
第３号様式（第３条、第６条関係）

第３０－配施－１号

香芝市西真美１丁目地内

事後審査型条件付一般競争入札

金３０，３８０，４００円（消費税及び地方消費税を含む）

金３０，３８０，４００円（消費税及び地方消費税を含む）

有

福井住設　　代表者　福井路生

備考

　　　　　　　　　　　　　　平成３０年５月１７日入札執行

入 札 結 果 公 表 書

１　工事名 西真美８－２６号線他配水管布設替工事

２　工事番号

３　工事場所

４　入札種別

５　設計金額

６　予定価格

７　最低制限価格 金２４，１０３，４４０円（消費税及び地方消費税を含む）

８　落札の有無

９　落札者の氏名

１０　落札金額 金２４，１１５，３２０円（消費税及び地方消費税を含む）

第１回 第２回 入札者氏名

¥22,329,000
福井住設

代表者　福井路生

¥22,350,000
株式会社　城設備工業

代表取締役　城和正

日之出水道工業所　　　　　　　  　

代表者　森井保幸

「落札」

¥22,353,000
松本水道工業所　　　　　　　   　　
代表者　松本喜裕

¥22,375,000
藤井住宅設備株式会社　　　　　　
代表取締役　藤井有

¥22,350,000

¥22,380,000
株式会社　A-plumber
代表取締役　吉川久美

¥22,456,000
新世紀建工株式会社
代表取締役　山本佳彦

¥22,457,000
香芝水道工業所　　　　　　　　　  
代表者　大谷知彰

¥22,504,000
東和設備工業　　　　　　　　　　   
代表者　安東久夫

¥22,530,000
株式会社　千葉工業　　　　　　　　
代表取締役　千葉好倫

¥22,561,000
梶本水道工業　　　　　　　　         
代表者　梶本勲

以下余白



第３号様式（第３条、第６条関係）

第３０－般－１号

香芝市今泉地内

事後審査型条件付一般競争入札

金３，９４２，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

金３，９４２，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

有

白鳳設備　　代表者　篠原康仁

備考

以下余白

代表者　大谷知彰

¥2,847,000
株式会社　葛城設備　　　　　　  　

「最低制限価格未満」
代表取締役　田中秀憲

¥3,640,000
新世紀建工株式会社　　　　　　 　
代表取締役　山本佳彦

¥3,642,000
香芝水道工業所　　　　　　　　　   

¥2,866,000
有限会社　秀備　　　　　　　　    　
代表取締役　馬木亨

¥2,865,000
大武住宅設備有限会社　　　　　　
代表取締役　大武正明

¥2,864,000
藤井住宅設備株式会社　　　　　　
代表取締役　藤井有

¥2,859,000
株式会社　千葉工業　　　　　　　　
代表取締役　千葉好倫

¥2,862,000
梶本水道工業　　　　　　　　         
代表者　梶本勲

¥2,856,000
株式会社　A-plumber　　　　　　  
代表取締役　吉川久美

¥2,855,000
駒井設備工業　　　　　　　　　    　
代表者　駒井正三

¥2,853,000
株式会社　城設備工業　　　　　　　　　　　　
代表取締役　城和正

¥2,851,000

¥2,852,000
日之出水道工業所　　　　　　　  　　　　　　　   　　
代表者　森井保幸

松本水道工業所　　　　　　　   　　

代表者　松本喜裕

「落札」

¥2,850,000
東和設備工業　　　　　　　　　　   

代表者　安東久夫

第１回 第２回 入札者氏名

¥2,849,000
白鳳設備　　　　　　　　　　　　　    

代表者　篠原康仁

７　最低制限価格 金３，０７６，９２０円（消費税及び地方消費税を含む）

８　落札の有無

９　落札者の氏名

１０　落札金額 金３，０７６，９２０円（消費税及び地方消費税を含む）

２　工事番号

３　工事場所

４　入札種別

５　設計金額

６　予定価格

　　　　　　　　　　　　　　平成３０年５月１７日入札執行

入 札 結 果 公 表 書

１　工事名 今泉５－１９号線配水管布設工事



第３０－受下－１号

香芝市北今市３丁目地内

事後審査型条件付一般競争入札

金８，６２９，２００円（消費税及び地方消費税を含む）

金８，６２９，２００円（消費税及び地方消費税を含む）

有

新世紀建工株式会社　　代表取締役　山本佳彦

備考

以下余白

　　　　　　　　　　　　　　平成３０年５月１７日入札執行

入 札 結 果 公 表 書

１　工事名 北今市７－１７２号線他配水管布設替工事

２　工事番号

３　工事場所

４　入札種別

５　設計金額

６　予定価格

７　最低制限価格 金６，７３８，１２０円（消費税及び地方消費税を含む）

８　落札の有無

９　落札者の氏名

１０　落札金額 金６，７３９，２００円（消費税及び地方消費税を含む）

第１回 第２回 入札者氏名

¥6,240,000
新世紀建工株式会社　　　　　　 　

代表取締役　山本佳彦

¥6,244,000
駒井設備工業　　　　　　　　　    　

代表者　駒井正三

株式会社　城設備工業　　　　　　 

代表取締役　城和正

「落札」

¥6,249,000
日之出水道工業所　　　　　　　  　　　　　　　   　　
代表者　森井保幸

¥6,250,000
松本水道工業所　　　　　　　   　　
代表者　松本喜裕

¥6,248,000

¥6,251,000
