
執行日 平成27年7月9日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

おかもとポンプ施設工業㈱ 2,991,000

㈱鎌田製作所 2,970,000

㈱青工 辞退

北奥商事㈱ 2,991,000

山大機電㈱ 2,669,000 落札

㈲秋田製作所 辞退

㈱東北ポンプシステム販売 2,750,000

㈱大地エンジニア 2,691,900

予定価格

（税抜）

㈲清藤電気 1,250,000 落札

㈱善知鳥防災 1,211,780 失格

㈱エービーテクノ 1,370,000

㈲マルミ電設 1,211,800 失格

㈱電設工業社 1,251,500

㈲青総メンテナンス 不参加

アキモト電気 1,360,000

㈲ヒラノ電設 1,272,000

予定価格

（税抜）

㈱電路施設社 8,358,000 失格

藤林電気㈱ 9,589,000

協和電気㈱ 辞退

八興電気㈱ 11,721,000 無効

㈱洋電社 辞退

山大機電㈱ 7,600,000 失格

㈱シーケンスサービス 11,800,000 無効

青森三菱電機機器販売㈱ 辞退

㈱青森ニューレック 辞退

㈱アペック 11,500,000 無効

青森相互電気㈱ 9,202,000 落札

天内電気 6,800,000 失格

件名 指名業者 第１回目 結果

細野・相沢地区簡易水道事業細野配
水池計装機器更新工事

10,580,000

件名 指名業者 第１回目 結果

配水施設エンジン始動用蓄電池取替
工事

1,375,000

件名 指名業者 第１回目 結果

沢山地区小規模水道ポンプ所送水ポ
ンプ取替工事

2,991,000



予定価格

（税抜）

㈲浪岡水道工業 8,128,556 くじ引き

マル庄丸市組㈲ 9,490,000

東奥設備㈲ 8,128,556 くじ引き

㈱佐藤設備 8,128,556 くじ引き

㈲山田設備工業 8,128,556 くじ引き

古川設備 9,505,000

㈲長谷川管工 8,128,556 落札

アクア・クリエイト㈱ 8,800,000

予定価格

（税抜）

㈲浪岡水道工業 12,463,572 くじ引き

マル庄丸市組㈲ 14,430,000 無効

東奥設備㈲ 12,463,572 落札

㈱佐藤設備 12,500,000

㈲山田設備工業 12,550,000

古川設備 14,456,000 無効

㈲長谷川管工 13,269,227

アクア・クリエイト㈱ 13,333,000

執行日 平成27年7月15日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈱伊丸岡電気 辞退

㈱シーケンスサービス 14,200,000

八興電気㈱ 15,927,000 無効

藤林電気㈱ 14,480,000

山大機電㈱ 14,090,000

㈲青森協立電気商会 14,000,000 落札

光和電業㈱ 14,900,000 無効

㈱北栄電業社 16,380,000 無効

丸新フジタ電機工業㈱ 12,940,000 失格

㈲みちのく電工 14,800,000 無効

件名 入札参加業者 第１回目 結果

天田内配水所濁度計設置工事 14,510,000

件名 指名業者 第１回目 結果

女鹿沢西花岡（浪岡駅南側）地区配
水管布設工事

14,077,000

件名 指名業者 第１回目 結果

王余魚沢地区簡易水道事業導水管
布設工事

9,505,000



予定価格

（税抜）

青森三菱電機機器販売㈱ 12,990,000 失格

㈱東晴 18,980,000

青森綜合警備保障㈱ 辞退

藤林電気㈱ 19,065,000

㈱伊丸岡電気 18,300,000

北都通工㈱ 17,400,000 落札

予定価格

（税抜）

㈱アスモ 5,800,000

㈲田中管工住設 5,791,000

㈲大居建設 5,790,000

㈲小笠原水道 5,836,000

管栄設備工業㈱ 5,800,000

㈲マルユウ大青水道工業 5,650,000 落札

予定価格

（税抜）

㈱アスモ 8,750,000

㈲田中管工住設 8,771,000

㈲大居建設 8,520,000 落札

㈲小笠原水道 8,896,000

管栄設備工業㈱ 8,680,000

㈲マルユウ大青水道工業 8,560,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 16,264,906 くじ引き

