
第３号様式（第３条、第６条関係）

Ｒ１－配施－４

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３７，９６１，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

金３７，９６１，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

有

松本水道工業所　　代表者　松本喜裕　　　　　 　

備考

¥27,530,000
梶本水道工業　　　　　　　　         

「事後審査書類不備」
代表者　梶本勲

¥27,530,000

（くじ順　８番）
代表取締役　吉川久美

代表者　福井路生

¥27,530,000
株式会社　三備

（くじ順　９番）
代表取締役　奥本雅祥

代表者　篠原康仁

¥27,530,000
株式会社　城設備工業　　　　　　  　

株式会社　A-plumber　　　　　　  

（くじ順　７番）
代表取締役　林田法子

¥27,530,000

新世紀建工株式会社　　　　　　 　
（くじ順　５番）

代表取締役　山本佳彦

¥27,530,000
白鳳設備

（くじ順　６番）

¥27,530,000

５　設計金額

６　予定価格

７　最低制限価格

入 札 結 果 公 表 書

１　工事名 西真美８－２４号線他配水管布設替工事

４　入札種別

２　工事番号

３　工事場所

「落札」
（くじ順　次点）

金２７，５３０，０００円（消費税及び地方消費税を含まない）

８　落札の有無

９　落札者の氏名

１０　落札金額 金２７，５３０，０００円（消費税及び地方消費税を含まない）

第１回 第２回 入札者氏名

代表取締役　千葉好倫

¥27,530,000
株式会社　千葉工業　　　　　　　　

松本水道工業所　　　　　　　   　　
代表者　松本喜裕

　　　　　　　　　　　　　　令和元年９月１２日入札執行

福井住設　　　　　　　　　　　      　

（くじ順　３番）

日之出水道工業所　　　　　　　  　
¥27,530,000 （くじ順　４番）

代表者　森井保幸

以下余白

¥27,530,000

「無効」

（くじ順　１０番）
藤井住宅設備株式会社　　　　　　
代表取締役　藤井有



第３号様式（第３条、第６条関係）

Ｒ１－般－１

香芝市上中地内

事後審査型条件付一般競争入札

金１６，３３５，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

金１６，３３５，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

有

藤井住宅設備株式会社　　代表取締役　藤井有　　　　　　　　　 　

備考

¥11,710,000
日之出水道工業所　　　　　　　  　

（くじ順　１４番）
代表者　森井保幸

¥11,630,000
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

¥11,710,000
駒井設備工業　　　　　　　　　    　

（くじ順　１３番）
代表者　駒井正三

大武住宅設備有限会社　　　　　　
代表取締役　大武正明
梶本水道工業　　　　　　　　         

¥11,710,000

（くじ順　１０番）

（くじ順　９番）

株式会社　城設備工業
（くじ順　３番）

代表取締役　林田法子¥11,710,000

第１回 第２回 入札者氏名

「落札」
株式会社　千葉工業　　　　　　　　

（くじ順　次点）
代表取締役　千葉好倫

¥11,710,000
藤井住宅設備株式会社　　　　　　
代表取締役　藤井有

７　最低制限価格 金１１，７１０，０００円（消費税及び地方消費税を含まない）

８　落札の有無

９　落札者の氏名

１０　落札金額 金１１，７１０，０００円（消費税及び地方消費税を含まない）

２　工事番号

３　工事場所

　　　　　　　　　　　　　　令和元年９月１２日入札執行

入 札 結 果 公 表 書

１　工事名 上中５－２４号線配水管布設工事

４　入札種別

５　設計金額

６　予定価格

