平成25年4月9日

執 行

指名競争入札結果一覧

1 ＩＤ 250001
○
履行場所 行方市矢幡・宇崎・白浜地内

予定価格

太田・大和第三小学校跡地用地測量業務

商号又は名称

所在地又は住所

入札順

\4,430,000 事前公表 あり
2013/04/09 落札決定

入札金額

（株）マエシマ測量設計

茨城県潮来市大塚野１－５－１３

\4,350,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\4,300,000

根本測量設計（株）

茨城県潮来市水原６５６－５

\4,370,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\4,380,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\4,360,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\4,350,000

落札

摘 要

計 6 社

2 ＩＤ 250002
○
履行場所 行方市於下地内

予定価格

25配布第1号配水管布設工事

商号又は名称

所在地又は住所

\2,000,000 事前公表 あり
2013/04/09 落札決定

入札金額

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

\1,950,000

（有）クボタ住設

茨城県行方市四鹿５９１

\1,940,000

（有）丸大設備産業

茨城県行方市玉造甲４９４３

\1,950,000

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\1,965,000

大橋設備工業

茨城県行方市於下１３６２

\1,970,000

落札

摘 要

計 5 社
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平成25年5月14日 執 行
2 ＩＤ 250004
○
履行場所 行方市於下・橋門地内

指名競争入札結果一覧
予定価格

25戸別第4号浄化槽設置工事

商号又は名称

所在地又は住所

入札順

\2,860,000 事前公表 あり
2013/05/14 落札決定

入札金額

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

\2,800,000

麻生ガス設備センター

茨城県行方市粗毛３４－３

\2,780,000

（有）クボタ住設

茨城県行方市四鹿５９１

\2,820,000

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\2,840,000

久保施工

茨城県行方市石神１７０

\2,800,000

マツザキマテリアル（株）

茨城県行方市矢幡１８８１－１２

\2,830,000

落札

摘 要

計 6 社

3 ＩＤ 250005
○
履行場所 行方市船子・西蓮寺地内

予定価格

25戸別第5号浄化槽設置工事

商号又は名称

所在地又は住所

\2,300,000 事前公表 あり
2013/05/14 落札決定

入札金額

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

\2,280,000

麻生ガス設備センター

茨城県行方市粗毛３４－３

\2,285,000

（有）クボタ住設

茨城県行方市四鹿５９１

\2,290,000

菊池工業

茨城県行方市芹沢７８４－１

\2,285,000

久保施工

茨城県行方市石神１７０

\2,260,000

小島工業

茨城県行方市玉造甲６９６

\2,275,000

落札

摘 要

計 6 社

4 ＩＤ 250006
○
履行場所 行方市手賀地内

予定価格

25戸別第6号浄化槽設置工事

商号又は名称

所在地又は住所

\2,580,000 事前公表 あり
2013/05/14 落札決定

入札金額

（有）丸大設備産業

茨城県行方市玉造甲４９４３

\2,540,000

菊池工業

茨城県行方市芹沢７８４－１

\2,520,000

小島工業

茨城県行方市玉造甲６９６

\2,560,000

成忠テクノス（株）

茨城県行方市玉造甲２４２０－１

\2,530,000

（株）イノバ工業

茨城県行方市羽生７１７

\2,500,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９－１

\2,550,000

落札

摘 要

計 6 社
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6 ＩＤ 250007
○
履行場所 行方市山田2564-10

予定価格

行方市役所北浦庁舎空調設備電気工事

\6,080,000 事前公表 あり
2013/05/14 落札決定

所在地又は住所

入札金額

清宮電気（株）

茨城県行方市西蓮寺５８０－１

\6,040,000

（有）フジ電気設備

茨城県行方市宇崎１３５５－２５

\6,050,000

大橋電機（株）

茨城県行方市麻生１６０－６

\5,980,000

（株）大盛電機商会

茨城県行方市麻生１０７６－２１

\6,020,000

菅谷電業

茨城県行方市浜７６９－４

\6,049,000

（有）トータルリビングニイボリ

茨城県行方市宇崎４２

\6,040,000

（株）小野村工業

茨城県行方市井上１９４２－２

\6,070,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 7 社
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平成25年5月14日 執 行
1 ＩＤ 250003
○
履行場所 行方市

榎本地区

指名競争入札結果一覧
予定価格

榎本地区農業集落排水台帳作成業務

商号又は名称

所在地又は住所

入札順

\3,200,000 事前公表 なし
2013/05/14 落札決定

入札金額

アジア航測（株） 水戸営業所

茨城県水戸市城南2-5-19（城南ビル）

\3,200,000

（株）パスコ 茨城支店

茨城県水戸市南町２－６－１８

\3,600,000

大輝測量（株） 茨城支店

茨城県水戸市石川２－４２７１－２

\3,560,000

国際航業（株） 水戸営業所

茨城県水戸市城南１－１－８

\3,060,000

朝日航洋（株） 水戸支店

茨城県水戸市城南２－１１－１８

\3,480,000

第一航業（株） 北関東支社

茨城県土浦市東並木町３３２２－１

\4,000,000

落札

摘 要

計 06 社
計
社

5 ＩＤ 250008
○
履行場所 行方市麻生1122-1

予定価格

25消防ポンプ自動車購入

商号又は名称

所在地又は住所

\13,400,000 事前公表 なし
2013/05/14 落札決定

入札金額

（有）カミス総合防災

茨城県神栖市知手中央９－５－２

\13,300,000

トキワ産業（株）

茨城県水戸市東原３－６－２４

\13,580,000

共立防災（株）

茨城県神栖市神栖３－６－１５

\14,480,000

小池（株）

茨城県古河市幸町１－４５

\13,800,000

（有）鈴機

茨城県石岡市国府５－２－２５

\13,200,000

筑宝産業（株）

茨城県桜川市青柳４４８－２

\14,300,000

（有）中央防災

茨城県神栖市大野原中央４－１０－１３

\14,750,000

（株）土浦消防センター

茨城県土浦市虫掛３３１４－１

辞退

高坂防災（株） 鹿島営業所

茨城県神栖市溝口２３５５－３

\13,720,000

落札

摘 要

計 09 社社
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7 ＩＤ 250009
○
履行場所 行方市

麻生地内外2箇所

予定価格

行方市役所3庁舎清掃委託業務

商号又は名称

所在地又は住所

\2,000,000 事前公表 なし
2013/05/14 落札決定

入札金額

落札

摘 要

\989,000

（有）藤総業

茨城県行方市小高８９０

いろは屋

茨城県行方市五町田２８１

\1,150,000

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\2,525,000

ライトンハウスカンパニー 麻生営業所

茨城県行方市麻生３３２４－１３

\1,243,400

（有）フジ建装

茨城県行方市玉造甲４０９３

\1,428,400

計 05 社社
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平成25年5月28日 執 行

指名競争入札結果一覧

1 ＩＤ 250012
○
履行場所 行方市岡地内

予定価格

25戸別第7号浄化槽設置工事

所在地又は住所

商号又は名称

入札順

\2,600,000 事前公表 あり
2013/05/28 落札決定

入札金額

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

麻生ガス設備センター

茨城県行方市粗毛３４－３

\2,560,000

（有）クボタ住設

茨城県行方市四鹿５９１

\2,520,000

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\2,550,000

久保施工

茨城県行方市石神１７０

\2,540,000

マツザキマテリアル（株）

茨城県行方市矢幡１８８１－１２

\2,569,500

落札

摘 要

辞退

計 6 社

2 ＩＤ 250013
○
履行場所 行方市

予定価格
25市単道改第33号-51 市道（北）3057号線路線測量詳細設計業務
内宿 地内

\9,800,000 事前公表 あり
2013/05/28 落札決定

所在地又は住所

入札金額

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\9,540,000

根本測量設計（株）

茨城県潮来市水原６５６－５

\9,710,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\9,580,000

（株）明和技術コンサルタンツ 行方営業所

茨城県行方市両宿７２０－１

\9,600,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\9,630,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\9,600,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 6 社
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平成25年5月28日 執 行
3 ＩＤ 250010
○
履行場所 行方市麻生1561-9

