
入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 6,360,000 1 ◎

2 6,380,000 2

3 6,400,000 3

4 6,420,000 4

5 6,430,000 5

備 考

円

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 　宮林建設株式会社　本店宮林建設株式会社　本店宮林建設株式会社　本店 1030001045115 　1030001045115 　宮林建設株式会社　本店 　10300010451151030001045115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

2030001045923 　2030001045923株式会社高橋設備工業所　本店 2030001045923 　株式会社高橋設備工業所　本店株式会社高橋設備工業所　本店 　2030001045923

　7030001046017

株式会社高橋設備工業所　本店株式会社高橋設備工業所　本店 2030001045923 　2030001045923 　株式会社高橋設備工業所　本店 　

エスケイ機工株式会社　本店 　6030001050341

　7030001046017株式会社並木住設　本店 7030001046017 　株式会社並木住設　本店株式会社並木住設　本店

宮林建設株式会社　本店

埼玉県朝霞市栄町２－１３－２６－３０３

株式会社イハラ　朝霞営業所

　　宮林建設株式会社　本店 1030001045115 　

　株式会社高橋設備工業所　本店 2030001045923 　2030001045923 　株式会社高橋設備工業所　本店 　株式会社高橋設備工業所　本店

　エスケイ機工株式会社　本店

株式会社並木住設　本店 7030001046017 　7030001046017 　株式会社並木住設　本店 　7030001046017

　1030001045115 　10300010451151030001045115

摘要

6,560,000

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

1030001045115宮林建設株式会社　本店

6030001050341

宮林建設株式会社　本店

2030001045923株式会社高橋設備工業所　本店

株式会社並木住設　本店

宮林建設株式会社　本店

エスケイ機工株式会社　本店 6030001050341

株式会社イハラ　朝霞営業所

件名 市道７８４号線他配水管布設工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年１２月２５日

業務概要

4030001046614

6,360,000

開札日時 令和元年９月２７日（金）　午前１０時３０分

最低制限価格（税抜） 5,683,203

履行場所 朝霞市栄町１丁目地内

履行期間

設計金額(税抜) 6,560,000

落札業者名
落札金額（税込）

6,996,000

工事延長 L＝４４．２４ｍ

発注業種 土木工事業　土木一式工事

2030001045923



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 8,620,000 1 ◎

2 8,840,000 2

3 8,900,000 3

4

5

備 考

円

2030001049395 辞退2030001049395株式会社武蔵野ハウジング　本店 2030001049395 辞退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 辞退2030001049395 辞退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　本店株式会社武蔵野ハウジング　本店 2030001049395 辞退2030001049395 辞退株式会社武蔵野ハウジング　本店 辞退20300010493952030001049395株式会社武蔵野ハウジング　本店 辞退株式会社武蔵野ハウジング　本店 2030001049395 辞退2030001049395 辞退株式会社武蔵野ハウジング　本店

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

　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

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

株式会社武蔵野ハウジング　本店

埼玉県朝霞市本町２－７－３３

藤宮工務店株式会社　本店

辞退辞退株式会社武蔵野ハウジング　本店 2030001049395 辞退

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

　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

辞退2030001049395 辞退20300010493952030001049395

摘要

9,085,000

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

2030001049395株式会社武蔵野ハウジング　本店

5030001045598

株式会社武蔵野ハウジング　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

株式会社武蔵野ハウジング　本店

株式会社共進　朝霞支店 5030001045598

藤宮工務店株式会社　本店

件名 朝霞中央公園野球場側トイレ改修工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年１月２４日

業務概要

1030001045040

8,620,000

開札日時 令和元年９月２７日（金）　午前１０時３０分

最低制限価格（税抜） 8,043,365

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) 9,085,000

落札業者名
落札金額（税込）

9,482,000

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



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 7,410,000 1 ◎

2 7,900,000 2

3

4

5

備 考

円

6030001044962 辞退6030001044962株式会社冨岡組　本店 6030001044962 辞退株式会社冨岡組　本店株式会社冨岡組　本店 辞退6030001044962 辞退株式会社冨岡組　本店株式会社冨岡組　本店株式会社冨岡組　本店 6030001044962 辞退6030001044962 辞退株式会社冨岡組　本店 辞退60300010449626030001044962株式会社冨岡組　本店 辞退株式会社冨岡組　本店 6030001044962 辞退6030001044962 辞退株式会社冨岡組　本店

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

未受領5030002058120

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 辞退4030001046614 辞退株式会社イハラ　朝霞営業所 辞退