新世紀建工株式会社　　　　　　 　
（くじ順　４番）

代表取締役　山本佳彦

¥11,710,000
株式会社　A-plumber　　　　　　  

（くじ順　５番）

株式会社　吉田水道
（くじ順　８番）

代表取締役　吉田純三

代表取締役　吉川久美

¥11,710,000
有限会社　秀備

（くじ順　６番）
代表取締役　馬木亨

¥11,710,000
白鳳設備

（くじ順　１２番）
代表者　篠原康仁

¥11,710,000
株式会社　三備　　　　　　　　  　　

（くじ順　７番）
代表取締役　奥本雅祥

代表者　梶本勲

¥11,710,000
松本水道工業所　　　　　　　   　　

（くじ順　１１番）
代表者　松本喜裕

¥11,710,000

¥11,710,000

¥11,710,000

¥11,710,000

¥11,708,000
株式会社　大協設備

「最低制限価格未満」
代表取締役　鵜飼嘉輝

以下余白

福井住設　　　　　　　　　　　      　
「無効」

代表者　福井路生



第３号様式（第３条、第６条関係）

Ｒ１－配施－５

香芝市関屋・上中地内

事後審査型条件付一般競争入札

金６，８５３，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

金６，８５３，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

有

松本水道工業所　　代表者　松本喜裕　　　　　　　　　　 　

備考

¥4,840,000
藤井住宅設備株式会社　　　　　　

（くじ順　１４番）
代表取締役　藤井有

¥4,870,000
株式会社　葛城設備　　　　　　  　
代表取締役　田中秀憲

¥4,840,000
大武住宅設備有限会社　　　　　　

（くじ順　１３番）
代表取締役　大武正明

白鳳設備
¥4,840,000

（くじ順　１０番）

（くじ順　９番）

株式会社　A-plumber　　　　　　  
¥4,840,000 （くじ順　３番）

代表取締役　吉川久美

¥4,840,000 代表者　松本喜裕 「落札」
株式会社　千葉工業　　　　　　　　

（くじ順　次点）
代表取締役　千葉好倫

金４，８４０，０００円（消費税及び地方消費税を含まない）

第１回 第２回 入札者氏名
松本水道工業所　　　　　　　   　　

２　工事番号

３　工事場所

　　　　　　　　　　　　　　令和元年９月１２日入札執行

入 札 結 果 公 表 書

１　工事名 関屋２－１６０号線配水管布設替工事

４　入札種別

８　落札の有無

９　落札者の氏名

１０　落札金額

（くじ順　４番）
代表者　梶本勲

¥4,840,000
株式会社　吉田水道

（くじ順　５番）

¥4,840,000
日之出水道工業所　　　　　　　  　

（くじ順　６番）
代表者　森井保幸

（くじ順　７番）
代表取締役　林田法子
有限会社　秀備

（くじ順　８番）
代表取締役　馬木亨

代表取締役　吉田純三

（くじ順　１１番）
代表者　駒井正三

¥4,840,000
新世紀建工株式会社　　　　　　 　

（くじ順　１２番）
代表取締役　山本佳彦

¥4,840,000

¥4,840,000

代表者　篠原康仁

¥4,840,000
駒井設備工業　　　　　　　　　    　

¥4,840,000

¥4,840,000

５　設計金額

６　予定価格

７　最低制限価格 金４，８４０，０００円（消費税及び地方消費税を含まない）

¥4,833,000
株式会社　大協設備

「最低制限価格未満」
代表取締役　鵜飼嘉輝

¥4,840,000

代表者　福井路生

株式会社　城設備工業

梶本水道工業　　　　　　　　         

株式会社　三備　　　　　　　　  　　
代表取締役　奥本雅祥

以下余白

福井住設　　　　　　　　　　　      　
「無効」



Ｒ１－配施－７

香芝市穴虫・下田東５丁目地内

事後審査型条件付一般競争入札

金１３，０９０，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

