
入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 8,740,000 1 ◎

2 8,790,000 2

3 8,880,000 3

4 8,920,000 4

5 9,000,000 5

備 考

円

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

6030001044764 　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

　9030001044745

五島工業株式会社　本店五島工業株式会社　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 　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

アイザワ工業有限会社　本店

埼玉県朝霞市本町１－３４－５

株式会社林土木　関東支店

　　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 　五島工業株式会社　本店

　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

　7030002058085 　70300020580857030002058085

摘要

9,198,000

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

7030002058085アイザワ工業有限会社　本店

6030001050341

アイザワ工業有限会社　本店

6030001044764五島工業株式会社　本店

古内土木株式会社　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 6030001050341

株式会社林土木　関東支店

件名 市道１０００号線歩道舗装改修工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年１２月２０日

業務概要

4230001006622

8,740,000

開札日時 令和元年８月２８日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 7,892,027

履行場所 朝霞市本町２丁目地内

履行期間

設計金額(税抜) 9,198,000

落札業者名
落札金額（税込）

9,439,200

工事延長　L＝285m　透水性舗装工　A＝715㎡　アスファルト舗装工　A＝69㎡

発注業種 舗装工事業　舗装工事

6030001044764



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 710,000 1 ◎

2 790,000 2

3

4

5

備 考

円

4030002058055 辞退4030002058055有限会社内田設計　本店 4030002058055 辞退有限会社内田設計　本店有限会社内田設計　本店 辞退4030002058055 辞退有限会社内田設計　本店有限会社内田設計　本店有限会社内田設計　本店 4030002058055 辞退4030002058055 辞退有限会社内田設計　本店 辞退40300020580554030002058055有限会社内田設計　本店 辞退有限会社内田設計　本店 4030002058055 辞退4030002058055 辞退有限会社内田設計　本店

2030002059204 辞退2030002059204
株式会社前田建築設計事務所　本
店

2030002059204 辞退
株式会社前田建築設計事務所　本
店
株式会社前田建築設計事務所　本
店

辞退2030002059204

辞退6030001044896

株式会社前田建築設計事務所　本
店
株式会社前田建築設計事務所　本
店

2030002059204 辞退2030002059204 辞退
株式会社前田建築設計事務所　本
店

辞退

株式会社伊藤允光建築設計　本店 　9030001044621

辞退6030001044896株式会社タック　本店 6030001044896 辞退株式会社タック　本店株式会社タック　本店

有限会社内田設計　本店

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

辞退辞退有限会社内田設計　本店 4030002058055 辞退

辞退
株式会社前田建築設計事務所　本
店

2030002059204 辞退2030002059204 辞退
株式会社前田建築設計事務所　本
店

辞退
株式会社前田建築設計事務所　本
店

　株式会社伊藤允光建築設計　本店

株式会社タック　本店 6030001044896 辞退6030001044896 辞退株式会社タック　本店 辞退6030001044896

辞退4030002058055 辞退40300020580554030002058055

摘要

790,000

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

4030002058055有限会社内田設計　本店

9030001044621

有限会社内田設計　本店

2030002059204
株式会社前田建築設計事務所　本
店

株式会社タック　本店

有限会社内田設計　本店

株式会社伊藤允光建築設計　本店 9030001044621

株式会社オリエントサービス　埼
玉支店

件名 図書館施設保守点検委託

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

4011301001368

710,000

開札日時 令和元年８月２８日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 565,719

履行場所 朝霞市青葉台１丁目７番２６号（図書館）

履行期間

設計金額(税抜) 790,000

落札業者名
落札金額（税込）

766,800

図書館本館の外壁打診調査

発注業種 建築関係建設コンサルタント　建物調査

2030002059204



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,980,000 1 ◎

2 2,030,000 2

3 2,050,000 3

4 2,050,000 3

5 2,090,000 5

備 考

円

5010901011288 　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

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

　50109010112885010901011288
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

2030001008772 　2030001008772株式会社吉野アプレイザル　本店 2030001008772 　株式会社吉野アプレイザル　本店株式会社吉野アプレイザル　本店 　2030001008772