株式会社伊藤電気工業　本店 　1030001044620

未受領5030002058120株式会社安孫子工業　本店 5030002058120 未受領株式会社安孫子工業　本店株式会社安孫子工業　本店

株式会社冨岡組　本店

埼玉県朝霞市溝沼２－１０－２５

イチコー工業株式会社　本店

辞退辞退株式会社冨岡組　本店 6030001044962 辞退

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

　株式会社伊藤電気工業　本店

株式会社安孫子工業　本店 5030002058120 未受領5030002058120 未受領株式会社安孫子工業　本店 未受領5030002058120

辞退6030001044962 辞退60300010449626030001044962

摘要

8,049,000

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

6030001044962株式会社冨岡組　本店

1030001044620

株式会社冨岡組　本店

4030001046614株式会社イハラ　朝霞営業所

株式会社安孫子工業　本店

株式会社冨岡組　本店

株式会社伊藤電気工業　本店 1030001044620

イチコー工業株式会社　本店

件名 朝光苑温水ヒーター入替工事

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和２年１月１７日

業務概要

9030001044605

7,410,000

開札日時 令和元年９月２７日（金）　午前１０時３０分

最低制限価格（税抜） 7,136,209

履行場所 朝霞市青葉台１丁目１０番地３２号（朝光苑）

履行期間

設計金額(税抜) 8,049,000

落札業者名
落札金額（税込）

8,151,000

既存温水ヒーターの経年劣化に伴う入替工事

発注業種 管工事業　給排水設備工事

4030001046614



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,978,000 1 ◎

2 4,300,000 2

3

4

5

備 考

円

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 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

2030001044999 未受領2030001044999株式会社西浦塗装工業　本店 2030001044999 未受領株式会社西浦塗装工業　本店株式会社西浦塗装工業　本店 未受領2030001044999

辞退2030001047762

株式会社西浦塗装工業　本店株式会社西浦塗装工業　本店 2030001044999 未受領2030001044999 未受領株式会社西浦塗装工業　本店 未受領

菊池建設株式会社　埼玉営業所 　6012701002136

辞退2030001047762株式会社長谷川塗装店　本店 2030001047762 辞退株式会社長谷川塗装店　本店株式会社長谷川塗装店　本店

エース技建株式会社　本店

埼玉県朝霞市溝沼６－８－２２

アイザワ工業有限会社　本店

未受領未受領エース技建株式会社　本店 8012701009179 未受領

未受領株式会社西浦塗装工業　本店 2030001044999 未受領2030001044999 未受領株式会社西浦塗装工業　本店 未受領株式会社西浦塗装工業　本店

　菊池建設株式会社　埼玉営業所

株式会社長谷川塗装店　本店 2030001047762 辞退2030001047762 辞退株式会社長谷川塗装店　本店 辞退2030001047762

未受領8012701009179 未受領80127010091798012701009179

摘要

4,500,000

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

8012701009179エース技建株式会社　本店

6012701002136

エース技建株式会社　本店

2030001044999株式会社西浦塗装工業　本店

株式会社長谷川塗装店　本店

エース技建株式会社　本店

菊池建設株式会社　埼玉営業所 6012701002136

アイザワ工業有限会社　本店

件名 旧庁舎屋上防水工事

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

7030002058085

3,978,000

開札日時 令和元年９月２７日（金）　午前１０時３０分

最低制限価格（税抜） 3,912,552

履行場所 朝霞市泉水２丁目１３番１号（旧水道庁舎）

履行期間

設計金額(税抜) 4,500,000

落札業者名
落札金額（税込）

4,375,800

旧庁舎屋上防水工事

発注業種 防水工事業　防水工事

2030001044999



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 2,649,500 1 ◎

2 3,168,400 2

3

4

5

備 考

円

8030001065569 未受領8030001065569株式会社三和システムフォーム 8030001065569 未受領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 未受領8030001065569 未受領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 未受領8030001065569 未受領株式会社三和システムフォーム 未受領80300010655698030001065569株式会社三和システムフォーム 未受領株式会社三和システムフォーム 8030001065569 未受領8030001065569 未受領株式会社三和システムフォーム