指名競争入札結果一覧
予定価格

25消防用ホース購入

商号又は名称

所在地又は住所

\9,400,000 事前公表 なし
2013/05/28 落札決定

入札金額

（有）カミス総合防災

茨城県神栖市知手中央９－５－２

\9,372,000

トキワ産業（株）

茨城県水戸市東原３－６－２４

\9,428,000

小池（株）

茨城県古河市幸町１－４５

\9,551,000

（有）鈴機

茨城県石岡市国府５－２－２５

\9,385,500

（株）土浦消防センター

茨城県土浦市虫掛３３１４－１

鹿島栄興防災（株）

茨城県神栖市神栖４－７－７

\9,343,000

高坂防災（株） 鹿島営業所

茨城県神栖市溝口２３５５－３

\9,372,000

鹿行防災（株）

茨城県神栖市堀割３－３－１４

\9,390,000

計 計
0 社6

落札

摘 要

辞退

社

4 ＩＤ 250011
○
履行場所 行方市麻生1561-9

予定価格

25消防用ホース格納箱購入

商号又は名称

所在地又は住所

\2,800,000 事前公表 なし
2013/05/28 落札決定

入札金額

（有）カミス総合防災

茨城県神栖市知手中央９－５－２

\2,750,000

トキワ産業（株）

茨城県水戸市東原３－６－２４

\2,780,000

小池（株）

茨城県古河市幸町１－４５

\2,798,000

（有）鈴機

茨城県石岡市国府５－２－２５

\2,790,000

鹿島栄興防災（株）

茨城県神栖市神栖４－７－７

\2,810,000

高坂防災（株） 鹿島営業所

茨城県神栖市溝口２３５５－３

\2,795,000

鹿行防災（株）

茨城県神栖市堀割３－３－１４

\2,800,000

計 計
0 社9

入札順

落札

摘 要

社
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平成25年6月12日 執 行

指名競争入札結果一覧

1 ＩＤ 250016
○
履行場所 行方市三和、繁昌、井上地内

予定価格

25配布第5,7,8号配水管布設工事実施設計業務

商号又は名称

所在地又は住所

入札順

\2,070,000 事前公表 あり
2013/06/12 落札決定

入札金額

（株）玄設計

茨城県水戸市酒門町４２８７－３

\2,010,000

常陸測工（株）

茨城県水戸市白梅２－４－１１

\1,950,000

冨洋設計（株） 水戸営業所

茨城県水戸市千波町２３８７－３

\1,960,000

（株）環境技研コンサルタント 茨城支店

茨城県水戸市元吉田町３３２－４

\1,860,000

（株）吉沢水道コンサルタント 水戸事務所

茨城県水戸市千波町１４２０－５

\1,940,000

（株）東洋設計事務所 茨城出張所

茨城県水戸市酒門町４２３２‐２８

\2,000,000

落札

摘 要

計 6 社

2 ＩＤ 250017
○
履行場所 行方市麻生（新田）、井上藤井・小幡、玉造甲（緑ヶ丘）地内
25配布第3,6,10号配水管布設工事実施設計業務

商号又は名称

所在地又は住所

予定価格

\1,900,000 事前公表 あり
2013/06/12 落札決定

入札金額

（株）玄設計

茨城県水戸市酒門町４２８７－３

\1,850,000

常陸測工（株）

茨城県水戸市白梅２－４－１１

\1,790,000

冨洋設計（株） 水戸営業所

茨城県水戸市千波町２３８７－３

\1,800,000

（株）環境技研コンサルタント 茨城支店

茨城県水戸市元吉田町３３２－４

\1,810,000

（株）吉沢水道コンサルタント 水戸事務所

茨城県水戸市千波町１４２０－５

\1,700,000

（株）東洋設計事務所 茨城出張所

茨城県水戸市酒門町４２３２‐２８

\1,840,000

落札

摘 要

計 6 社
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4 ＩＤ 250014
○
履行場所 行方市内宿地内
（仮称）北浦地区統合小学校新築工事基本・実施設計業務

商号又は名称

予定価格 \88,500,000 事前公表 あり
2013/06/12 落札決定

所在地又は住所

入札金額

（株）根本英建築設計事務所

茨城県土浦市湖北１－７－９

\86,100,000

（株）団建築設計事務所

茨城県水戸市大町３－２－５５

\85,800,000

（株）根本建築設計事務所

茨城県水戸市赤塚２－２００５－８０

\86,000,000

（株）桜設計事務所

茨城県水戸市千波町１２３９

\83,800,000

（株）パル綜合設計

茨城県水戸市笠原町１０５０－１

\85,700,000

（株）ヤマト建築設計事務所

茨城県水戸市千波町１３７０－４

\86,200,000

（株）早川建築事務所

茨城県水戸市元吉田町１３０５－１

\85,200,000

（株）増山栄建築設計事務所

茨城県土浦市荒川沖西１－１－４

\86,300,000

落札

摘 要

計 8 社

5 ＩＤ 250015
○
履行場所 行方市内宿地内
（仮称）北浦地区統合小学校敷地造成工事設計業務

商号又は名称

予定価格 \34,500,000 事前公表 あり
2013/06/12 落札決定

所在地又は住所

入札金額

（株）ミカミ

茨城県水戸市河和田町４４７１－４５

\33,900,000

（株）玄設計

茨城県水戸市酒門町４２８７－３

\34,060,000

（株）水工エンジニアリング

茨城県ひたちなか市東石川３６３４－７３

\34,180,000

常陸測工（株）

茨城県水戸市白梅２－４－１１

\33,900,000

国土建設コンサルタント（株）

茨城県水戸市堀町字新田１１３３－１８

\34,000,000

中央技術（株）

茨城県水戸市渡里町３０８２

\33,980,000

（株）開発計画研究所

茨城県水戸市白梅４－１－２５すざくビル

\33,950,000

（株）明和技術コンサルタンツ 行方営業所

茨城県行方市両宿７２０－１

\33,500,000

落札

摘 要

計 8 社
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平成25年6月12日 執 行
3 ＩＤ 250018
○
履行場所 蔵川浄水場、山田浄水場、井上浄水場、泉

指名競争入札結果一覧
配水場

予定価格

平成25年度工業計器点検業務

商号又は名称

所在地又は住所

入札順

\7,670,000 事前公表 なし
2013/06/12 落札決定

入札金額

荏原実業（株） 茨城営業所

茨城県つくば市二の宮３－２－７第四芳村
ビル

\7,720,000

センター電機（株）

茨城県水戸市水府町１４９２

\7,430,000

昱（株） 茨城支店 茨城支店

茨城県土浦市千束町３－１１

\7,340,000

福井電機（株） 茨城営業所

茨城県水戸市白梅２－２－２７

\6,980,000

飯村機電工業（株） 水戸支店

茨城県水戸市城南３－２－８

\8,180,000

落札

摘 要

計 5 社
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平成25年6月25日 執 行

指名競争入札結果一覧

1 ＩＤ 250019
○
履行場所 行方市新宮地内

予定価格
25市単道改第13号-51 市道（麻）1-15号線路線測量業務

商号又は名称

所在地又は住所

入札順

\4,400,000 事前公表 あり
2013/06/25 落札決定

入札金額

（株）マエシマ測量設計

茨城県潮来市大塚野１－５－１３

\4,320,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\4,250,000

根本測量設計（株）

茨城県潮来市水原６５６－５

\4,310,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\4,320,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\4,280,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\4,300,000

落札

摘 要

計 6 社

2 ＩＤ 250021
○
履行場所 行方市杉平地内

予定価格
\2,240,000 事前公表 あり
2013/06/25 落札決定
25市単道改第24号-51 市道（麻）3120号線外1路線測量・道路詳細設計業

所在地又は住所

入札金額

（株）三喜コンサルタント

茨城県潮来市日の出４－２－３

\2,190,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\2,170,000

兼原測量設計（株）

茨城県潮来市あやめ２－１９－３

\2,050,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\2,070,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\2,080,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\2,090,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 6 社

3 ＩＤ 250022
○
履行場所 行方市芹沢地内

予定価格

現原小学校借地箇所用地測量業務

\1,200,000 事前公表 なし
2013/06/25 落札決定

所在地又は住所

入札金額

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\1,230,000

（株）コスモ計測 行方営業所

茨城県行方市小貫４３０ー２

\1,150,000

根本測量設計（株）

茨城県潮来市水原６５６－５

\1,150,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\1,090,000

（株）明和技術コンサルタンツ 行方営業所

茨城県行方市両宿７２０－１

\1,100,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\1,140,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\1,150,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 7 社
1/2 ページ

4 ＩＤ 250023
○
履行場所 行方市玉造・羽生地内

予定価格

玉造小学校・羽生小学校借地箇所用地測量業務

\1,470,000 事前公表 なし
2013/06/25 落札決定

所在地又は住所

入札金額

（株）三喜コンサルタント

茨城県潮来市日の出４－２－３

\1,400,000

（株）マエシマ測量設計

茨城県潮来市大塚野１－５－１３

\1,430,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\1,520,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\1,510,000

（株）明和技術コンサルタンツ 行方営業所

茨城県行方市両宿７２０－１

\1,480,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\1,450,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\1,450,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 7 社

