
（単位は円）

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

田島建設㈱ 9,450,000

㈲中島土木開発 1,250,000

㈲エーアンドケイ 1,220,000

1,280,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 2,850,000

2,914,000 予定価格（税抜） 2,914,000

調査基準価格(税抜)

市道３２５１号線道路改良工事

平成30年1月29日 契約金額（税込） 3,024,000

㈲エーアンドケイ 3,350,000

㈲中島土木開発 3,350,000

3,300,000㈲加藤建興

第　２　回（税抜）

㈱荒川工業 3,330,000

3,410,000 予定価格（税抜） 3,410,000

調査基準価格(税抜)

㈲赤山設備工業 14,000,000

9,650,000 予定価格（税抜） 9,650,000

5,622,750 調査基準価格(税抜)

入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年１月入札執行分

桶川市新庁舎ブラインド設置工事

平成30年1月29日 契約金額（税込） 6,458,400

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈲中島土木開発 2,840,000

調整池浚渫委託（その１）

平成30年1月29日 契約金額（税込） 1,296,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

青木清掃㈱ 1,200,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

㈱島田鉄工建設 7,250,000

11,500,000㈱島村建設

㈲エーアンドケイ

㈲加藤建興

2,800,000

2,870,000

㈱山中土建工業 12,000,000

市道６２３０号線舗装修繕工事

平成30年1月29日 契約金額（税込） 3,564,000

フォワード㈱ 5,980,000

業　者　名 第　１　回（税抜）

㈲加藤建興

1 / 3 ページ



（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年１月入札執行分

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

4,390,000(不落随契)

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

㈱大塚商会 2,340,000

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

昭和技研㈱ 4,580,000 4,500,000

㈲豊栄厨房 辞退

辞退5,040,000㈱フジマック

㈱リッショー 5,000,000 4,550,000

内部情報系パソコン用ソフトウェア購入

平成30年1月29日 契約金額（税込） 2,421,770

ＮＴＴファイナンス㈱ 646,600

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

リコーリース㈱ 辞退

学校給食用食器洗浄機購入

平成30年1月29日 契約金額（税込） 4,741,200

平成30年1月29日 契約金額（税込） 698,328

富士通リース㈱ 3,456,000

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

リコーリース㈱ 1,620,000

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上げ（５３か月）

日立キャピタル㈱ 辞退

1,749,600

東京センチュリー㈱ 3,330,000

証明書交付等機器借上げ（６０か月）

平成30年1月29日

首都圏リース㈱ 辞退

903,650セコム㈱

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ 3,178,800

―

契約金額（税込）

2,388,000

2,242,380

2,300,400

㈱ジーシーシー

日本電子計算㈱

リコージャパン㈱
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（単位は円）
入　札　の 結 果 の 公 表

平成３０年１月入札執行分

事　  業　  名

入　  札　  日

設計金額（税抜）

最低制限価格(税抜)

備　　考

落札

㈱関東マツダ 872,345

816,895埼玉日産自動車㈱

※入札金額には消費税等が非課税の諸費用を含みます。

㈱ホンダカーズ埼玉 辞退

業　者　名 第　１　回（税抜） 第　２　回（税抜）

上尾三菱自動車販売㈱ 辞退

― 予定価格（税抜） ―

調査基準価格(税抜)

軽自動車購入

平成30年1月29日 契約金額（税込） 882,097
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