
No 工事(委託業務)の名称 工事(履行・納入)場所 入札方法 入札執行日時 指名業者 入札金額
予定価格
(税抜・円)

予定価格
(税込・円)

最低制限
価格設定

落札者
落札価格
（税抜・円）

落札価格
（税込・円）

水戸通信工業株式会社 取手営業所 辞退

株式会社ニューライフ 68,399,000

冨美通信興業株式会社 潮来営業所 辞退

株式会社フジタ 72,590,000

関彰商事株式会社 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ部守谷支店 71,800,000

ヒラデ・スタイル株式会社 稲敷営業所 73,300,000

株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング 茨城営業所 辞退

中川商事株式会社 70,380,000

扶桑電通株式会社 茨城営業所 69,990,000

株式会社こうの書店 辞退

トヨタエルアンドエフ茨城株式会社 江戸崎営業所 辞退

大地建設株式会社 4,600,000

株式会社　レンタルのニッケン 龍ヶ崎営業所 辞退

株式会社イバジュウ 新利根営業所 3,500,000

有限会社　岡沢機械サービス 3,809,130

アサヒ 2,400,000

株式会社ニューライフ 2,398,000

株式会社フジタ 2,350,000

ヒラデ・スタイル株式会社 稲敷営業所 2,417,000

株式会社こうの書店 2,420,000

東京センチュリー株式会社 首都圏営業第一部

日通リース＆ファイナンス株式会社 茨城営業所

株式会社ニューライフ

株式会社ＪＥＣＣ 

リコーリース株式会社 関東支社　茨城営業所

Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社 さいたま支店 3,200,000

株式会社 サーベイリサーチセンター 4,800,000

株式会社アイアールエス 3,480,000

株式会社まち研 6,000,000

株式会社ぎょうせい 関東支社 4,700,000

東日本総合計画株式会社 茨城営業所 5,850,000

株式会社都市環境計画研究所 茨城営業所 5,600,000

株式会社ＡＮ計画工房 6,000,000

ランドブレイン株式会社 5,800,000

株式会社アイコンサルタント 茨城営業所 5,950,000

株式会社アイアールエス 2,480,000

株式会社都市環境計画研究所 茨城営業所 3,580,000

株式会社ＡＮ計画工房 4,800,000

株式会社アイコンサルタント 茨城営業所 4,600,000

株式会社ぎょうせい 関東支社 4,200,000

平山家庭電器商会 4,250,000

中央整備株式会社 4,300,000

浅野電設株式会社 4,350,000

亨和テクニカル株式会社 4,150,000

稲敷設備工業株式会社 4,000,000

株式会社都市環境計
画研究所 茨城営業所

5,600,000 6,160,000

無

無

無
稲敷設備工業

株式会社
4,000,000

株式会社フジタ 2,350,000

1

稲敷市犬塚1570番地1
(稲敷市役所)

3,200,000 3,520,0006,270,000 6,897,000 無
Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社

さいたま支店

無 株式会社ニューライフ 68,399,000 75,238,900
令和３年度稲敷市立小中学校

電子黒板等購入
稲敷市立江戸崎小学校

外11小中学校
指名競争入札 令和3年5月17日 74,080,000 81,488,000

地域包括支援センター支援システム
リース契約（長期継続契約）

指名競争入札

指名競争入札
稲敷市役所2階
まちづくり推進課

稲敷市役所

指名競争入札 令和3年5月17日

7
稲敷市教育大綱及び教育振興基本計

画（第２期）改訂支援業務委託
稲敷市犬塚1570-1 指名競争入札 令和3年5月17日

5
第4次稲敷市男女共同参画計画

策定業務委託
稲敷市役所

4,840,000 5,324,000 無
株式会社

アイアールエス
2,480,000 2,728,000

6,655,000 無

4,400,000

令和３年度　実施計画策定・行政評価実
施支援業務委託

6
稲敷市犬塚1570-1

稲敷市役所
指名競争入札 令和3年5月17日 6,050,000

令和3年度稲敷市封入封緘機購入

ミニホイールローダー購入

4

3

2

指名競争入札

令和3年5月17日

令和3年5月17日

令和3年5月17日

5,859,6005,328,100

2,706,0002,460,000

令和３年度　あずま生涯学習センター
空調・給水等設備保守点検業務委託

稲敷市佐原組新田１５９６
あずま生涯学習センター

指名競争入札 令和3年5月17日 4,450,000 4,895,000

入札中止（参加者が２者未満のため）

2,585,000

株式会社イバジュウ
新利根営業所

3,500,000 3,850,000

入　　札　　等　　情　　報
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和宏体育施設株式会社 2,800,000