5 ＩＤ 250020
○
履行場所 行方市山田地内

予定価格

行方市文化会館全熱交換器更新工事

商号又は名称

所在地又は住所

\4,800,000 事前公表 あり
2013/06/25 落札決定

入札金額

暁飯島工業（株）

茨城県水戸市千波町２７７０－５

\4,680,000

清和工業（株）

茨城県水戸市東野町字南割１４０－４

\4,800,000

第一熱学建設（株）

茨城県水戸市千波町２４９９－５

\4,700,000

村上工業（株）

茨城県神栖市平泉２６５－３１

\4,770,000

稲敷設備工業（株）

茨城県稲敷市幸田３４８７

\4,720,000

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\4,740,000

落札

摘 要

計 6 社
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平成25年7月9日

執 行

1 ＩＤ 250024
○
履行場所 行方市井貝・島並地内

指名競争入札結果一覧
予定価格

25戸別第8号浄化槽設置工事

所在地又は住所

商号又は名称

入札順

\2,600,000 事前公表 あり
2013/07/09 落札決定

入札金額

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

\2,550,000

麻生ガス設備センター

茨城県行方市粗毛３４－３

\2,560,000

（有）クボタ住設

茨城県行方市四鹿５９１

\2,589,000

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\2,550,000

菊池工業

茨城県行方市芹沢７８４－１

\2,530,000

久保施工

茨城県行方市石神１７０

\2,540,000

マツザキマテリアル（株）

茨城県行方市矢幡１８８１－１２

\2,520,000

成忠テクノス（株）

茨城県行方市玉造甲２４２０－１

\2,545,000

（株）イノバ工業

茨城県行方市羽生７１７

\2,580,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\2,540,000

落札

摘 要

計 10 社

2 ＩＤ 250026
○
履行場所 行方市谷島地内

予定価格

H25谷島浄水場逆洗水排水管布設工事

商号又は名称

所在地又は住所

\2,900,000 事前公表 あり
2013/07/09 落札決定

入札金額

菊池工業

茨城県行方市芹沢７８４－１

\2,830,000

大橋設備工業

茨城県行方市於下１３６２

\2,860,000

成忠テクノス（株）

茨城県行方市玉造甲２４２０－１

\2,850,000

（株）小野村工業

茨城県行方市井上１９４２－２

\2,860,000

（株）イノバ工業

茨城県行方市羽生７１７

\2,800,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\2,870,000

落札

摘 要

計 6 社
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3 ＩＤ 250027
○
履行場所 行方市捻木地内

予定価格
\14,000,000 事前公表 あり
2013/07/09 落札決定
25再交道改第5号-51 市道（玉）1831号線外2用地測量・補償調査業務

商号又は名称

所在地又は住所

入札金額

北美測量（株） 行方営業所

茨城県行方市捻木２８２

\13,760,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\13,850,000

（株）コスモ計測 行方営業所

茨城県行方市小貫４３０ー２

\13,800,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\13,850,000

（株）明和技術コンサルタンツ 行方営業所

茨城県行方市両宿７２０－１

\13,600,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\13,630,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\13,650,000

落札

摘 要

計 7 社

4 ＩＤ 250028
○
履行場所 行方市立麻生幼稚園

予定価格

麻生幼稚園用備品購入

商号又は名称

所在地又は住所

\1,500,000 事前公表 なし
2013/07/09 落札決定

入札金額

児島商店

茨城県行方市麻生１０７６－８

勢司商会

茨城県行方市山田１２９３

\1,254,000

（有）松島商事 行方出張所

茨城県行方市井上５２８－２

\1,191,000

（有）内山家具店

茨城県小美玉市小川１４４１

\1,520,000

（株）敬文館

茨城県潮来市潮来９７－７

落札

摘 要

辞退

辞退

計 5 社

5 ＩＤ 250029
○
履行場所 行方市立玉造小学校

予定価格

玉造小学校用備品購入

商号又は名称

所在地又は住所

\11,500,000 事前公表 なし
2013/07/09 落札決定

入札金額

児島商店

茨城県行方市麻生１０７６－８

勢司商会

茨城県行方市山田１２９３

\8,336,000

（有）松島商事 行方出張所

茨城県行方市井上５２８－２

\7,910,000

（有）内山家具店

茨城県小美玉市小川１４４１

\8,407,000

（株）敬文館

茨城県潮来市潮来９７－７

落札

摘 要

辞退

\11,111,000

計 5 社
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6 ＩＤ 250025
○
履行場所 行方市麻生地内

予定価格

平成25年度ファイヤーウォール更新機器購入

商号又は名称

所在地又は住所

\1,800,000 事前公表 なし
2013/07/09 落札決定

入札金額

日本電気（株） 茨城支店

茨城県水戸市三の丸１－１－２５

\1,273,200

東洋計測（株）

茨城県鹿嶋市宮下３－４－６

\1,020,000

中川商事（株）

茨城県土浦市真鍋１－１６－１１

\1,071,900

富士ゼロックス茨城（株） 営業統括部

茨城県水戸市城南２－１－２０

日興通信（株） 鹿島支店

茨城県神栖市息栖２８２２－１２

リコージャパン（株） 関東営業本部 茨城支社
ＬＡ営業部

茨城県水戸市元吉田町１０７４－１

関彰商事（株） ビジネスソリューション鹿島支
店

茨城県鹿嶋市宮中東山３１９－１

日鉄住金プラント（株） 鹿島事業所

茨城県鹿嶋市光３

落札

摘 要

辞退
\756,000
\1,170,000
\840,000
辞退

計 8 社

3/3 ページ

平成25年7月23日 執 行

指名競争入札結果一覧

入札順

1 ＩＤ 250030
○
履行場所 行方市羽生地内

予定価格
\10,400,000 事前公表 あり
2013/07/23 落札決定
25防補道改第9号-51 市道（玉）2012号線外2路線測量・道路詳細設計業務

商号又は名称

所在地又は住所

入札金額

北美測量（株） 行方営業所

茨城県行方市捻木２８２

\10,100,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\10,290,000

（株）コスモ計測 行方営業所

茨城県行方市小貫４３０ー２

\10,100,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\10,150,000

（株）明和技術コンサルタンツ 行方営業所

茨城県行方市両宿７２０－１

\10,000,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\10,030,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\10,150,000

落札

摘 要

計 7 社

2 ＩＤ 250031
○
履行場所 行方市島並地内

予定価格

25配布第4号配水管布設工事実施設計業務

商号又は名称

所在地又は住所

\1,500,000 事前公表 あり
2013/07/23 落札決定

入札金額

（株）玄設計

茨城県水戸市酒門町４２８７－３

\1,380,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\1,320,000

冨洋設計（株） 水戸営業所

茨城県水戸市千波町２３８７－３

\1,350,000

（株）環境技研コンサルタント 茨城支店

茨城県水戸市元吉田町３３２－４

\1,300,000

（株）吉沢水道コンサルタント 水戸事務所

茨城県水戸市千波町１４２０－５

\1,150,000

落札

摘 要

計 5 社

3 ＩＤ 250032
○
履行場所 行方市玉造甲地内

予定価格

25配布第11号配水管布設工事実施設計業務

\1,700,000 事前公表 あり
2013/07/23 落札決定

所在地又は住所

入札金額

常陸測工（株）

茨城県水戸市白梅２－４－１１

\1,450,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\1,650,000

（株）環境技研コンサルタント 茨城支店

茨城県水戸市元吉田町３３２－４

\1,300,000

（株）吉沢水道コンサルタント 水戸事務所

茨城県水戸市千波町１４２０－５

\1,400,000

（株）東洋設計事務所 茨城出張所

茨城県水戸市酒門町４２３２‐２８

\1,670,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 5 社
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4 ＩＤ 250033
○
履行場所 行方市内

予定価格

平成25年度行方市情報ネットワーク整備備品購入

商号又は名称

所在地又は住所

\13,800,000 事前公表 なし
2013/07/23 落札決定

入札金額

日本電気（株） 茨城支店

茨城県水戸市三の丸１－１－２５

東洋計測（株）

茨城県鹿嶋市宮下３－４－６

\12,564,000

中川商事（株）

茨城県土浦市真鍋１－１６－１１

\10,700,000

日興通信（株） 鹿島支店

茨城県神栖市息栖２８２２－１２

リコージャパン（株） 関東営業本部 茨城支社
ＬＡ営業部

茨城県水戸市元吉田町１０７４－１

\10,100,000

関彰商事（株） ビジネスソリューション鹿島支
店

茨城県鹿嶋市宮中東山３１９－１

\12,962,000

落札

摘 要

辞退

辞退

計 6 社

2/2 ページ

平成25年8月6日

執 行

指名競争入札結果一覧

1 ＩＤ 250034
○
履行場所 行方市南地内

予定価格

25県単農道第46号-51 市道（麻）83号線外1路線測量・詳細設計業務

商号又は名称

所在地又は住所

入札順

\3,830,000 事前公表 あり
2013/08/06 落札決定

入札金額

（株）マエシマ測量設計

茨城県潮来市大塚野１－５－１３

\3,640,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\3,600,000

根本測量設計（株）

茨城県潮来市水原６５６－５

\3,750,000

兼原測量設計（株）

茨城県潮来市あやめ２－１９－３

\3,740,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\3,760,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\3,610,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\3,700,000

落札

摘 要

計 7 社

2 ＩＤ 250035
○
履行場所 行方市麻生地内

予定価格

25県単農道第48号-51 市道（麻）1253号線外2路線測量・詳細設計業務

\7,190,000 事前公表 あり
2013/08/06 落札決定

所在地又は住所

入札金額

（株）三喜コンサルタント

茨城県潮来市日の出４－２－３

\7,100,000

（株）マエシマ測量設計

茨城県潮来市大塚野１－５－１３

\6,970,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\7,030,000

根本測量設計（株）

茨城県潮来市水原６５６－５

\7,060,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\6,900,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\6,920,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\6,950,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 7 社
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3 ＩＤ 250036
○
履行場所 行方市白浜地内

予定価格

\8,110,000 事前公表 あり
2013/08/06 落札決定
25市単道改第20号-51 市道（麻）1-13号線道路詳細設計・用地測量・補償調査業務

所在地又は住所

入札金額

（株）三喜コンサルタント

茨城県潮来市日の出４－２－３

\7,950,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\7,950,000

根本測量設計（株）

茨城県潮来市水原６５６－５

\7,900,000

兼原測量設計（株）

茨城県潮来市あやめ２－１９－３

\8,000,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\8,010,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\7,910,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\7,940,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 7 社