　9030001030761

株式会社吉野アプレイザル　本店株式会社吉野アプレイザル　本店 2030001008772 　2030001008772 　株式会社吉野アプレイザル　本店 　

埼玉測量設計株式会社　西部営業
所

　1030001003007

　9030001030761
株式会社塩崎テクノブレイン　南
西部営業所

9030001030761 　
株式会社塩崎テクノブレイン　南
西部営業所
株式会社塩崎テクノブレイン　南
西部営業所

株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

埼玉県さいたま市西区三橋６－１５２－２

カツミテクノ株式会社　本店

　　
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

5010901011288 　

　株式会社吉野アプレイザル　本店 2030001008772 　2030001008772 　株式会社吉野アプレイザル　本店 　株式会社吉野アプレイザル　本店

　
埼玉測量設計株式会社　西部営業
所

株式会社塩崎テクノブレイン　南
西部営業所

9030001030761 　9030001030761 　
株式会社塩崎テクノブレイン　南
西部営業所

　9030001030761

　5010901011288 　50109010112885010901011288

摘要

2,127,000

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

5010901011288
株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

1030001003007

株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

2030001008772株式会社吉野アプレイザル　本店

株式会社塩崎テクノブレイン　南
西部営業所

株式会社間瀬コンサルタント　新
座営業所

埼玉測量設計株式会社　西部営業
所

1030001003007

カツミテクノ株式会社　本店

件名 駅東通線建物調査積算業務委託

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

4030001001981

1,980,000

開札日時 令和元年８月２８日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 1,459,355

履行場所 朝霞市根岸台６丁目地内

履行期間

設計金額(税抜) 2,127,000

落札業者名
落札金額（税込）

2,138,400

建物調査積算　一式

発注業種 補償コンサルタント　物件及び機械工作物

2030001008772



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 4,400,000 1 ◎

2 4,900,000 2

3 6,140,000 3

4 6,145,000 4

5

備 考

円

5010001078914 辞退5010001078914
株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所

5010001078914 辞退
株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所
株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所

辞退5010001078914 辞退
株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所
株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所
株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所

5010001078914 辞退5010001078914 辞退
株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所

辞退50100010789145010001078914
株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所

辞退
株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所

5010001078914 辞退5010001078914 辞退
株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所

9010601018051 　9010601018051
サンコーコンサルタント株式会社
北関東支店

9010601018051 　
サンコーコンサルタント株式会社
北関東支店
サンコーコンサルタント株式会社
北関東支店

　9010601018051

　2010001034531

サンコーコンサルタント株式会社
北関東支店
サンコーコンサルタント株式会社
北関東支店

9010601018051 　9010601018051 　
サンコーコンサルタント株式会社
北関東支店

　

ジオ・サーチ株式会社　埼玉事務
所

　3010801005185

　2010001034531応用地質株式会社　東京事務所 2010001034531 　応用地質株式会社　東京事務所応用地質株式会社　東京事務所

株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所

埼玉県さいたま市浦和区仲町３－１３－１０

株式会社東建ジオテック　本店

辞退辞退
株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所

5010001078914 辞退

　
サンコーコンサルタント株式会社
北関東支店

9010601018051 　9010601018051 　
サンコーコンサルタント株式会社
北関東支店

　
サンコーコンサルタント株式会社
北関東支店

　
ジオ・サーチ株式会社　埼玉事務
所

応用地質株式会社　東京事務所 2010001034531 　2010001034531 　応用地質株式会社　東京事務所 　2010001034531

辞退5010001078914 辞退50100010789145010001078914

摘要

6,145,000

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

5010001078914
株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所

3010801005185

株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所

9010601018051
サンコーコンサルタント株式会社
北関東支店

応用地質株式会社　東京事務所

株式会社アサノ大成基礎エンジニ
アリング　北関東事務所

ジオ・サーチ株式会社　埼玉事務
所

3010801005185

株式会社東建ジオテック　本店

件名 路面下空洞調査(二次調査)業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年１２月２０日

業務概要

6030001005972

4,400,000

開札日時 令和元年８月２８日（水）　午前９時００分

最低制限価格（税抜） 4,332,900

履行場所 朝霞市内

履行期間

設計金額(税抜) 6,145,000

落札業者名
落札金額（税込）

4,752,000

ハンディ型地中レーダ調査31箇所　スコープ調査31箇所

発注業種 建設コンサルタント　道路

9010601018051



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 5,771,000 1 ◎

2 5,843,000 2

3 5,920,000 3

4 5,950,000 4

5 6,000,000 5

備 考

円

1030002058149 　1030002058149有限会社一進堂 1030002058149 　有限会社一進堂有限会社一進堂 　1030002058149 　有限会社一進堂有限会社一進堂有限会社一進堂 1030002058149 　1030002058149 　有限会社一進堂 　10300020581491030002058149有限会社一進堂 　有限会社一進堂 1030002058149 　1030002058149 　有限会社一進堂

