
執行日 平成26年5月12日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈲井村商会 2,290,000

㈲大居建設 2,300,000

㈲小笠原水道 2,288,000

㈱三上住宅設備 2,280,000

㈱フジクリーン青森 辞退

管栄設備工業㈱ 2,290,000

㈲マルユウ大青水道工業 2,218,000 落札

㈲アクア設備 不参加

北斗管工㈱ 2,300,000

予定価格

（税抜）

㈲井村商会 4,120,000

㈲大居建設 3,900,000 落札

㈲小笠原水道 4,112,000

㈱三上住宅設備 4,100,000

㈱フジクリーン青森 辞退

管栄設備工業㈱ 4,150,000

㈲マルユウ大青水道工業 4,155,000

㈲アクア設備 4,190,000

北斗管工㈱ 4,150,000

執行日 平成26年5月13日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

山大機電㈱ 2,240,000

㈱東北ポンプシステム販売 2,430,000

大青工業㈱ 辞退

㈱鎌田製作所 2,440,000

北奥商事㈱ 2,400,000

㈱大地エンジニア 2,230,000 落札

おかもとポンプ施設工業㈱ 辞退

㈲秋田製作所 2,100,000 失格

件名 指名業者 第１回目 結果

鶴ヶ坂千刈線交通安全工事に伴う配
水管布設工事

2,335,000

件名 指名業者

件名 指名業者 第１回目 結果

雲谷第２減圧弁取替工事 2,469,000

第１回目 結果

松森一丁目（ＲＡＢ北側）地区配水管
布設工事

4,196,000



執行日 平成26年5月20日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

浄化槽エンジニアリング㈱ 4,434,000 失格

㈲大居建設 5,050,000

㈲小笠原水道 4,888,000 落札

㈲マルユウ大青水道工業 5,180,000

㈱三上住宅設備 5,250,000

予定価格

（税抜）

浄化槽エンジニアリング㈱ 6,380,000 失格

㈲大居建設 7,150,000

㈲小笠原水道 6,900,000

㈲マルユウ大青水道工業 7,190,000

㈱三上住宅設備 6,700,000 落札

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 16,232,129 くじ引き

赤平設備工業㈱ 16,232,129 くじ引き

㈱五戸組 16,232,129 くじ引き

㈱佐々木建設工業 18,528,000

㈲三永設備工業 16,232,129 くじ引き

㈱鹿内組 辞退

芝管工㈱ 15,864,829 失格

大管工業㈱ 18,528,000

大研工業㈱ 16,232,129 落札

東北水道設備工業㈱ 16,232,129 くじ引き

東和管工㈱ 16,232,129 くじ引き

㈱アスモ 辞退

浄化槽エンジニアリング㈱ 16,564,000

㈱日水設備工業 16,232,129 くじ引き

結果

中佃一丁目（佃小南側）地区配水管
布設工事

5,284,000

件名 入札参加業者 第１回目

件名 入札参加業者 第１回目

油川中道（明誓寺西側）地区配水管
布設工事その３

18,528,000

結果

結果

佃一丁目（県警佃公舎西側）地区配
水管布設工事その２

7,325,000

件名 入札参加業者 第１回目



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 16,947,208 くじ引き

赤平設備工業㈱ 16,947,208 くじ引き

北日本管工業㈱ 16,968,358

㈱五戸組 16,947,208 くじ引き

㈱佐々木建設工業 19,315,000

㈲三永設備工業 16,947,208 落札

㈱鹿内組 16,947,208 くじ引き

大管工業㈱ 19,315,000

大研工業㈱ 16,947,208 くじ引き

千葉設備工業㈱ 18,300,000

東和管工㈱ 16,947,208 くじ引き

㈱日水設備工業 16,947,208 くじ引き

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 22,110,197 失格

赤平設備工業㈱ 22,158,697 くじ引き

北日本管工業㈱ 22,157,797 失格

㈱五戸組 25,159,000

㈱佐々木建設工業 25,224,000

㈲三永設備工業 22,158,697 くじ引き

㈱鹿内組 22,158,697 くじ引き

芝管工㈱ 22,158,697 くじ引き

大管工業㈱ 23,900,000

大研工業㈱ 22,158,697 くじ引き

千葉設備工業㈱ 23,960,000

東北水道設備工業㈱ 22,158,697 落札

東和管工㈱ 22,158,697 くじ引き

篠田三丁目（旧青森工業高校東側）
地区配水管布設工事

25,224,000

新城平岡排水路整備工事に伴う配水
管移設工事

19,315,000

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



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 21,635,349 失格

赤平設備工業㈱ 21,649,799 くじ引き

北日本管工業㈱ 21,647,299 失格

㈱五戸組 21,635,349 失格

㈱佐々木建設工業 24,653,000 無効

㈲三永設備工業 21,649,799 くじ引き

㈱鹿内組 21,649,799 くじ引き

芝管工㈱ 21,649,799 くじ引き

大管工業㈱ 23,900,000

大研工業㈱ 21,649,799 くじ引き

千葉設備工業㈱ 23,380,000

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 21,649,799 落札

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 25,035,111 くじ引き

赤平設備工業㈱ 25,035,111 くじ引き

北日本管工業㈱ 25,032,735

㈱五戸組 25,035,111 くじ引き

㈱佐々木建設工業 25,035,111 落札

㈲三永設備工業 25,035,111 くじ引き

㈱鹿内組 25,035,111 くじ引き

芝管工㈱ 25,035,111 くじ引き

大管工業㈱ 25,035,111 くじ引き

大研工業㈱ 25,035,111 くじ引き

千葉設備工業㈱ 27,000,000

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 辞退

予定価格

（税抜）

三井住友・赤平設備建
設工事共同企業体

578,260,000 落札

ピーエス三菱・鹿内組
特定建設工事共同企業
体

649,500,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

野沢３号配水池築造工事 784,114,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

南佃二丁目（東青森駅北側）地区配
水管布設工事

28,504,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

中央三丁目（県民福祉プラザ南側）地
区配水管布設工事

24,648,000


