
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）

株式会社ビート 14,200,000

株式会社フクシ・エンタープライズ 茨城支店 14,550,000

池田スポーツ 14,580,000

日本体育施設株式会社 東関東営業所 辞退

ヒラデ・スタイル株式会社 稲敷営業所 14,670,000

シンコースポーツ株式会社 茨城営業所 14,550,000

アサクラスポーツ株式会社 14,600,000

有限会社ナカムラスポーツ 14,520,000

アサヒ 973,994

有限会社　栄進オフィス 稲敷支社 1,387,000

ヒラデ・スタイル株式会社 稲敷営業所 941,310

株式会社こうの書店 1,002,678

株式会社エイエス 923,626

東京センチュリー株式会社 首都圏営業第一部 1,676,000

ＦＬＣＳ株式会社 関東支店※ 1,676,500

三菱ＨＣキャピタル株式会社 辞退

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 関東支店 辞退

日通リース＆ファイナンス株式会社 茨城営業所 辞退

日興通信株式会社 鹿島支店 2,556,000

みずほリース株式会社 辞退

株式会社めぶきリース 辞退

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 2,400,000

株式会社ＪＥＣＣ 2,413,900

リコーリース株式会社 関東支社　茨城営業所 1,545,400

ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 千葉支店 辞退

晃進物流株式会社 無効

有限会社橋本観光 1,158,060

有限会社 江戸崎観光バス 1,171,860

さくら自動車株式会社 1,156,560

ブルーバス株式会社 1,128,360

晃進物流株式会社 無効

有限会社橋本観光 613,980

さくら自動車株式会社 864,320

株式会社県南観光 609,180

ブルーバス株式会社 854,320

稲敷市荒沼３番地１
江戸崎体育館

令和4年6月14日

609,180 670,098

入　　札　　等　　情　　報

無

リコーリース
株式会社
関東支社

茨城営業所

1,545,400 1,699,940指名競争入札
令和４年度
稲敷市情報系クライアントＰＣ等賃貸借

稲敷市役所本庁舎　外 令和4年6月14日 月額3,177,000 月額3,494,700

1,440,000 1,584,000 無 株式会社エイエス 923,626 1,015,988

14,200,000 15,620,000

指名競争入札
令和４年度
江戸崎体育館チェア・テーブル購入

令和4年6月14日 14,680,000 16,148,000 無 株式会社ビート

無 株式会社県南観光

1,235,100 1,347,714 無
ブルーバス
株式会社

令和4年6月14日 914,120 998,060

1,128,360 1,230,300指名競争入札
令和４年度
稲敷市立江戸崎中学校
第１学年宿泊学習バス借上

稲敷市立江戸崎中学校～
福島県耶麻郡猪苗代町外

令和4年6月14日
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5 指名競争入札
令和４年度
稲敷市立東中学校
第１学年宿泊学習バス借上

稲敷市立東中学校～
福島県耶麻郡猪苗代町外

指名競争入札
令和４年度
江戸崎体育館
トレーニングマシーン購入

稲敷市荒沼３番地１
江戸崎体育館
２Ｆトレーニング室



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）

（株）ジステック 39,500,000

倉持測量（株） 39,850,000

（株）アーバンシステムコンサルタント 40,600,000

（株）八州 水戸営業所 41,080,000

国際航業（株） 水戸営業所 41,080,000

日本測地設計（株） 茨城支店 40,500,000

（株）パスコ 茨城支店 41,080,000

第一航業（株） 北関東支社 41,000,000

（株）大輝 茨城支店 41,080,000

南海測量設計（株） 茨城営業所 40,000,000

（株）三喜コンサルタント 稲敷営業所 19,870,000

三友測量設計（株） 稲敷営業所 19,850,000

（株）サンテック 19,770,000

日拓測量設計（株） 稲敷営業所 19,670,000

（株）コウノ 稲敷営業所 19,460,000

（株）アイワ技研 20,100,000

（株）開発計画研究所 稲敷営業所 19,800,000

（株）平成技研 稲敷営業所 19,950,000

（株）LP 稲敷営業所 20,000,000

（有）フドウ測量設計 稲敷営業所 20,000,000

（株）長大 つくば支店 9,950,000

（株）東洋コンサルタント 取手営業所 9,800,000

（株）ＮＪＳ 茨城出張所 辞退

中日本建設コンサルタント（株） 茨城事務所 9,000,000

（株）東京設計事務所 水戸事務所 9,950,000

オリジナル設計（株） 茨城営業所 9,950,000

（株）日水コン 茨城事務所 9,950,000

（株）東洋設計事務所 茨城出張所 9,900,000

東日本総合計画株式会社 茨城営業所 4,780,000

株式会社都市環境計画研究所 茨城営業所 4,700,000

株式会社ＡＮ計画工房 4,400,000

株式会社パスコ 茨城支店 4,870,000

株式会社ミカミ 4,620,000

株式会社協和コンサルタンツ 茨城営業所 4,750,000

株式会社都市環境計画研究所 茨城営業所 4,600,000

株式会社ＡＮ計画工房 4,250,000

株式会社常陽産業研究所 4,750,000

株式会社アイコンサルタント 茨城営業所 4,700,000

無
（株）コウノ
稲敷営業所

指名競争入札
令和４年度
稲敷市汚水処理施設整備構想
策定業務委託

稲敷市下水道区域内 令和4年6月14日

無
株式会社

ＡＮ計画工房
4,250,000 4,675,000指名競争入札

稲敷市子育て支援住宅
基本構想策定業務

稲敷市内において
選定した候補地

令和4年6月14日 4,750,000 5,225,000

4,870,000指名競争入札 無
都市計画決定（地区計画）
支援業務委託

稲敷市全域 令和4年6月14日 5,357,000

9,950,000 10,945,000

株式会社
ＡＮ計画工房

4,400,000 4,840,000

19,460,000 21,406,000指名競争入札
4市単
市道(江)1-6号線外3路線
測量設計業務委託

稲敷市松山地内 令和4年6月14日 20,490,000 22,539,000

無
中日本建設

コンサルタント（株）
茨城事務所

9,000,000 9,900,000

39,500,000 43,450,000指名競争入札
令和４・５年度
稲敷市伊佐部Ⅰ地区
地籍調査業務委託

稲敷市伊佐部地内 令和4年6月14日 41,080,000 45,188,000 無 （株）ジステック
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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）