9030001045537 　9030001045537株式会社みやかわ 9030001045537 　株式会社みやかわ株式会社みやかわ 　9030001045537

　9030002060188

株式会社みやかわ株式会社みやかわ 9030001045537 　9030001045537 　株式会社みやかわ 　

株式会社ラビックス 　5030001045160

　9030002060188有限会社ナカガワ 9030002060188 　有限会社ナカガワ有限会社ナカガワ

有限会社一進堂

埼玉県和光市丸山台２－８－３２

有限会社山屋　

　　有限会社一進堂 1030002058149 　

　株式会社みやかわ 9030001045537 　9030001045537 　株式会社みやかわ 　株式会社みやかわ

　株式会社ラビックス

有限会社ナカガワ 9030002060188 　9030002060188 　有限会社ナカガワ 　9030002060188

　1030002058149 　10300020581491030002058149

摘要

6,080,213

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

1030002058149有限会社一進堂

5030001045160

有限会社一進堂

9030001045537株式会社みやかわ

有限会社ナカガワ

有限会社一進堂

株式会社ラビックス 5030001045160

有限会社山屋

件名 朝霞市ほんちょう児童館事務用機器購入

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年１０月２２日

業務概要

9030002064560

5,771,000

開札日時 令和元年８月２８日（水）　午前９時４０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市本町２丁目３番２２号

履行期間

設計金額(税抜) 6,080,213

落札業者名
落札金額（税込）

6,232,680

文具・事務用機器の購入

発注業種 文具・事務用機器　事務用備品

9030001045537



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 85,000 1 ◎

2 370,000 2

3 1,300,000 3

4 1,350,000 4

5 1,360,000 5

備 考

円

9030002060188 　9030002060188有限会社ナカガワ 9030002060188 　有限会社ナカガワ有限会社ナカガワ 　9030002060188 　有限会社ナカガワ有限会社ナカガワ有限会社ナカガワ 9030002060188 　9030002060188 　有限会社ナカガワ 　90300020601889030002060188有限会社ナカガワ 　有限会社ナカガワ 9030002060188 　9030002060188 　有限会社ナカガワ

9030002064560 　9030002064560有限会社山屋 9030002064560 　有限会社山屋有限会社山屋 　9030002064560

　5030001045160

有限会社山屋有限会社山屋 9030002064560 　9030002064560 　有限会社山屋 　

有限会社インテリア・内田 　9030002058208

　5030001045160株式会社ラビックス 5030001045160 　株式会社ラビックス株式会社ラビックス

有限会社ナカガワ

埼玉県朝霞市西弁財２－３－９

エムザジャパン株式会社　

　　有限会社ナカガワ 9030002060188 　

　有限会社山屋 9030002064560 　9030002064560 　有限会社山屋 　有限会社山屋

　有限会社インテリア・内田

株式会社ラビックス 5030001045160 　5030001045160 　株式会社ラビックス 　5030001045160

　9030002060188 　90300020601889030002060188

摘要

1,375,000

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

9030002060188有限会社ナカガワ

9030002058208

有限会社ナカガワ

9030002064560有限会社山屋

株式会社ラビックス

有限会社ナカガワ

有限会社インテリア・内田 9030002058208

エムザジャパン株式会社

件名 朝霞市ほんちょう児童館暗幕購入

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年１０月２２日

業務概要

6030001044649

85,000

開札日時 令和元年８月２８日（水）　午前９時５０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市本町２丁目３番２２号

履行期間

設計金額(税抜) 1,375,000

落札業者名
落札金額（税込）

91,800

暗幕の購入

発注業種 室内装飾　暗幕

9030002064560



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,370,000 1 ◎

2 1,480,000 2

3 1,497,000 3

4 1,540,000 4

5

6

備 考

円

未受領相馬電業株式会社相馬電業株式会社 未受領4030001046746 未受領4030001046746 未受領相馬電業株式会社 未受領4030001046746 未受領4030001046746相馬電業株式会社 40300010467464030001046746 未受領4030001046746 未受領相馬電業株式会社 未受領相馬電業株式会社相馬電業株式会社相馬電業株式会社 4030001046746 未受領未受領相馬電業株式会社 4030001046746相馬電業株式会社 40300010467464030001046746相馬電業株式会社 未受領相馬電業株式会社 4030001046746相馬電業株式会社相馬電業株式会社相馬電業株式会社 未受領4030001046746 未受領40300010467464030001046746 未受領