2/2 ページ

平成25年8月22日 執 行

指名競争入札結果一覧

入札順

1 ＩＤ 250037
○
履行場所 行方市麻生地内

予定価格
\7,380,000 事前公表 あり
2013/08/22 落札決定
24繰社総交事業第1号 市道（麻）1238号線外1交通安全施設設置工事

商号又は名称

所在地又は住所

入札金額

（株）根本工務店

茨城県行方市四鹿１

\7,210,000

松沢建設（株）

茨城県行方市小高２１９－１

\7,210,000

高橋建設（株）

茨城県行方市繁昌３５３－１

\7,250,000

斉藤建設（株）

茨城県行方市内宿８９５－１

\7,260,000

藤崎建設工業（株）

茨城県行方市新宮７４５

\7,230,000

塚本建設（株）

茨城県行方市沖洲１７８

\7,250,000

（株）根崎工務店

茨城県行方市玉造甲８５０

\7,240,000

（株）新堀産業

茨城県行方市石神９３４－１

\7,200,000

（株）宮内土建

茨城県行方市岡２５３

\7,220,000

麻生建設（株）

茨城県行方市麻生６３－１

\7,160,000

落札

摘 要

計 10 社

2 ＩＤ 250038
○
履行場所 行方市内宿地内

予定価格
24繰社総交事業第2号 市道（北）1582号線交通安全施設設置工事

商号又は名称

所在地又は住所

\3,710,000 事前公表 あり
2013/08/22 落札決定

入札金額

（株）水郷園建設

茨城県行方市四鹿２０７－１

\3,600,000

鬼澤建設（株）

茨城県行方市新宮４７１－１

\3,600,000

（有）板橋建設工業

茨城県行方市井貝６７１－１

\3,650,000

内田工業

茨城県行方市両宿１０７

\3,560,000

前川工業（株）

茨城県行方市井貝８１１－３９６

\3,640,000

（株）ヤバタ

茨城県行方市矢幡１７４５－２

\3,650,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\3,580,000

落札

摘 要

計 7 社
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3 ＩＤ 250039
○
履行場所 行方市行方地内ほか

予定価格

25戸別第18号浄化槽設置工事

所在地又は住所

商号又は名称

\4,100,000 事前公表 あり
2013/08/22 落札決定

入札金額

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

\4,020,000

麻生ガス設備センター

茨城県行方市粗毛３４－３

\4,040,000

（有）クボタ住設

茨城県行方市四鹿５９１

\4,054,000

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\4,050,000

菊池工業

茨城県行方市芹沢７８４－１

\4,030,000

久保施工

茨城県行方市石神１７０

\4,010,000

マツザキマテリアル（株）

茨城県行方市矢幡１８８１－１２

\4,060,000

成忠テクノス（株）

茨城県行方市玉造甲２４２０－１

\4,050,000

（株）イノバ工業

茨城県行方市羽生７１７

\4,030,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\4,000,000

落札

摘 要

計 10 社

4 ＩＤ 250040
○
履行場所 行方市玉造甲（緑ヶ丘）地内

予定価格

25配布第10号配水管布設工事

\3,900,000 事前公表 あり
2013/08/22 落札決定

所在地又は住所

入札金額

清宮電気（株）

茨城県行方市西蓮寺５８０－１

\3,880,000

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

\3,860,000

菊池工業

茨城県行方市芹沢７８４－１

\3,800,000

成忠テクノス（株）

茨城県行方市玉造甲２４２０－１

\3,840,000

（株）小野村工業

茨城県行方市井上１９４２－２

\3,870,000

（株）イノバ工業

茨城県行方市羽生７１７

\3,840,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 6 社
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5 ＩＤ 250041
○
履行場所 行方市玉造甲地内

予定価格

玉造運動場テニスコート改修工事実施設計業務

商号又は名称

所在地又は住所

\830,000 事前公表 あり
2013/08/22 落札決定

入札金額

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\800,000

（有）エス・ピー・キューブ

茨城県行方市手賀１２１

\790,000

（有）本澤幸一建築設計室

茨城県行方市玉造甲４１１０

\820,000

（株）エイ・ワン建築事務所

茨城県行方市浜５６８－１

\780,000

（有）原建築事務所

茨城県行方市山田９９４番地

\750,000

落札

摘 要

計 5 社

6 ＩＤ 250042
○
履行場所 行方市手賀地内

予定価格
\5,000,000 事前公表 あり
2013/08/22 落札決定
25市単道改第28号-51 市道（玉）828号線路線測量・道路詳細設計業務

商号又は名称

所在地又は住所

入札金額

北美測量（株） 行方営業所

茨城県行方市捻木２８２

\4,900,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\4,890,000

ホコタ設計コンサルタンツ（株）

茨城県鉾田市安房１５７１

\4,890,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\4,950,000

（株）明和技術コンサルタンツ 行方営業所

茨城県行方市両宿７２０－１

\4,880,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\4,850,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\4,900,000

落札

摘 要

計 7 社

7 ＩＤ 250043
○
履行場所 行方市井上地内

予定価格
\2,300,000 事前公表 あり
2013/08/22 落札決定
25市単道改第26号-51 市道（玉）286号線路線測量・道路詳細設計業務

商号又は名称

所在地又は住所

入札金額

北美測量（株） 行方営業所

茨城県行方市捻木２８２

\2,250,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\2,220,000

（株）コスモ計測 行方営業所

茨城県行方市小貫４３０ー２

\2,250,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\2,230,000

（株）明和技術コンサルタンツ 行方営業所

茨城県行方市両宿７２０－１

\2,280,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\2,210,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\2,200,000

落札

摘 要

計 7 社
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8 ＩＤ 250044
○
履行場所 行方市小高地内

予定価格
\8,280,000 事前公表 あり
2013/08/22 落札決定
「繰越明許分」24農基第45号-51 小高宿地内 農業用用排水路整備測量設

所在地又は住所

入札金額

（株）三喜コンサルタント

茨城県潮来市日の出４－２－３

\8,130,000

（株）マエシマ測量設計

茨城県潮来市大塚野１－５－１３

\8,190,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\8,100,000

根本測量設計（株）

茨城県潮来市水原６５６－５

\8,170,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\8,180,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\8,120,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\8,150,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 7 社

9 ＩＤ 250045
○
履行場所 行方市玉造甲94-3

予定価格

25特防水槽付消防ポンプ自動車購入

商号又は名称

所在地又は住所

\24,000,000 事前公表 なし
2013/08/22 落札決定

入札金額

（有）カミス総合防災

茨城県神栖市知手中央９－５－２

\24,050,000

トキワ産業（株）

茨城県水戸市東原３－６－２４

\24,100,000

共立防災（株）

茨城県神栖市神栖３－６－１５

\26,883,000

小池（株）

茨城県古河市幸町１－４５

\24,448,000

（有）鈴機

茨城県石岡市国府５－２－２５

\24,200,000

筑宝産業（株）

茨城県桜川市青柳４４８－２

\27,000,000

（有）中央防災

茨城県神栖市大野原中央４－１０－１３

\27,000,000

（株）土浦消防センター

茨城県土浦市虫掛３３１４－１

辞退

高坂防災（株） 鹿島営業所

茨城県神栖市溝口２３５５－３

\24,000,000

落札

摘 要

計 9 社

4/4 ページ

平成25年9月24日 執 行

指名競争入札結果一覧

入札順

1 ＩＤ 250046
○
履行場所 行方市島並・南地内

予定価格
\9,440,000 事前公表 あり
2013/09/24 落札決定
24繰農基第66号-51 小高南地区 農業用用排水路整備測量設計業務

所在地又は住所

入札金額

（株）三喜コンサルタント

茨城県潮来市日の出４－２－３

\9,190,000

（株）マエシマ測量設計

茨城県潮来市大塚野１－５－１３

\9,220,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\9,210,000

根本測量設計（株）

茨城県潮来市水原６５６－５

\9,290,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\9,240,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\9,250,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\9,150,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 7 社

2 ＩＤ 250047
○
履行場所 行方市行方地内

予定価格
\17,200,000 事前公表 あり
2013/09/24 落札決定
25市単道改第21号-51 市道（麻）271号線外4用地測量・補償調査業務

所在地又は住所

入札金額

（株）三喜コンサルタント

茨城県潮来市日の出４－２－３

\17,000,000

（株）マエシマ測量設計

茨城県潮来市大塚野１－５－１３

\17,030,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\17,100,000

根本測量設計（株）

茨城県潮来市水原６５６－５

\17,030,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\17,140,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\16,930,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\16,990,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 7 社
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3 ＩＤ 250048
○
履行場所 行方市山田地内

予定価格
\2,600,000 事前公表 あり
2013/09/24 落札決定
25市単道改第25号-51 市道（北）3207号線路線測量・道路詳細設計業務

所在地又は住所

入札金額

（株）三喜コンサルタント

茨城県潮来市日の出４－２－３

\2,490,000

（株）マエシマ測量設計

茨城県潮来市大塚野１－５－１３

\2,560,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\2,560,000

兼原測量設計（株）

茨城県潮来市あやめ２－１９－３

\2,500,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\2,450,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\2,510,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\2,490,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 7 社