赤平設備工業㈱ 16,264,906 くじ引き

北日本管工業㈱ 16,264,906 くじ引き

㈲三永設備工業 無効

芝管工㈱ 16,264,906 くじ引き

大管工業㈱ 16,264,906 くじ引き

大研工業㈱ 辞退

東北水道設備工業㈱ 16,264,906 くじ引き

東和管工㈱ 16,264,906 くじ引き

㈱アスモ 16,264,906 落札

㈲田中管工住設 16,264,906 くじ引き

件名 入札参加業者 第１回目 結果

松原三丁目（あじさい館北側）地区配
水管布設工事その１

9,079,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

中佃二丁目（佃中北側）地区配水管
布設工事

18,925,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

３・４・２４号筒井大矢沢線道路改築
工事に伴う配水管移設工事その２

5,954,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

横内浄水場水源地監視カメラ装置取
替工事

19,330,000



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 16,780,895 くじ引き

赤平設備工業㈱ 16,780,895 くじ引き

北日本管工業㈱ 16,780,895 くじ引き

㈲三永設備工業 無効

芝管工㈱ 16,780,895 くじ引き

大管工業㈱ 16,780,895 くじ引き

大研工業㈱ 辞退

東北水道設備工業㈱ 16,780,895 くじ引き

東和管工㈱ 16,780,895 くじ引き

㈱アスモ 16,780,895 くじ引き

㈲田中管工住設 16,780,895 落札

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 22,160,732 くじ引き

赤平設備工業㈱ 22,160,732 くじ引き

北日本管工業㈱ 22,160,732 くじ引き

㈲三永設備工業 辞退

㈱鹿内組 22,160,732 くじ引き

芝管工㈱ 22,160,732 くじ引き

大管工業㈱ 22,160,732 落札

大研工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 22,160,732 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 22,160,732 くじ引き

東和管工㈱ 22,160,732 くじ引き

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 172,870,000 失格

赤平設備工業㈱ 210,000,000

㈲三永設備工業 辞退

㈱鹿内組 185,000,000 落札

芝管工㈱ 215,000,000

大管工業㈱ 169,253,712 失格

大研工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 216,554,062

東和管工㈱ 辞退

件名 入札参加業者 第１回目 結果

野沢３号配水池築造に伴う場内配管
工事その１

245,341,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

石江岡部地区配水管布設工事その２ 25,675,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

石江岡部地区配水管布設工事その４ 19,476,000



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 45,090,000 落札

赤平設備工業㈱ 48,477,000

㈲三永設備工業 辞退

㈱鹿内組 44,000,000 失格

芝管工㈱ 46,000,000

大管工業㈱ 48,169,000

大研工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 49,154,803

東和管工㈱ 辞退

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 25,668,010 失格

赤平設備工業㈱ 44,484,773

北日本管工業㈱ 43,800,000

㈲三永設備工業 辞退

㈱鹿内組 42,000,000

芝管工㈱ 36,500,000

大管工業㈱ 34,597,704 落札

大研工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 44,484,773

東和管工㈱ 43,420,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 41,734,000

赤平設備工業㈱ 44,349,408

北日本管工業㈱ 辞退

㈲三永設備工業 辞退

㈱鹿内組 40,000,000

芝管工㈱ 38,000,000 落札

大管工業㈱ 34,489,587 失格

大研工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 44,360,570

東和管工㈱ 43,100,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

浅虫送水管布設工事その９ 50,901,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

奥野一丁目（水道部南側）地区配水
管布設工事

51,073,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

野沢配水池排水管布設工事 56,468,000


