,370,000

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

　株式会社司エンジニアリング

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 　8010701005413

　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 　荏原商事株式会社　関東支社

埼玉県川口市大字石神１６２９

田辺電機株式会社　

株式会社司エンジニアリング 　4030001045954

　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

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