4 ＩＤ 250049
○
履行場所 行方市宇崎地内

予定価格

25維持麻第31号 市道（麻）2739号線外１路面補修工事

\2,680,000 事前公表 あり
2013/09/24 落札決定

商号又は名称

所在地又は住所

入札金額

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\2,620,000

かすみ建設（株）

茨城県行方市於下８７２－２

\2,630,000

（有）小林建設工業

茨城県行方市麻生３２８３－５

\2,630,000

（有）双葉建設

茨城県行方市玉造乙７９５

\2,660,000

（株）関建設

茨城県行方市富田１４４５

\2,650,000

（有）トータルリビングニイボリ

茨城県行方市宇崎４２

\2,600,000

（有）今宿建設

茨城県行方市於下１００８

\2,650,000

落札

摘 要

計 7 社

5 ＩＤ 250050
○
履行場所 行方市南地内

予定価格

25配替第1号配水管布設替工事

商号又は名称

所在地又は住所

\3,100,000 事前公表 あり
2013/09/24 落札決定

入札金額

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

\3,050,000

小島建業

茨城県行方市矢幡５２０

\3,000,000

（有）クボタ住設

茨城県行方市四鹿５９１

\3,075,000

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\3,060,000

大橋設備工業

茨城県行方市於下１３６２

\3,030,000

（有）トータルリビングニイボリ

茨城県行方市宇崎４２

\3,040,000

落札

摘 要

計 6 社
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6 ＩＤ 250051
○
履行場所 行方市繁昌地内

予定価格

25配布第7号配水管布設工事

商号又は名称

所在地又は住所

\4,600,000 事前公表 あり
2013/09/24 落札決定

入札金額

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

\4,450,000

（有）クボタ住設

茨城県行方市四鹿５９１

\4,575,000

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\4,500,000

大橋設備工業

茨城県行方市於下１３６２

\4,500,000

（有）トータルリビングニイボリ

茨城県行方市宇崎４２

\4,510,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\4,480,000

落札

摘 要

計 6 社

7 ＩＤ 250052
○
履行場所 行方市井上地内

予定価格

25配布第8号配水管布設工事

\9,100,000 事前公表 あり
2013/09/24 落札決定

所在地又は住所

入札金額

清宮電気（株）

茨城県行方市西蓮寺５８０－１

\8,950,000

常陽開発工業（株）

茨城県行方市玉造甲３６８－１

\8,990,000

麻生ガス設備センター

茨城県行方市粗毛３４－３

\8,970,000

小島建業

茨城県行方市矢幡５２０

\8,950,000

菊池工業

茨城県行方市芹沢７８４－１

\8,955,000

光栄土木（株）

茨城県行方市玉造甲５７２１－２

\9,000,000

成忠テクノス（株）

茨城県行方市玉造甲２４２０－１

\8,900,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\8,990,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 8 社

8 ＩＤ 250053
○
履行場所 行方市手賀（新宿）地内

予定価格

25受託第8号配水管布設替工事

\4,300,000 事前公表 あり
2013/09/24 落札決定

所在地又は住所

入札金額

清宮電気（株）

茨城県行方市西蓮寺５８０－１

\4,180,000

菊池工業

茨城県行方市芹沢７８４－１

\4,250,000

大橋設備工業

茨城県行方市於下１３６２

\4,230,000

成忠テクノス（株）

茨城県行方市玉造甲２４２０－１

\4,270,000

（株）小野村工業

茨城県行方市井上１９４２－２

\4,250,000

（株）イノバ工業

茨城県行方市羽生７１７

\4,200,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 6 社
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平成25年10月25日 執 行
1 ＩＤ 250054
○
履行場所 行方市麻生地内他

指名競争入札結果一覧
予定価格

麻生小・北浦中太陽光発電設備設置工事設計業務

商号又は名称

入札順

\6,710,000 事前公表 あり
2013/10/25 落札決定

所在地又は住所

入札金額

落札

摘 要

\6,200,000

（株）根本英建築設計事務所

茨城県土浦市湖北１－７－９

（株）三上建築事務所

茨城県水戸市大町３－４－３６

無効

（株）柴建築設計事務所

茨城県水戸市泉町３－１－２８

\6,550,000

（株）須藤隆建築設計事務所

茨城県土浦市港町１－７－２３

\6,500,000

（株）横須賀満夫建築設計事務所

茨城県水戸市南町２－１－１８アーキビル

\6,500,000

菊地設備設計事務所

茨城県水戸市大工町３－４－２４

\6,650,000

（有）エス・ピー・キューブ

茨城県行方市手賀１２１

\6,350,000

（有）本澤幸一建築設計室

茨城県行方市玉造甲４１１０

\6,100,000

計 8 社

2 ＩＤ 250055
○
履行場所 行方市玉造甲（諸井）地内

予定価格

25維持玉第32号 市道（玉）877号線外1舗装工事

商号又は名称

所在地又は住所

\4,640,000 事前公表 あり
2013/10/25 落札決定

入札金額

（株）栗原工務店

茨城県行方市荒宿２５６

\4,550,000

実川工務店

茨城県行方市富田２４８

\4,560,000

（株）ミノワ

茨城県行方市島並８５６－１

\4,580,000

鬼澤建設（株）

茨城県行方市新宮４７１－１

\4,570,000

（有）平野工業

茨城県行方市玉造甲６５２３－２

\4,530,000

（有）板橋建設工業

茨城県行方市井貝６７１－１

\4,550,000

光栄土木（株）

茨城県行方市玉造甲５７２１－２

\4,500,000

落札

摘 要

計 7 社
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3 ＩＤ 250056
○
履行場所 行方市小貫地内

予定価格

25維持北第32号 市道（北）2007号線舗装工事

商号又は名称

所在地又は住所

\4,460,000 事前公表 あり
2013/10/25 落札決定

入札金額

実川工務店

茨城県行方市富田２４８

\4,400,000

（株）ミノワ

茨城県行方市島並８５６－１

\4,400,000

（株）水郷園建設

茨城県行方市四鹿２０７－１

\4,350,000

鬼澤建設（株）

茨城県行方市新宮４７１－１

\4,300,000

西田屋工務店

茨城県行方市根小屋８３－３

\4,320,000

内田工業

茨城県行方市両宿１０７

\4,260,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\4,280,000

落札

摘 要

計 7 社

4 ＩＤ 250057
○
履行場所 行方市羽生地内

予定価格

25配替第2号配水管布設替工事

\6,500,000 事前公表 あり
2013/10/25 落札決定

所在地又は住所

入札金額

清宮電気（株）

茨城県行方市西蓮寺５８０－１

\6,430,000

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

\6,420,000

小島建業

茨城県行方市矢幡５２０

\6,450,000

菊池工業

茨城県行方市芹沢７８４－１

\6,380,000

成忠テクノス（株）

茨城県行方市玉造甲２４２０－１

\6,400,000

（株）イノバ工業

茨城県行方市羽生７１７

\6,350,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\6,450,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 7 社

5 ＩＤ 250058
○
履行場所 行方市島並地内

予定価格

25配布第4号配水管布設工事

商号又は名称

所在地又は住所

\3,300,000 事前公表 あり
2013/10/25 落札決定

入札金額

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

\3,240,000

（有）クボタ住設

茨城県行方市四鹿５９１

\3,220,000

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\3,180,000

大橋設備工業

茨城県行方市於下１３６２

\3,200,000

（株）小野村工業

茨城県行方市井上１９４２－２

\3,250,000

（有）トータルリビングニイボリ

茨城県行方市宇崎４２

\3,200,000

落札

摘 要

計 6 社
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6 ＩＤ 250059
○
履行場所 谷島浄水場

予定価格

H25谷島浄水場配水ポンプ用インバータ装置修繕工事

\2,090,000 事前公表 あり
2013/10/25 落札決定

所在地又は住所

入札金額

福井電機（株） 茨城営業所

茨城県水戸市白梅２－２－２７

\1,900,000

昱（株） 茨城支店

茨城県土浦市千束町３－１１

\1,950,000

荏原実業（株） 茨城営業所

茨城県つくば市二の宮３－２－７

\1,970,000

藤井産業（株） つくば支店

茨城県土浦市卸町２－８－８

\2,000,000

飯村機電工業（株） 水戸支店

茨城県水戸市城南３－２－８

\2,000,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 5 社
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平成25年11月19日 執 行

指名競争入札結果一覧

1 ＩＤ 250067
○
履行場所 行方市天掛地内

予定価格
25市単道改第12号‐52 市道（麻）1‐15号線用地測量業務

\14,290,000 事前公表 あり
2013/11/19 落札決定

所在地又は住所

入札金額

（株）三喜コンサルタント

茨城県潮来市日の出４－２－３

\13,990,000

（株）マエシマ測量設計

茨城県潮来市大塚野１－５－１３

\13,970,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\13,900,000

根本測量設計（株）

茨城県潮来市水原６５６－５

\14,060,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\14,160,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\14,000,000