4010401050341 辞退4010401050341
トッパン・フォームズ株式会社
埼玉営業所

4010401050341 辞退
トッパン・フォームズ株式会社
埼玉営業所
トッパン・フォームズ株式会社
埼玉営業所

辞退4010401050341

辞退1030001004319

トッパン・フォームズ株式会社
埼玉営業所
トッパン・フォームズ株式会社
埼玉営業所

4010401050341 辞退4010401050341 辞退
トッパン・フォームズ株式会社
埼玉営業所

辞退

株式会社高速　北朝霞営業部 　5030001054673

辞退1030001004319株式会社秀飯舎 1030001004319 辞退株式会社秀飯舎株式会社秀飯舎

株式会社三和システムフォーム

埼玉県さいたま市大宮区下町１－４２－２

小林クリエイト株式会社　北関東営業部

未受領未受領株式会社三和システムフォーム 8030001065569 未受領

辞退
トッパン・フォームズ株式会社
埼玉営業所

4010401050341 辞退4010401050341 辞退
トッパン・フォームズ株式会社
埼玉営業所

辞退
トッパン・フォームズ株式会社
埼玉営業所

　株式会社高速　北朝霞営業部

株式会社秀飯舎 1030001004319 辞退1030001004319 辞退株式会社秀飯舎 辞退1030001004319

未受領8030001065569 未受領80300010655698030001065569

摘要

3,174,000

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

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

4010401050341
トッパン・フォームズ株式会社
埼玉営業所

株式会社秀飯舎

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

小林クリエイト株式会社　北関東
営業部

件名 納税通知書等印刷業務

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

5180301013959

2,649,500

開札日時 令和元年９月２７日（金）　午前１０時４０分

最低制限価格（税抜） 2,228,338

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) 3,174,000

落札業者名
落札金額（税込）

2,914,450

普通徴収納税通知書、特別徴収税額の決定・変更通知書、特別徴収納入書、固定資産税納税通知書、固定資産税資産明細書、軽自動車税納税通知書の印刷

発注業種 印刷　フォーム印刷

4010401050341



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 1,266,000 1 ◎

2 1,278,000 2

3 1,295,000 3

4 1,787,000 4

5

備 考

円

4013301013608 辞退4013301013608
株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所

4013301013608 辞退
株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所
株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所

辞退4013301013608 辞退
株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所
株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所
株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所

4013301013608 辞退4013301013608 辞退
株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所

辞退40133010136084013301013608
株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所

辞退
株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所

4013301013608 辞退4013301013608 辞退
株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所

5110001002442 　5110001002442
株式会社　新環境分析センター
関東営業所

5110001002442 　
株式会社　新環境分析センター
関東営業所
株式会社　新環境分析センター
関東営業所

　5110001002442

　6030001054565

株式会社　新環境分析センター
関東営業所
株式会社　新環境分析センター
関東営業所

5110001002442 　5110001002442 　
株式会社　新環境分析センター
関東営業所

　

中外テクノス株式会社　埼玉営業
所

　5240001006942

　6030001054565株式会社環境総合研究所 6030001054565 　株式会社環境総合研究所株式会社環境総合研究所

株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所

埼玉県さいたま市西区宮前町１６２９－１

エヌエス環境株式会社　東京支社

辞退辞退
株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所

4013301013608 辞退

　
株式会社　新環境分析センター
関東営業所

5110001002442 　5110001002442 　
株式会社　新環境分析センター
関東営業所

　
株式会社　新環境分析センター
関東営業所

　
中外テクノス株式会社　埼玉営業
所

株式会社環境総合研究所 6030001054565 　6030001054565 　株式会社環境総合研究所 　6030001054565

辞退4013301013608 辞退40133010136084013301013608

摘要

1,799,000

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

4013301013608
株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所

5240001006942

株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所

5110001002442
株式会社　新環境分析センター
関東営業所

株式会社環境総合研究所

株式会社建設環境研究所　さいた
ま事務所

中外テクノス株式会社　埼玉営業
所

5240001006942

エヌエス環境株式会社　東京支社

件名 自動車騒音常時監視業務及び道路騒音振動調査業務委託

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

4010401004900

1,266,000

開札日時 令和元年９月２７日（金）　午前１０時５０分

最低制限価格（税抜） 1,239,762

履行場所 朝霞市内

履行期間

設計金額(税抜) 1,799,000

落札業者名
落札金額（税込）

1,392,600

自動車騒音状況の常時監視及び道路騒音振動の調査

発注業種 測定・分析　振動調査

5110001002442



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 730,000 1 ◎

2 745,000 2

3 745,000 2

4 758,000 4

5 760,000 5

備 考

円

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

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

　5030002065117

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 　

日建総業株式会社　埼玉支店 　5013301009489

　5030002065117ホワイト浚渫工事有限会社 5030002065117 　ホワイト浚渫工事有限会社ホワイト浚渫工事有限会社

東洋アクア工業株式会社

埼玉県朝霞市西弁財２－３－２鈴也ビル１０３

株式会社アスメイク　

　　東洋アクア工業株式会社 8030001046429 　

　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

　日建総業株式会社　埼玉支店

ホワイト浚渫工事有限会社 5030002065117 　5030002065117 　ホワイト浚渫工事有限会社 　5030002065117

　8030001046429 　80300010464298030001046429

摘要

776,000

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

8030001046429東洋アクア工業株式会社

5013301009489

東洋アクア工業株式会社

9011101063224株式会社環境テクノ　朝霞支店

ホワイト浚渫工事有限会社

東洋アクア工業株式会社

日建総業株式会社　埼玉支店 5013301009489

株式会社アスメイク

件名 保育園雨水貯留槽清掃点検業務委託

予定価格(税抜)