株式会社フクシ・エンタープライズ 茨城支店 2,980,000

日本体育施設株式会社 東関東営業所 2,820,000

株式会社サンアメニティ 茨城支社 2,888,000

東興産業株式会社 東京営業所 2,750,000

三友測量設計（株） 稲敷営業所 2,650,000

日拓測量設計（株） 稲敷営業所 2,650,000

（株）イタバシ 2,600,000

（有）フドウ測量設計 稲敷営業所 2,660,000

（有）坂本測量 2,700,000

中央整備株式会社 1,460,000

株式会社東進ビルシステム 茨城支店 1,440,000

株式会社湖南産業 1,482,000

有限会社栄拓 1,470,000

有限会社アーバン 稲敷支店 1,468,000

株式会社横山印刷 1,300,000

株式会社アイネクスト 1,292,800

株式会社タナカ 707,200

倉沢印刷株式会社 1,272,320

株式会社アサヒビジネス 794,176

株式会社　全日茨城 龍ケ崎営業所 1,002,000

中央整備株式会社 998,500

株式会社湖南産業 1,001,000

有限会社栄拓 1,000,000

有限会社アーバン 稲敷支店 1,002,000

株式会社　柏木電設興業 800,000

株式会社宮本総合設備 793,000

平山電機株式会社 800,000

稲敷設備工業株式会社 790,000

株式会社稲敷空調サービス 780,000

株式会社横山印刷 0.85

株式会社タナカ 辞退

倉沢印刷株式会社 0.84

株式会社JTB 茨城南支店 辞退

株式会社アサヒビジネス 0.80

（有）遠藤工務店 5,400,000

（有）小嶋建材 辞退

（有）シンエイ商事 辞退

（有）塚本工務店 5,300,000

（有）小林工業 5,200,000

株式会社東進ビルシ
ステム 茨城支店

1,440,000 1,584,000無

株式会社稲敷空調
サービス

780,000 858,000

中央整備株式会社 998,500 1,098,350

1,430,0001,300,000

（株）イタバシ 2,600,000 2,860,000

株式会社タナカ 707,200 777,920

1,631,3001,483,000

1,002,300 1,102,530

896,500815,000

無

無

無

無

指名競争入札 令和3年5月17日稲敷市江戸崎地内
3市単　市道（江）1054号線

測量設計業務委託
2,730,000 3,003,000

令和3年5月17日指名競争入札
稲敷市佐原組新田１５９６
あずま生涯学習センター

10

12

14

13

稲敷市シルバー商品券印刷業務委託
稲敷市役所保健福祉部

高齢福祉課
指名競争入札 令和3年5月17日

令和3年度　稲敷市図書館・歴史民俗資
料館　空調設備保守点検業務委託

令和3年度　稲敷市図書館・歴史民俗資
料館　清掃業務委託

令和3年度　あずま生涯学習センター
清掃業務委託

11

　稲敷市八千石18-1
稲敷市図書館・
歴史民俗資料館

　稲敷市八千石18-1
稲敷市図書館・
歴史民俗資料館

指名競争入札

指名競争入札

令和3年5月17日

令和3年5月17日

3,300,000 無
東興産業株式会社

東京営業所
2,750,000 3,025,000

稲敷市立桜川小学校
グラウンド芝生管理業務委託

9 稲敷市柏木４－５ 指名競争入札 令和3年5月17日 3,000,000

3市単公下2-2号汚水管渠工事16 稲敷市柴崎地内 指名競争入札 令和3年5月17日 6,010,000 6,611,000 無 （有）小林工業 5,200,000 5,720,000

15
令和３年度稲敷市議会だより

作成印刷製本業務委託
稲敷市議会事務局 指名競争入札 令和3年5月17日

1ページあたり
0.92

1ページあたり
1.012

無
株式会社

アサヒビジネス
1ページあたり

0.80
1ページあたり

0.88