9011602006078 未受領9011602006078有限会社中央電化　朝霞支店 9011602006078 未受領有限会社中央電化　朝霞支店有限会社中央電化　朝霞支店 未受領9011602006078 未受領有限会社中央電化　朝霞支店有限会社中央電化　朝霞支店有限会社中央電化　朝霞支店 9011602006078 未受領9011602006078 未受領有限会社中央電化　朝霞支店 未受領90116020060789011602006078有限会社中央電化　朝霞支店 未受領有限会社中央電化　朝霞支店 9011602006078 未受領9011602006078 未受領有限会社中央電化　朝霞支店

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

　9030002064560

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 　

小泉電機工業株式会社 　2030001044727

　9030002064560有限会社山屋 9030002064560 　有限会社山屋有限会社山屋

相馬電業株式会社

有限会社中央電化　朝霞支店

埼玉県朝霞市西原２－１４－５

株式会社ラビックス　

4030001046746 未受領相馬電業株式会社 未受領4030001046746相馬電業株式会社 未受領

未受領

4030001046746 未受領相馬電業株式会社 4030001046746 未受領

未受領有限会社中央電化　朝霞支店 9011602006078 未受領

　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

　小泉電機工業株式会社

有限会社山屋 9030002064560 　9030002064560 　有限会社山屋 　9030002064560

未受領

未受領

4030001046746

9011602006078

4030001046746

未受領90116020060789011602006078

摘要

1,560,159

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

9011602006078有限会社中央電化　朝霞支店

2030001044727

有限会社中央電化　朝霞支店

1030001044620株式会社伊藤電気工業

有限会社山屋

有限会社中央電化　朝霞支店

小泉電機工業株式会社 2030001044727

株式会社ラビックス

件名 朝霞市ほんちょう児童館機械器具購入

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年１０月２２日

業務概要

5030001045160

1,370,000

開札日時 令和元年８月２８日（水）　午前１０時００分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市本町２丁目３番２２号

履行期間

設計金額(税抜) 1,560,159

落札業者名
落札金額（税込）

1,479,600

相馬電業株式会社相馬電業株式会社

機械器具の購入

発注業種 機械器具　電化製品

1030001044620



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 25,920,000 1 ◎

2 26,480,000 2

3 27,000,000 3

4 27,200,000 4

5 27,420,000 5

6

7

8

備 考

円

4010001005357 辞退
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

辞退40100010053574010001005357 辞退4010001005357 辞退
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

辞退4010001005357 辞退4010001005357
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

4010001005357 辞退4010001005357 辞退
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

辞退
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

辞退辞退辞退
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

4010001005357
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

40100010053574010001005357
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

辞退
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

4010001005357
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

辞退4010001005357 辞退40100010053574010001005357 辞退
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

4010001005357 辞退
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

4010001005357 辞退
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

辞退40100010053574010001005357
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

辞退
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所
株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

辞退40100010053574010001005357 辞退4010001005357

8140001054437株式会社管総研　東京支店 8140001054437 辞退株式会社管総研　東京支店株式会社管総研　東京支店 辞退8140001054437株式会社管総研　東京支店株式会社管総研　東京支店 8140001054437 辞退8140001054437 辞退株式会社管総研　東京支店 辞退8140001054437 辞退株式会社管総研　東京支店 辞退株式会社管総研　東京支店 8140001054437 辞退8140001054437 辞退株式会社管総研　東京支店 辞退株式会社管総研　東京支店 81400010544378140001054437 辞退辞退辞退株式会社管総研　東京支店 8140001054437株式会社管総研　東京支店 81400010544378140001054437 辞退8140001054437株式会社管総研　東京支店 8140001054437株式会社管総研　東京支店株式会社管総研　東京支店株式会社管総研　東京支店 辞退8140001054437 辞退辞退8140001054437 辞退株式会社管総研　東京支店 8140001054437 辞退株式会社管総研　東京支店 8140001054437 辞退株式会社管総研　東京支店