商号又は名称

入札順

落札

摘 要

計 6 社

2 ＩＤ 250068
○
履行場所 行方市羽生地内

予定価格

25配替第3号配水管布設替工事

\3,550,000 事前公表 あり
2013/11/19 落札決定

所在地又は住所

入札金額

清宮電気（株）

茨城県行方市西蓮寺５８０－１

\3,460,000

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

\3,450,000

小島建業

茨城県行方市矢幡５２０

\3,440,000

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\3,480,000

大橋設備工業

茨城県行方市於下１３６２

\3,400,000

（株）イノバ工業

茨城県行方市羽生７１７

\3,450,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 6 社

1/2 ページ

3 ＩＤ 250069
○
履行場所 行方市玉造甲地内

予定価格

25配布第11号配水管布設工事

商号又は名称

\2,100,000 事前公表 あり
2013/11/19 落札決定

所在地又は住所

入札金額

（有）クボタ住設

茨城県行方市四鹿５９１

\2,060,000

菊池工業

茨城県行方市芹沢７８４－１

\2,050,000

成忠テクノス（株）

茨城県行方市玉造甲２４２０－１

\2,055,000

（株）小野村工業

茨城県行方市井上１９４２－２

\2,040,000

（有）トータルリビングニイボリ

茨城県行方市宇崎４２

\2,060,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\2,065,000

落札

摘 要

計 6 社

4 ＩＤ 250070
○
履行場所 行方浄水場，次木配水場，泉配水場

予定価格

H25直流電源盤蓄電池及び電気計装設備修繕工事

\5,400,000 事前公表 あり
2013/11/25 落札決定

所在地又は住所

入札金額

福井電機（株） 茨城営業所

茨城県水戸市白梅２－２－２７

\4,750,000

（株）第一テクノ 茨城営業所

茨城県つくば市吾妻１－１５－１ 筑波司法
会館２０１号

\5,130,000

昱（株） 茨城支店

茨城県土浦市千束町３－１１

\4,880,000

荏原実業（株） 茨城営業所

茨城県つくば市二の宮３－２－７

\5,000,000

藤井産業（株） つくば支店

茨城県土浦市卸町２－８－８

\5,070,000

センター電機（株）

茨城県水戸市水府町１４９２

\5,200,000

飯村機電工業（株） 水戸支店

茨城県水戸市城南３－２－８

\5,280,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 7 社
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平成25年12月3日 執 行

指名競争入札結果一覧

1 ＩＤ 250071
○
履行場所 行方市島並地内

予定価格

25配布第14号配水管布設工事

商号又は名称

所在地又は住所

入札順

\6,380,000 事前公表 あり
2013/12/03 落札決定

入札金額

松沢建設（株）

茨城県行方市小高２１９－１

\6,250,000

清宮電気（株）

茨城県行方市西蓮寺５８０－１

\6,300,000

（株）ミノワ

茨城県行方市島並８５６－１

\6,230,000

麻生ガス設備センター

茨城県行方市粗毛３４－３

\6,180,000

小島建業

茨城県行方市矢幡５２０

\6,280,000

菊池工業

茨城県行方市芹沢７８４－１

\6,320,000

成忠テクノス（株）

茨城県行方市玉造甲２４２０－１

\6,250,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\6,270,000

落札

摘 要

計 8 社

2 ＩＤ 250072
○
履行場所 行方市杉平地内

予定価格
\3,900,000 事前公表 あり
2013/12/03 落札決定
25市単道改第24号-52 市道（麻）3120号線外1用地測量・補償調査業務

所在地又は住所

入札金額

（株）三喜コンサルタント

茨城県潮来市日の出４－２－３

\3,780,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\3,810,000

兼原測量設計（株）

茨城県潮来市あやめ２－１９－３

\3,700,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\3,820,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\3,730,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\3,800,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 6 社