東和設備工業　　　　　　　　　　   
代表者　安東久夫

¥6,254,000
株式会社　A-plumber　　　　　　  
代表取締役　吉川久美

¥6,255,000
株式会社　千葉工業　　　　　　　　
代表取締役　千葉好倫

¥6,264,000
梶本水道工業　　　　　　　　         
代表者　梶本勲

代表取締役　大武正明

¥6,264,000
藤井住宅設備株式会社　　　　　　
代表取締役　藤井有

¥6,266,000
有限会社　秀備　　　　　　　　    　
代表取締役　馬木亨

¥6,265,000
大武住宅設備有限会社　　　　　　

¥6,352,000
大協設備工業所　　　　　　　　　   
代表者　鵜飼嘉輝

¥6,232,000
福井住設　　　　　　　　　　　      　

「最低制限価格未満」
代表者　福井路生

¥6,233,000
株式会社　葛城設備　　　　　　  　

「最低制限価格未満」
代表取締役　田中秀憲

¥6,238,000
香芝水道工業所　　　　　　　　　   

「最低制限価格未満」
代表者　大谷知彰



第３号様式（第３条、第６条関係）

第３０－受下－２号

香芝市瓦口地内

事後審査型条件付一般競争入札

金７，６２４，８００円（消費税及び地方消費税を含む）

金７，６２４，８００円（消費税及び地方消費税を含む）

有

日之出水道工業所　　代表者　森井保幸

備考

代表取締役　藤井有

¥5,507,000

¥5,510,000
藤井住宅設備株式会社　　　　　　

代表者　福井路生

以下余白

福井住設　　　　　　　　　　　      　
¥5,543,000

香芝水道工業所　　　　　　　　　   
代表者　大谷知彰

¥5,491,000
「最低制限価格未満」

梶本水道工業　　　　　　　　         

代表取締役　山本佳彦

¥5,514,000 代表者　梶本勲

¥5,512,000
有限会社　秀備　　　　　　　　    　

新世紀建工株式会社　　　　　　 　

代表取締役　馬木亨

¥5,541,000

¥5,511,000
大武住宅設備有限会社　　　　　　
代表取締役　大武正明

株式会社　葛城設備　　　　　　  　
代表取締役　田中秀憲

¥5,503,000
株式会社　城設備工業　　　　　　 
代表取締役　城和正

¥5,503,000
株式会社　A-plumber　　　　　　  
代表取締役　吉川久美

¥5,499,000

¥5,501,000
松本水道工業所　　　　　　　   　　
代表者　松本喜裕

「落札」
¥5,498,000

代表取締役　千葉好倫

東和設備工業　　　　　　　　　　   

代表者　安東久夫

日之出水道工業所　　　　　　　  　　　　　　　   　　

代表者　森井保幸

¥5,499,000
株式会社　千葉工業　　　　　　　　

８　落札の有無

９　落札者の氏名

１０　落札金額 金５，９３７，８４０円（消費税及び地方消費税を含む）

第１回 第２回 入札者氏名

４　入札種別

５　設計金額

６　予定価格

７　最低制限価格 金５，９３３，５２０円（消費税及び地方消費税を含む）

２　工事番号

３　工事場所

１　工事名 瓦口８－１０６号線東配水管布設替工事

　　　　　　　　　　　　　　平成３０年５月１７日入札執行

入 札 結 果 公 表 書



第３号様式（第３条、第６条関係）

第３０－受下－３号

香芝市逢坂８丁目地内

事後審査型条件付一般競争入札

金６，８２５，６００円（消費税及び地方消費税を含む）

金６，８２５，６００円（消費税及び地方消費税を含む）

有

福井住設　　代表者　福井路生

備考

　　　　　　　　　　　　　　平成３０年５月１７日入札執行

入 札 結 果 公 表 書

逢坂７－１号線東配水管布設替工事

２　工事番号

３　工事場所

１　工事名

４　入札種別

５　設計金額

６　予定価格

７　最低制限価格 金５，３０９，２８０円（消費税及び地方消費税を含む）

８　落札の有無

９　落札者の氏名

１０　落札金額 金５，３０９，２８０円（消費税及び地方消費税を含む）

第１回 第２回 入札者氏名
福井住設　　　　　　　　　　　      　

代表者　福井路生

¥4,920,000
駒井設備工業　　　　　　　　　    　　　　　　

代表者　駒井正三

株式会社　城設備工業　　　　　　 

代表取締役　城和正

「落札」
¥4,916,000

¥4,924,000
東和設備工業　　　　　　　　　　   
代表者　安東久夫

¥4,925,000
松本水道工業所　　　　　　　   　　
代表者　松本喜裕

¥4,922,000

代表取締役　千葉好倫

¥4,926,000
日之出水道工業所　　　　　　　  　　　　　　　   　　
代表者　森井保幸

¥4,938,000

¥4,930,000
株式会社　葛城設備　　　　　　  　
代表取締役　田中秀憲
藤井住宅設備株式会社　　　　　　

有限会社　秀備　　　　　　　　    　

代表取締役　藤井有

¥4,937,000 代表取締役　大武正明

¥4,936,000
大武住宅設備有限会社　　　　　　

代表取締役　馬木亨

代表取締役　山本佳彦

¥4,945,000
香芝水道工業所　　　　　　　　　   
代表者　大谷知彰

¥4,945,000 代表者　梶本勲

¥4,947,000
新世紀建工株式会社　　　　　　 　

梶本水道工業　　　　　　　　         

¥4,930,000
株式会社　A-plumber　　　　　　  

株式会社　千葉工業　　　　　　　　

代表取締役　吉川久美

¥4,928,000

以下余白