金１３，０９０，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

有

株式会社　三備　　代表取締役　奥本雅祥　　　　　　　 　

備考

¥9,270,000
新世紀建工株式会社　　　　　　 　

（くじ順　１４番）
代表取締役　山本佳彦

¥9,340,000
株式会社　葛城設備　　　　　　　　   
代表取締役　田中秀憲

¥9,270,000
株式会社　A-plumber　　　　　　  

（くじ順　１３番）
代表取締役　吉川久美

有限会社　秀備
代表取締役　馬木亨
大武住宅設備有限会社　　　　　　

¥9,270,000

（くじ順　１０番）

（くじ順　９番）

株式会社　吉田水道　　　　　　　　  　　
¥9,270,000 （くじ順　３番）

代表取締役　吉田純三

¥9,270,000
株式会社　三備　　　　　　　　  　　
代表取締役　奥本雅祥 「落札」
白鳳設備

（くじ順　次点）
代表者　篠原康仁

８　落札の有無

９　落札者の氏名

１０　落札金額 金９，２７０，０００円（消費税及び地方消費税を含まない）

第１回 第２回 入札者氏名

２　工事番号

３　工事場所

　　　　　　　　　　　　　　令和元年９月１２日入札執行

入 札 結 果 公 表 書

１　工事名 令和元年度石綿管解消工事

４　入札種別

５　設計金額

６　予定価格

株式会社　千葉工業　　　　　　　　
（くじ順　４番）

代表取締役　千葉好倫

¥9,270,000
駒井設備工業　　　　　　　　　    　

（くじ順　５番）

¥9,270,000
松本水道工業所　　　　　　　   　　

（くじ順　６番）
代表者　松本喜裕

（くじ順　７番）
代表者　梶本勲
藤井住宅設備株式会社　　　　　　

（くじ順　８番）
代表取締役　藤井有

代表者　駒井正三

（くじ順　１１番）
代表取締役　林田法子

¥9,270,000
日之出水道工業所　　　　　　　  　

（くじ順　１２番）
代表者　森井保幸

¥9,270,000

代表取締役　大武正明

¥9,270,000
株式会社　城設備工業　　　　　　 　

¥9,270,000
梶本水道工業　　　　　　　　         

¥9,270,000

７　最低制限価格 金９，２７０，０００円（消費税及び地方消費税を含まない）

福井住設　　　　　　　　　　　      　
「無効」

代表者　福井路生

以下余白

¥9,270,000

¥9,270,000



Ｒ１－配施舗－１

香芝市関屋地内

事後審査型条件付一般競争入札

金５，５０６，６００円（消費税及び地方消費税を含む）

金５，５０６，６００円（消費税及び地方消費税を含む）

有

株式会社　山共開発　　代表取締役　山下弘

備考第２回

¥3,706,000

¥3,706,000
AMカンパニー株式会社　　　　　       　　　　　　　　　  　　

月三土建興業　　　　　　　　　          　
¥3,706,000

¥3,706,000

（くじ順　次点）

（くじ順　５番）
代表取締役　上村喜勇

株式会社　福寿建設　　　　　　　        
代表取締役　福寿修一        
株式会社　柳原組　　　　　　　　　

入札者氏名

代表者　小原充弘

「落札」
代表取締役　山下弘　

¥3,706,000
野崎建設

（くじ順　６番）
代表者　野崎英樹      

（くじ順　４番）
代表取締役　柳原伸光　　

（くじ順　３番）

株式会社　山共開発　　　　　　　　　　　　　

６　予定価格

関屋２－１７９号線他舗装復旧工事

４　入札種別

５　設計金額

７　最低制限価格

¥3,706,000

第１回

９　落札者の氏名

入 札 結 果 公 表 書

金３，７０６，０００円（消費税及び地方消費税を含まない）

¥3,706,000
互社建設株式会社　　　　　　　        　　　　　　　　　　    　

８　落札の有無

１０　落札金額

（くじ順　７番）
代表取締役　上村浩世         

１　工事名

　　　　　　　　　　　　　　令和元年９月１２日入札執行

金３，７０６，０００円（消費税及び地方消費税を含まない）

２　工事番号

３　工事場所

以下余白