　

契約締結日　から　令和元年１２月２０日

業務概要

2030001044586

730,000

開札日時 令和元年９月２７日（金）　午前１１時００分

最低制限価格（税抜） 542,742

履行場所 朝霞市大字溝沼４３５番地の１（さくら保育園）他２園

履行期間

設計金額(税抜) 776,000

落札業者名
落札金額（税込）

803,000

さくら・宮戸・仲町保育園の雨水貯留槽の清掃点検

発注業種 建物管理　雨水貯留槽清掃

9011101063224



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 7,930,000 1 ◎

2 8,065,000 2

3 8,092,000 3

4 8,100,000 4

5 8,110,000 5

備 考

円

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

　8013301011715

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

有限会社和智造園 　6030002059646

　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　植鉄造園　朝霞支店

埼玉県朝霞市宮戸４－１－３６

株式会社小倉造園　

　　有限会社　植鉄造園　朝霞支店 1030002066424 　

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

　有限会社和智造園

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

　1030002066424 　10300020664241030002066424

摘要

8,225,000

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

6030002059646

有限会社　植鉄造園　朝霞支店

9030002058281有限会社内田造園土木

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

有限会社和智造園 6030002059646

株式会社小倉造園

件名 小・中学校植木剪定業務委託

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

9030001044662

7,930,000

開札日時 令和元年９月２７日（金）　午前１１時１０分

最低制限価格（税抜） 6,385,280

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) 8,225,000

落札業者名
落札金額（税込）

8,723,000

小・中学校の敷地内にある樹木等の剪定・伐採

発注業種 建物管理　植物の剪定・除草

9030002058281



入札経過及び結果表
指名競争入札

 円

 円

 円

 円

No. 落札

1 3,540,000 1 ◎

2 3,594,000 2

3 5,800,000 3

4

5

6

7

備 考

円

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

8010701022466 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
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

80107010224668010701022466 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
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
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

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

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

50107010027515010701002751 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
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
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

50107010027515010701002751
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

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
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50107010027515010701002751 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 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
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80104010050118010401005011
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

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

5030001003449 辞退5030001003449
富士ゼロックス埼玉株式会社　営
業統括部

5030001003449 辞退
富士ゼロックス埼玉株式会社　営
業統括部
富士ゼロックス埼玉株式会社　営
業統括部

辞退5030001003449

　1010001012983

富士ゼロックス埼玉株式会社　営
業統括部
富士ゼロックス埼玉株式会社　営
業統括部

5030001003449 辞退5030001003449 辞退
富士ゼロックス埼玉株式会社　営
業統括部

辞退

リコーリース株式会社　関東支社 　7010601037788

　1010001012983
株式会社大塚商会　ＬＡ事業部
北関東ＬＡ販売課

1010001012983 　
株式会社大塚商会　ＬＡ事業部
北関東ＬＡ販売課
株式会社大塚商会　ＬＡ事業部
北関東ＬＡ販売課

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

ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　関東支店

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

辞退

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

5010701002751 辞退

辞退
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

8010401005011 辞退

辞退
富士ゼロックス埼玉株式会社　営
業統括部

5030001003449 辞退5030001003449 辞退
富士ゼロックス埼玉株式会社　営
業統括部

辞退
富士ゼロックス埼玉株式会社　営
業統括部

　リコーリース株式会社　関東支社

株式会社大塚商会　ＬＡ事業部
北関東ＬＡ販売課

1010001012983 　1010001012983 　
株式会社大塚商会　ＬＡ事業部
北関東ＬＡ販売課

　1010001012983

辞退

辞退

辞退

5010701002751

8010401005011

5010701002751

辞退80104010050118010401005011

摘要

5,842,000

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

8010401005011
ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

7010601037788

ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

5030001003449
富士ゼロックス埼玉株式会社　営
業統括部

株式会社大塚商会　ＬＡ事業部
北関東ＬＡ販売課

ＮＴＴファイナンス株式会社　関
東支店

リコーリース株式会社　関東支社 7010601037788

ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　関東支店

件名 保育園複写機賃貸借

予定価格(税抜)

　

令和元年１１月１日　から　令和６年１０月３１日

業務概要

8010401021784

3,540,000

開札日時 令和元年９月２７日（金）　午前１１時２０分

最低制限価格（税抜） ＊＊＊＊＊

履行場所 朝霞市本町１丁目２０番４号（本町保育園）他９園

履行期間

設計金額(税抜) 5,842,000

落札業者名
落札金額（税込）

3,894,000

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

8010701022466

保育園（１０園）の複写機のリース

発注業種 リース・レンタル　ＯＡ機器

5030001003449

ＪＡ三井リース株式会社　さいた
ま支店
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