1/2 ページ

3 ＩＤ 250073
○
履行場所 行方市麻生地内

予定価格

平成25年度行方市LGWAN等接続サーバ購入

商号又は名称

所在地又は住所

\5,080,000 事前公表 なし
2013/12/03 落札決定

入札金額

日本電気（株） 茨城支店

茨城県水戸市三の丸１－１－２５

\3,550,000

東洋計測（株）

茨城県鹿嶋市宮下３－４－６

\6,300,000

中川商事（株）

茨城県土浦市真鍋１－１６－１１

\4,825,000

日興通信（株） 鹿島支店

茨城県神栖市息栖２８２２－１２

\4,756,000

リコージャパン（株） 関東営業本部 茨城支社
ＬＡ営業部

茨城県水戸市元吉田町１０７４－１

\7,860,000

関彰商事（株） ビジネスソリューション鹿島支
店

茨城県鹿嶋市宮中東山３１９－１

落札

摘 要

辞退

計 6 社

2/2 ページ

平成25年12月17日 執 行
1 ＩＤ 250074
○
履行場所 行方市中根地内ほか

指名競争入札結果一覧
予定価格

入札順

\3,770,000 事前公表 あり
2013/12/17 落札決定

25戸別第32号浄化槽設置工事

商号又は名称

所在地又は住所

入札金額

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

\3,720,000

麻生ガス設備センター

茨城県行方市粗毛３４－３

\3,750,000

（有）クボタ住設

茨城県行方市四鹿５９１

\3,740,000

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\3,740,000

菊池工業

茨城県行方市芹沢７８４－１

久保施工

茨城県行方市石神１７０

\3,755,000

マツザキマテリアル（株）

茨城県行方市矢幡１８８１－１２

\3,750,000

成忠テクノス（株）

茨城県行方市玉造甲２４２０－１

\3,700,000

（株）イノバ工業

茨城県行方市羽生７１７

\3,720,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\3,725,000

落札

摘 要

辞退

計 10 社

2 ＩＤ 250075
○
履行場所 行方市山田３０６４番地

予定価格

\5,960,000 事前公表 あり
2013/12/17 落札決定

北浦運動場第２グラウンド法面災害復旧工事

商号又は名称

所在地又は住所

入札金額

落札

摘 要

\5,870,000

（有）兼平工務店

茨城県行方市西蓮寺８５３

菊池工業

茨城県行方市芹沢７８４－１

辞退

高須工業（有）

茨城県行方市三和 １１８４－１

辞退

内田工業

茨城県行方市両宿１０７

\5,830,000

前川工業（株）

茨城県行方市井貝８１１－３９６

\5,900,000

貝塚建設工業

茨城県行方市八木蒔２５７－１

\5,850,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\5,800,000

計 7 社

1/4 ページ

3 ＩＤ 250076
○
履行場所 行方市蔵川浄水場，行方浄水場，新原浄水
場，繁昌浄水場地内

予定価格

\8,000,000 事前公表 あり
2013/12/17 落札決定

H25配水池及びろ過ポンプ井水位計修繕工事

所在地又は住所

入札金額

福井電機（株） 茨城営業所

茨城県水戸市白梅２－２－２７

\7,700,000

（株）第一テクノ 茨城営業所

茨城県つくば市吾妻１－１５－１ 筑波司法
会館２０１号

\7,770,000

昱（株） 茨城支店

茨城県土浦市千束町３－１１

\7,800,000

荏原実業（株） 茨城営業所

茨城県つくば市二の宮３－２－７

\7,750,000

藤井産業（株） つくば支店

茨城県土浦市卸町２－８－８

センター電機（株）

茨城県水戸市水府町１４９２

\7,890,000

飯村機電工業（株） 水戸支店

茨城県水戸市城南３－２－８

\7,840,000

商号又は名称

落札

摘 要

辞退

計 7 社

4 ＩＤ 250077
○
履行場所 行方市山田地内

予定価格

\4,430,000 事前公表 あり
2013/12/17 落札決定

24繰防安修繕第13号 市道（北）110号線舗装修繕工事

商号又は名称

所在地又は住所

入札金額

（株）栗原工務店

茨城県行方市荒宿２５６

\4,380,000

（有）新栄建設

茨城県行方市井貝８１１－２５５

\4,350,000

（有）板橋建設工業

茨城県行方市井貝６７１－１

\4,370,000

光栄土木（株）

茨城県行方市玉造甲５７２１－２

\4,330,000

内田工業

茨城県行方市両宿１０７

\4,300,000

前川工業（株）

茨城県行方市井貝８１１－３９６

\4,300,000

（株）ヤバタ

茨城県行方市矢幡１７４５－２

\4,350,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\4,280,000

落札

摘 要

計 8 社

2/4 ページ

5 ＩＤ 250078
○
履行場所 行方市羽生地内

予定価格

\3,360,000 事前公表 あり
2013/12/17 落札決定

24繰防安修繕第19号 市道（玉）2143号線舗装修繕工事

所在地又は住所

商号又は名称

入札金額

（株）栗原工務店

茨城県行方市荒宿２５６

\3,210,000

（有）新栄建設

茨城県行方市井貝８１１－２５５

\3,300,000

（有）板橋建設工業

茨城県行方市井貝６７１－１

\3,250,000

光栄土木（株）

茨城県行方市玉造甲５７２１－２

\3,240,000

内田工業

茨城県行方市両宿１０７

\3,270,000

前川工業（株）

茨城県行方市井貝８１１－３９６

\3,280,000

（株）ヤバタ

茨城県行方市矢幡１７４５－２

\3,300,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\3,300,000

落札

摘 要

計 8 社

6 ＩＤ 250079
○
履行場所 行方市北高岡地内

予定価格

\6,760,000 事前公表 あり
2013/12/17 落札決定

25河川改北第1号 山田川支流整備工事

商号又は名称

所在地又は住所

入札金額

（有）小林建設工業

茨城県行方市麻生３２８３－５

\6,660,000

（有）双葉建設

茨城県行方市玉造乙７９５

\6,650,000

高須工業（有）

茨城県行方市三和 １１８４－１

辞退

前川工業（株）

茨城県行方市井貝８１１－３９６

\6,660,000

貝塚建設工業

茨城県行方市八木蒔２５７－１

\6,580,000

永作工業

茨城県行方市麻生９３２－２

\6,650,000

落札

摘 要

計 6 社

3/4 ページ

7 ＩＤ 250080
○
履行場所 行方市両宿地内

予定価格

\6,510,000 事前公表 あり
2013/12/17 落札決定

24繰防安修繕第15号 市道（北）1582号線舗装修繕工事

商号又は名称

所在地又は住所

入札金額

（株）根本工務店

茨城県行方市四鹿１

\6,330,000

松沢建設（株）

茨城県行方市小高２１９－１

\6,330,000

高橋建設（株）

茨城県行方市繁昌３５３－１

\6,340,000

斉藤建設（株）

茨城県行方市内宿８９５－１

\6,310,000

藤崎建設工業（株）

茨城県行方市新宮７４５

\6,360,000

（株）羽生工務店

茨城県行方市内宿９０６

\6,350,000

常陽開発工業（株）

茨城県行方市玉造甲３６８－１

\6,320,000

塚本建設（株）

茨城県行方市沖洲１７８

\6,370,000

（株）根崎工務店

茨城県行方市玉造甲８５０

\6,330,000

（株）新堀産業

茨城県行方市石神９３４－１

\6,370,000

（株）宮内土建

茨城県行方市岡２５３

\6,330,000

落札

摘 要

計 11 社

4/4 ページ

平成26年1月7日

執 行

1 ＩＤ 250081
○
履行場所 行方市玉造甲地内

指名競争入札結果一覧
予定価格

姥ヶ谷池地区 ため池取水工改修工事

所在地又は住所

商号又は名称

入札順

\4,400,000 事前公表 あり
2014/01/07 落札決定

入札金額

落札

摘 要

\4,280,000

（有）兼平工務店

茨城県行方市西蓮寺８５３

菊池工業

茨城県行方市芹沢７８４－１

辞退

かすみ建設（株）

茨城県行方市於下８７２－２

\4,290,000

（有）双葉建設

茨城県行方市玉造乙７９５

\4,280,000

久保施工

茨城県行方市石神１７０

\4,310,000

高須工業（有）

茨城県行方市三和 １１８４－１

貝塚建設工業

茨城県行方市八木蒔２５７－１

辞退
\4,250,000

計 7 社

2 ＩＤ 250082
○
履行場所 行方市矢幡地内

予定価格

平成25年度矢幡地区防火水槽設置工事

商号又は名称

所在地又は住所

\4,690,000 事前公表 あり
2014/01/07 落札決定

入札金額

落札

摘 要

\4,650,000

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

（有）土子建材

茨城県行方市矢幡５７４

西田屋工務店

茨城県行方市根小屋８３－３

\4,620,000

小島建業

茨城県行方市矢幡５２０

\4,590,000

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\4,660,000

（有）板橋建設工業

茨城県行方市井貝６７１－１

\4,630,000

久保施工

茨城県行方市石神１７０

\4,610,000

マツザキマテリアル（株）

茨城県行方市矢幡１８８１－１２

\4,650,000

辞退

計 8 社

1/5 ページ

3 ＩＤ 250083
○
履行場所 行方市南地内

予定価格
\5,010,000 事前公表 あり
2014/01/07 落札決定
25市単道改第69号-51 市道（麻）2969号線外路線測量・詳細設計業務

商号又は名称

所在地又は住所

入札金額

（株）マエシマ測量設計

茨城県潮来市大塚野１－５－１３

\4,280,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\4,960,000

根本測量設計（株）

茨城県潮来市水原６５６－５

\4,940,000

兼原測量設計（株）

茨城県潮来市あやめ２－１９－３

\4,500,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\4,990,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\4,920,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\4,900,000

