
執行日 令和元年5月23日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 35,290,057 くじ引き

赤平設備工業㈱ 35,290,057 くじ引き

北日本管工業㈱ 35,290,057 くじ引き

㈱佐々木建設工業 35,290,057 落札

㈲三永設備工業 35,290,057 くじ引き

㈱鹿内組 辞退

芝管工㈱ 35,290,057 くじ引き

大管工業㈱ 35,290,057 くじ引き

大研工業㈱ 35,290,057 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 35,290,057 くじ引き

東和管工㈱ 35,290,057 くじ引き

㈱日水設備工業 39,480,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 27,234,290 くじ引き

赤平設備工業㈱ 27,234,290 くじ引き

北日本管工業㈱ 27,234,290 くじ引き

㈱佐々木建設工業 無効
入札番号第1号の落
札者

㈲三永設備工業 27,234,290 くじ引き

㈱鹿内組 辞退

芝管工㈱ 27,234,290 落札

大管工業㈱ 27,234,290 くじ引き

大研工業㈱ 27,234,290 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 27,234,290 くじ引き

東和管工㈱ 27,234,290 くじ引き

㈱日水設備工業 30,550,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

件名 入札参加業者 第１回目 結果

（入札番号第1号）
妙見二・三丁目（青銀事務センター北
側）地区配水管更新工事その２

39,480,000

（入札番号第2号）
石江三好（西郵便局北側）地区配水
管更新工事

30,550,000



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 22,900,922 くじ引き

赤平設備工業㈱ 22,900,922 落札

北日本管工業㈱ 22,900,922 くじ引き

㈱佐々木建設工業 無効
入札番号第1号の落
札者

㈲三永設備工業 22,900,922 くじ引き

㈱鹿内組 辞退

芝管工㈱ 無効
入札番号第2号の落
札者

大管工業㈱ 22,900,922 くじ引き

大研工業㈱ 22,900,922 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 22,900,922 くじ引き

東和管工㈱ 22,900,922 くじ引き

㈱日水設備工業 22,900,922 くじ引き

予定価格

（税抜）

㈱市川土建 14,380,000

㈲大居建設 辞退

㈲小笠原水道 14,000,000

㈱澤田建設 13,850,000 落札

㈲田中管工住設 14,200,000

㈲東邦設備 14,350,000

㈲マルユウ大青水道工業 14,400,000

予定価格

（税抜）

㈱市川土建 13,580,000

㈲大居建設 辞退

㈲小笠原水道 13,250,000 落札

㈱澤田建設 無効
入札番号第4号の落
札者

㈲田中管工住設 13,400,000

㈲東邦設備 13,500,000

㈲マルユウ大青水道工業 13,300,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

件名 入札参加業者 第１回目 結果

件名 入札参加業者 第１回目 結果

（入札番号第5号）
千刈（2-L-5・6）地区配水管更新工事

13,980,000

（入札番号第3号）
中佃三丁目（青松寺西側）地区配水
管更新工事その２

25,730,000

（入札番号第4号）
羽白沢田（油川中北側）地区配水管
更新工事

14,580,000



予定価格

（税抜）

㈱市川土建 9,000,000

㈲大居建設 辞退

㈲小笠原水道 無効
入札番号第5号の落
札者

㈱澤田建設 無効
入札番号第4号の落
札者

㈲田中管工住設 8,528,000

㈲東邦設備 8,650,000

㈲マルユウ大青水道工業 8,500,000

㈱アメニティサービス 8,490,000 落札

管栄設備工業㈱ 8,970,000

三研工業㈱ 8,700,000

㈱ディー・エス・サービス 9,060,000

予定価格

（税抜）

㈱市川土建 8,396,500 落札

㈲大居建設 辞退

㈲小笠原水道 無効
入札番号第5号の落
札者

㈱澤田建設 無効
入札番号第4号の落
札者

㈲田中管工住設 8,473,000

㈲東邦設備 8,730,000

㈲マルユウ大青水道工業 8,580,000

㈱アメニティサービス 無効
入札番号第6号の落
札者

管栄設備工業㈱ 8,670,000

三研工業㈱ 8,700,000

㈱ディー・エス・サービス 8,750,000

予定価格

（税抜）

㈱市川土建 無効
入札番号第7号の落
札者

㈲大居建設 辞退

㈲小笠原水道 無効
入札番号第5号の落
札者

㈱澤田建設 無効
入札番号第4号の落
札者

㈲田中管工住設 4,445,000 落札

㈲東邦設備 4,600,000

㈲マルユウ大青水道工業 4,500,000

㈱アメニティサービス 無効
入札番号第6号の落
札者

管栄設備工業㈱ 4,630,000

三研工業㈱ 4,600,000

㈱ディー・エス・サービス 4,670,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

（入札番号第6号）
流量測定装置設置工事

9,060,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

（入札番号第7号）
安田稲森（安田保育園北側）地区配
水管更新工事

8,750,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

（入札番号第8号）
新田一丁目（新田浄化センター東側）
地区配水管更新工事

4,670,000



予定価格

（税抜）

㈱青建防水工業 3,289,500 くじ引き

㈲シール工業 3,289,500 落札

㈱野村総合建装 3,655,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

中核工業団地配水池屋根防水工事 3,655,000