（有）大野建築設計事務所 3,780,000

（株）戸頃建築設計事務所 3,890,000

つくば建築設計事務所（株） 3,750,000

（株）岡野建築設計事務所 3,760,000

（株）マルハウス 3,670,000

（有）大野建築設計事務所 3,520,000

（株）岡野建築設計事務所 3,480,000

（株）須藤隆建築設計事務所 3,530,000

（株）相澤建築設計事務所 3,450,000

（株）マルハウス 3,600,000

つくば建築設計事務所（株）

（株）増山栄建築設計事務所

（株）青山建築設計事務所

（株）相澤建築設計事務所

（有）秋山建築設計事務所

（株）根本英建築設計事務所 615,000

つくば建築設計事務所（株） 620,000

（株）若柳建築事務所 620,000

（株）河野正博建築設計事務所 610,000

（株）綜企画設計 茨城支店 630,000

株式会社コーエー 2,649,200

株式会社アレスコ 2,685,000

株式会社タナカ 2,506,000

ヒラデ・スタイル株式会社 稲敷営業所 辞退

有限会社高森看板製作所 辞退

株式会社コーエー 辞退

株式会社横山印刷 0.87

倉沢印刷株式会社 0.90

株式会社広報企画社 辞退

株式会社アサヒビジネス 0.82

平山家庭電器商会 1,020,000

平山電機株式会社 980,000

稲敷設備工業株式会社 1,000,000

有限会社浜田設備 1,010,000

株式会社稲敷空調サービス 1,000,000

株式会社広瀬誠商会 845,000

中央整備株式会社 860,000

株式会社湖南産業 870,000

有限会社栄拓 870,000

有限会社アーバン 稲敷支店 865,000

1,078,000指名競争入札
令和４年度
稲敷市役所東支所
空調設備点検清掃業務委託

稲敷市役所東支所
（稲敷市結佐１５４５番地）

令和4年6月14日 1,046,000 1,150,600 無 平山電機株式会社

１ページ当たり
0.82

1ページ当たり
0.902

無
株式会社

アサヒビジネス

610,000 671,000無
（株）河野正博

建築設計事務所

無
（株）相澤建築
設計事務所

3,450,000 3,795,000

無 株式会社タナカ 2,506,000 2,756,600

4,312,000

入札延期（対象工事が中止となったため）

1ページ当たり
1.199

指名競争入札

3,670,000 4,037,000

沼里コミュニティーセンター空調設備
改修工事実施設計業務委託

沼里コミュニティーセンター 令和4年6月14日 630,000 693,000

指名競争入札
令和4年度
稲敷市立沼里小学校体育館
大規模改修工事監理業務

稲敷市沼田2661番地1
（沼里小学校）

令和4年6月14日 3,640,000 4,004,000

指名競争入札
第２６回参議院議員通常選挙ポスター
掲示板作成・設置・撤去業務委託

稲敷市内 令和4年6月14日

指名競争入札
稲敷市保健センター内部床
改修工事監理業務委託

稲敷市江戸崎甲１９９０ 令和4年6月14日

845,000 929,500

指名競争入札
令和4年度
稲敷市立東中学校第一体育館
大規模改修工事監理業務

稲敷市八千石77 令和4年6月14日

指名競争入札
令和４年度
江戸崎学校給食センター
清掃業務委託

稲敷市高田３７９５－３ 令和4年6月14日 875,000 962,500 無
株式会社

広瀬誠商会

980,000

指名競争入札
令和４年度
稲敷市議会だより
作成印刷製本業務委託（単価契約）

稲敷市役所 令和4年6月14日
１ページ当たり

1.09

2,685,000 2,953,500

3,920,000 無
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（株）マルハウス
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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）

（株）幸田

日高見建設工業（株）

（有）赤井工務店

（有）鈴木工務店

（有）依田工務店

関建設工業（株） 5,300,000

（株）ホンダ 5,320,000

長城産業（株） 4,530,000

（有）小林工業 5,300,000

エム・ケイ・アール（株） 4,880,000

中川理水建設（株） 4,065,000

斎藤商事（株） 4,040,000

稲敷設備工業（株） 3,896,000

（株）プラントサービス 4,000,000

産機システム（株） 3,980,000

※旧商号：富士通リース株式会社

3,896,000 4,285,600

指名競争入札

無 長城産業（株） 4,530,000 4,983,000指名競争入札

入札中止（入札参加者が2者未満のため）

令和4年6月14日 5,600,000 6,160,000

令和4年6月14日

令和4年6月14日 4,170,000 4,587,000 無 稲敷設備工業（株）指名競争入札
公共あずまNo36マンホールポンプ場
No2ポンプ更新工事

4市単
市道(江)1054号線排水整備工事
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稲敷市保健センター
内部床改修工事

稲敷市江戸崎甲1990

稲敷市江戸崎（田宿）地内

稲敷市福田地内