落札

摘 要

計 7 社

4 ＩＤ 250084
○
履行場所 行方市南地内

予定価格
\4,770,000 事前公表 あり
2014/01/07 落札決定
25市単道改第70号-51 市道（麻）1148号線外路線測量・詳細設計業務

商号又は名称

所在地又は住所

入札金額

（株）マエシマ測量設計

茨城県潮来市大塚野１－５－１３

\4,690,000

（株）ダイコウ測量設計

茨城県行方市行方２１０８－１

\4,690,000

根本測量設計（株）

茨城県潮来市水原６５６－５

\4,230,000

兼原測量設計（株）

茨城県潮来市あやめ２－１９－３

\4,300,000

（株）三和測量

茨城県行方市麻生７１

\4,620,000

（株）ヤマニ

茨城県行方市麻生３５５

\4,670,000

（有）スズキ

茨城県行方市麻生２７９７－２４

\4,670,000

落札

摘 要

計 7 社

2/5 ページ

5 ＩＤ 250086
○
履行場所 行方市南高岡地内

予定価格

24繰防安修繕第12号 市道（北）3315号線舗装修繕工事

商号又は名称

所在地又は住所

\2,960,000 事前公表 あり
2014/01/07 落札決定

入札金額

鬼澤建設（株）

茨城県行方市新宮４７１－１

\2,920,000

（有）新栄建設

茨城県行方市井貝８１１－２５５

\2,900,000

（有）板橋建設工業

茨城県行方市井貝６７１－１

\2,880,000

内田工業

茨城県行方市両宿１０７

\2,840,000

前川工業（株）

茨城県行方市井貝８１１－３９６

\2,860,000

（株）ヤバタ

茨城県行方市矢幡１７４５－２

\2,900,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\2,850,000

落札

摘 要

計 7 社

6 ＩＤ 250087
○
履行場所 行方市羽生地内

予定価格

24繰防安修繕第20号 市道（玉）59号線舗装修繕工事

商号又は名称

所在地又は住所

\3,900,000 事前公表 あり
2014/01/07 落札決定

入札金額

落札

摘 要

\3,790,000

（株）栗原工務店

茨城県行方市荒宿２５６

（株）松田建設

茨城県行方市行方１６４３－５

（有）平野工業

茨城県行方市玉造甲６５２３－２

\3,760,000

（有）板橋建設工業

茨城県行方市井貝６７１－１

\3,820,000

光栄土木（株）

茨城県行方市玉造甲５７２１－２

\3,840,000

前川工業（株）

茨城県行方市井貝８１１－３９６

\3,780,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\3,810,000

辞退

計 7 社

3/5 ページ

7 ＩＤ 250085
○
履行場所 行方市小貫地内

予定価格

24繰防安修繕第14号 市道（北）1076号線舗装修繕工事

商号又は名称

所在地又は住所

\7,290,000 事前公表 あり
2014/01/07 落札決定

入札金額

（株）根本工務店

茨城県行方市四鹿１

\7,130,000

松沢建設（株）

茨城県行方市小高２１９－１

\7,130,000

高橋建設（株）

茨城県行方市繁昌３５３－１

\7,070,000

斉藤建設（株）

茨城県行方市内宿８９５－１

\7,060,000

藤崎建設工業（株）

茨城県行方市新宮７４５

\7,090,000

（株）羽生工務店

茨城県行方市内宿９０６

\7,080,000

塚本建設（株）

茨城県行方市沖洲１７８

\7,110,000

（株）根崎工務店

茨城県行方市玉造甲８５０

\7,080,000

（株）新堀産業

茨城県行方市石神９３４－１

\7,120,000

（株）宮内土建

茨城県行方市岡２５３

\7,090,000

落札

摘 要

計 10 社

8 ＩＤ 250088
○
履行場所 行方市芹沢地内

予定価格

24繰防安修繕第22号 市道（玉）1655号線舗装修繕工事

商号又は名称

所在地又は住所

\7,240,000 事前公表 あり
2014/01/07 落札決定

入札金額

（株）根本工務店

茨城県行方市四鹿１

\7,120,000

松沢建設（株）

茨城県行方市小高２１９－１

\7,100,000

高橋建設（株）

茨城県行方市繁昌３５３－１

\7,100,000

斉藤建設（株）

茨城県行方市内宿８９５－１

\7,200,000

藤崎建設工業（株）

茨城県行方市新宮７４５

\7,050,000

（株）羽生工務店

茨城県行方市内宿９０６

\7,130,000

常陽開発工業（株）

茨城県行方市玉造甲３６８－１

\7,150,000

塚本建設（株）

茨城県行方市沖洲１７８

\7,000,000

（株）根崎工務店

茨城県行方市玉造甲８５０

\7,180,000

（株）斉藤建設工業

茨城県行方市玉造甲５６４

\7,080,000

落札

摘 要

計 10 社

4/5 ページ

9 ＩＤ 250089
○
履行場所 行方市芹沢地内

予定価格

24繰防安修繕第21号 市道（玉）10号線舗装修繕工事

商号又は名称

所在地又は住所

\8,180,000 事前公表 あり
2014/01/07 落札決定

入札金額

（株）根本工務店

茨城県行方市四鹿１

\7,990,000

松沢建設（株）

茨城県行方市小高２１９－１

\7,930,000

高橋建設（株）

茨城県行方市繁昌３５３－１

\8,000,000

斉藤建設（株）

茨城県行方市内宿８９５－１

\8,050,000

藤崎建設工業（株）

茨城県行方市新宮７４５

\7,970,000

（株）羽生工務店

茨城県行方市内宿９０６

\8,000,000

常陽開発工業（株）

茨城県行方市玉造甲３６８－１

\7,950,000

塚本建設（株）

茨城県行方市沖洲１７８

\7,940,000

（株）根崎工務店

茨城県行方市玉造甲８５０

\7,900,000

（株）斉藤建設工業

茨城県行方市玉造甲５６４

\7,950,000

落札

摘 要

計 10 社

5/5 ページ

平成26年1月21日 執 行

指名競争入札結果一覧

1 ＩＤ 250090
○
履行場所 行方市井上藤井・小幡地内

予定価格

25配布第6号配水管布設工事

商号又は名称

所在地又は住所

入札順

\3,120,000 事前公表 あり
2014/01/21 落札決定

入札金額

小沼設備

茨城県行方市根小屋９２１－４８

（有）クボタ住設

茨城県行方市四鹿５９１

\3,090,000

麻生ビル管理（株）

茨城県行方市石神１４４９－１

\3,070,000

大橋設備工業

茨城県行方市於下１３６２

\3,100,000

（株）小野村工業

茨城県行方市井上１９４２－２

\3,070,000

（有）トータルリビングニイボリ

茨城県行方市宇崎４２

\3,100,000

（株）イノバ工業

茨城県行方市羽生７１７

\3,050,000

落札

摘 要

辞退

計 7 社

2 ＩＤ 250091
○
履行場所 行方市麻生公民館

防災倉庫他3箇所

予定価格

防災減災用備品購入

商号又は名称

所在地又は住所

\2,500,000 事前公表 なし
2014/01/21 落札決定

入札金額

（有）カミス総合防災

茨城県神栖市知手中央９－５－２

辞退

共立防災（株）

茨城県神栖市神栖３－６－１５

辞退

ミドリ安全鹿島（株）

茨城県鹿嶋市泉川字北本山１５０１

無効

小池（株）

茨城県古河市幸町１－４５

（有）中央防災

茨城県神栖市大野原中央４－１０－１３

栄興防災（株）

茨城県水戸市住吉町３２－２

（株）ロングライフ

茨城県水戸市谷津町細田１－８

辞退

（株）土浦消防センター

茨城県土浦市虫掛３３１４－１

辞退

（有）クリタ防災

茨城県神栖市溝口５５７５－２

辞退

鹿島栄興防災（株）

茨城県神栖市神栖４－７－７

辞退

高坂防災（株） 鹿島営業所

茨城県神栖市溝口２３５５－３

落札

摘 要

\2,500,000
辞退
\2,482,000

\2,540,000

計 11 社
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3 ＩＤ 250092
○
履行場所 行方市内

予定価格

行方市家屋一棟照合調査業務

商号又は名称

\36,800,000 事前公表 なし
2014/01/21 落札決定

所在地又は住所

入札金額

アジア航測（株） 水戸営業所

茨城県水戸市中央２－８－８（アシスト第２
ビル）

（株）パスコ 茨城支店

茨城県水戸市南町２－６－１８

\36,000,000

国際航業（株） 水戸営業所

茨城県水戸市城南１－１－８

\36,100,000

アクリーグ（株） 茨城営業所

茨城県水戸市元吉田町１０４１－４

\34,800,000

（株）丸菱行政地図 水戸営業所

茨城県水戸市三の丸２－１０－１４ １０２

\35,400,000

落札

摘 要

辞退

計 5 社

4 ＩＤ 250093
○
履行場所 行方市内

予定価格

行方市公有財産台帳整備業務

商号又は名称

\23,750,000 事前公表 なし
2014/01/21 落札決定

所在地又は住所

入札金額

アジア航測（株） 水戸営業所

茨城県水戸市中央２－８－８（アシスト第２
ビル）

（株）パスコ 茨城支店

茨城県水戸市南町２－６－１８

\24,600,000

国際航業（株） 水戸営業所

茨城県水戸市城南１－１－８

\24,900,000

アクリーグ（株） 茨城営業所

茨城県水戸市元吉田町１０４１－４

\22,500,000

朝日航洋（株） 水戸支店

茨城県水戸市城南２－１１－１８

\27,000,000

落札

摘 要

辞退

計 5 社

2/2 ページ

平成26年2月4日

執 行

指名競争入札結果一覧

1 ＩＤ 250094
○
履行場所 行方市沖洲地内

予定価格

25維持玉第44号 市道（玉）2356号線舗装工事

商号又は名称

所在地又は住所

入札順

\7,780,000 事前公表 あり
2014/02/04 落札決定

入札金額

（株）根本工務店

茨城県行方市四鹿１

\7,700,000

松沢建設（株）

茨城県行方市小高２１９－１

\7,600,000

高橋建設（株）

茨城県行方市繁昌３５３－１

\7,610,000

斉藤建設（株）

茨城県行方市内宿８９５－１

\7,580,000

藤崎建設工業（株）

茨城県行方市新宮７４５

\7,620,000

（株）羽生工務店

茨城県行方市内宿９０６

\7,680,000

常陽開発工業（株）

茨城県行方市玉造甲３６８－１

\7,530,000

塚本建設（株）

茨城県行方市沖洲１７８

\7,500,000

（株）根崎工務店

茨城県行方市玉造甲８５０

\7,560,000

（株）斉藤建設工業

茨城県行方市玉造甲５６４

\7,550,000

落札

摘 要

計 10 社

2 ＩＤ 250095
○
履行場所 行方市行戸地内

予定価格

25維持北第46号 市道（北）207号線舗装工事

商号又は名称

所在地又は住所

\4,500,000 事前公表 あり
2014/02/04 落札決定

入札金額

（株）栗原工務店

茨城県行方市荒宿２５６

\4,350,000

（有）平野工業

茨城県行方市玉造甲６５２３－２

\4,380,000

（有）新栄建設

茨城県行方市井貝８１１－２５５

\4,400,000

（有）板橋建設工業

茨城県行方市井貝６７１－１

\4,400,000

内田工業

茨城県行方市両宿１０７

\4,300,000

前川工業（株）

茨城県行方市井貝８１１－３９６

\4,400,000

（株）山勝建設

茨城県行方市山田１２６９‐１

\4,340,000

落札

摘 要

計 7 社
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3 ＩＤ 250096
○
履行場所 行方市

新原浄水場、谷島浄水場 地内

予定価格

H25高圧気中負荷開閉器修繕工事

\2,760,000 事前公表 あり
2014/02/04 落札決定

所在地又は住所

入札金額

福井電機（株） 茨城営業所

茨城県水戸市白梅２－２－２７

\2,640,000

昱（株） 茨城支店

茨城県土浦市千束町３－１１

\2,680,000

荏原実業（株） 茨城営業所

茨城県つくば市二の宮３－２－７

\2,700,000

藤井産業（株） つくば支店

茨城県土浦市卸町２－８－８

辞退

飯村機電工業（株） 水戸支店

茨城県水戸市城南３－２－８

\2,720,000

商号又は名称

落札

摘 要

計 5 社

4 ＩＤ 250097
○
履行場所 行方市宇崎地先

予定価格

水神及び宇崎第1・2船溜フェンス取替工事

商号又は名称

所在地又は住所

\4,100,000 事前公表 あり
2014/02/04 落札決定

入札金額

鬼澤建設（株）

茨城県行方市新宮４７１－１

\4,030,000

（有）土子建材

茨城県行方市矢幡５７４

\4,030,000

西田屋工務店

茨城県行方市根小屋８３－３

\4,020,000

（有）クボタ住設

茨城県行方市四鹿５９１

\4,050,000

久保施工

茨城県行方市石神１７０

\4,060,000

（有）トータルリビングニイボリ

茨城県行方市宇崎４２

\4,000,000

落札

摘 要

計 6 社
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平成26年2月18日 執 行
1 ＩＤ 250098
○
履行場所 行方市蔵川地内

指名競争入札結果一覧
予定価格

25市単道改第29号-1 市道（麻）2-11号線改良工事

商号又は名称

所在地又は住所

入札順

\8,780,000 事前公表 あり
2014/02/18 落札決定

入札金額

かすみ建設（株）

茨城県行方市於下８７２－２

\8,700,000

（有）小林建設工業

茨城県行方市麻生３２８３－５

\8,630,000

久保施工

茨城県行方市石神１７０

\8,620,000

（株）関建設

茨城県行方市富田１４４５

\8,675,000

（有）今宿建設

茨城県行方市於下１００８

\8,650,000

前川工業（株）

茨城県行方市井貝８１１－３９６

\8,650,000

永作工業

茨城県行方市麻生９３２－２

\8,730,000

落札

摘 要

計 7 社
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