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

株式会社管総研　東京支店株式会社管総研　東京支店 辞退81400010544378140001054437

辞退5013201004656 辞退株式会社パスコ　さいたま支店 辞退5013201004656 辞退5013201004656株式会社パスコ　さいたま支店 50132010046565013201004656 辞退5013201004656 辞退株式会社パスコ　さいたま支店 辞退株式会社パスコ　さいたま支店株式会社パスコ　さいたま支店株式会社パスコ　さいたま支店 5013201004656 辞退辞退株式会社パスコ　さいたま支店 5013201004656株式会社パスコ　さいたま支店 50132010046565013201004656株式会社パスコ　さいたま支店 辞退株式会社パスコ　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　さいたま支店株式会社パスコ　さいたま支店 辞退5013201004656 辞退50132010046565013201004656 辞退

5110001004348 　5110001004348
株式会社ナカノアイシステム　東
京支店

5110001004348 　
株式会社ナカノアイシステム　東
京支店
株式会社ナカノアイシステム　東
京支店

　5110001004348 　
株式会社ナカノアイシステム　東
京支店
株式会社ナカノアイシステム　東
京支店
株式会社ナカノアイシステム　東
京支店

5110001004348 　5110001004348 　
株式会社ナカノアイシステム　東
京支店

　51100010043485110001004348
株式会社ナカノアイシステム　東
京支店

　
株式会社ナカノアイシステム　東
京支店

5110001004348 　5110001004348 　
株式会社ナカノアイシステム　東
京支店

6010901004126 　6010901004126国土情報開発株式会社 6010901004126 　国土情報開発株式会社国土情報開発株式会社 　6010901004126

　7010601041419

国土情報開発株式会社国土情報開発株式会社 6010901004126 　6010901004126 　国土情報開発株式会社 　

株式会社　大輝　埼玉支店 　8012401000925

　7010601041419朝日航洋株式会社　埼玉支店 7010601041419 　朝日航洋株式会社　埼玉支店朝日航洋株式会社　埼玉支店

株式会社パスコ　さいたま支店

株式会社ナカノアイシステム　東
京支店

埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－３－２

国際航業株式会社　埼玉支店

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

　

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

　
株式会社ナカノアイシステム　東
京支店

5110001004348 　

　国土情報開発株式会社 6010901004126 　6010901004126 　国土情報開発株式会社 　国土情報開発株式会社

　株式会社　大輝　埼玉支店

朝日航洋株式会社　埼玉支店 7010601041419 　7010601041419 　朝日航洋株式会社　埼玉支店 　7010601041419

辞退

辞退

辞退

　

5013201004656

5110001004348

5013201004656

　51100010043485110001004348

摘要

27,420,000

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

5110001004348
株式会社ナカノアイシステム　東
京支店

8012401000925

株式会社ナカノアイシステム　東
京支店

6010901004126国土情報開発株式会社

朝日航洋株式会社　埼玉支店

株式会社ナカノアイシステム　東
京支店

株式会社　大輝　埼玉支店 8012401000925

国際航業株式会社　埼玉支店

件名 管路情報管理システム等賃貸借

予定価格(税抜)

　

令和２年１月１日　から　令和６年１２月３１日

業務概要

9010001008669

25,920,000

開札日時 令和元年８月２８日（水）　午前１０時１０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（泉水浄水場）

履行期間

設計金額(税抜) 27,420,000

落札業者名
落札金額（税込）

27,993,600

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

8140001054437

株式会社東洋設計事務所　埼玉出
張所

管路情報管理システムの賃貸借

発注業種 リース・レンタル　ＯＡ機器

6010901004126

株式会社管総研　東京支店

4010001005357



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 680,000 1 ◎

2 700,000 2

3 740,000 3

4 895,000 4

備 考

円

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

　5030002061982

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 　

有限会社ヤマト防災 　6030002060447

　5030002061982有限会社中清防災 5030002061982 　有限会社中清防災有限会社中清防災

埼玉県新座市栗原３－６－１８

株式会社ミノン　

　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

　有限会社ヤマト防災

有限会社中清防災 5030002061982 　5030002061982 　有限会社中清防災 　5030002061982

摘要

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

6030002060447

4030001068781坂戸防災株式会社　埼玉南営業所

有限会社中清防災

有限会社ヤマト防災 6030002060447

株式会社ミノン

件名 博物館消火設備保守点検業務

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

7030001047774

680,000

開札日時 令和元年８月２８日（水）　午前１０時３０分

最低制限価格（税抜） 632,174

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) 895,000

落札業者名
落札金額（税込）

734,400

外観・機能点検、総合点検、二酸化炭素容器移動及び容器弁交換

発注業種 保守点検　消防設備

4030001068781
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