
執行日 平成27年6月11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㈱ 辞退

㈱鎌田製作所 2,380,000

㈱青工 辞退

北奥商事㈱ 2,415,000

山大機電㈱ 2,109,900 失格

㈲秋田製作所 2,174,000

㈱東北ポンプシステム販売 2,350,000

㈱大地エンジニア 2,173,500 落札

予定価格

（税抜）

㈲浪岡水道工業 35,970,000

マル庄丸市組㈲ 36,520,000

東奥設備㈲ 35,890,000

㈱佐藤設備 32,360,000

㈲山田設備工業 32,380,500

古川設備 32,356,576 落札

㈲長谷川管工 32,357,025

アクア・クリエイト㈱ 35,473,000

執行日 平成27年6月17日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈲青森協立電気商会 4,250,000 失格

㈱鎌田製作所 4,680,000

㈱大地エンジニア 4,870,000

㈱東北ポンプシステム販売 5,500,000 無効

山大機電㈱ 4,600,000 落札

予定価格

（税抜）

㈱鎌田製作所 8,280,000 落札

㈱大地エンジニア 7,100,000 失格

予定価格

（税抜）

㈲青森協立電気商会 8,580,000 落札

㈱鎌田製作所 8,651,000

㈱大地エンジニア 8,000,000 失格

㈱東北ポンプシステム販売 8,290,000 失格

山大機電㈱ 8,266,000 失格

2,415,000

件名

9,344,000

件名 指名業者 第１回目 結果

岡町減圧弁取替工事

指名業者 第１回目 結果

細野沢井地区配水管・送水管布設工
事その３

37,322,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

堤川浄水場１系真空ポンプ取替工事 5,094,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

堤川浄水場２系沈澱池（川側）掻寄駆
動部スプロケット等取替工事

9,224,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

天田内４号取水井ポンプ及び揚水管
等取替工事



予定価格

（税抜）

㈲青森協立電気商会 9,210,000

㈱鎌田製作所 9,111,000 落札

㈱大地エンジニア 8,730,000 失格

㈱東北ポンプシステム販売 8,990,000 失格

山大機電㈱ 8,790,000 失格

予定価格

（税抜）

㈲青森協立電気商会 23,000,000

㈱鎌田製作所 21,551,000

㈱大地エンジニア 19,620,000 失格

㈱東北ポンプシステム販売 23,600,000

山大機電㈱ 21,300,000 落札

予定価格

（税抜）

㈲青森協立電気商会 4,770,000 無効

光和電業㈱ 4,800,000 無効

㈱デンサン 6,320,000 無効

㈲中谷電気 無効

㈱北栄電業社 5,960,000 無効

丸新フジタ電機工業㈱ 4,530,000 落札

㈲みちのく電工 6,200,000 無効

予定価格

（税抜）

光和電業㈱ 8,900,000 無効

㈱デンサン 7,820,000 無効

㈲中谷電気 無効

㈱北栄電業社 7,870,000 無効

丸新フジタ電機工業㈱ 6,240,000 無効

㈲みちのく電工 6,530,000 無効

予定価格

（税抜）

光和電業㈱ 5,180,000

㈱デンサン 5,622,000 無効

㈲中谷電気 無効

㈱北栄電業社 4,824,000

丸新フジタ電機工業㈱ 4,816,000 落札

㈲みちのく電工 5,076,000

不　　調　（再度入札：平成27年6月24日　13時）

件名

入札参加業者 第１回目件名

結果

天田内１５号取水井ポンプ及び揚水
管等取替工事

10,071,000

第１回目件名 入札参加業者

結果

結果

原別配水所浅虫送水ポンプ更新工事 23,630,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

入札参加業者 第１回目

横内浄水場南系混和池高感度濁度
計取替工事

4,691,000

件名

岡町流調弁用蓄電池取替工事 5,345,000

入札参加業者 第１回目 結果

新城平岡団地配水池無停電電源装
置新設工事



予定価格

（税抜）

㈱シーケンスサービス 11,000,000 失格

八興電気㈱ 12,310,000 落札

藤林電気㈱ 15,350,000 無効

山大機電㈱ 8,935,000 失格

㈲青森協立電気商会 13,300,000 無効

光和電業㈱ 10,800,000 失格

㈲中谷電気 無効

㈱北栄電業社 12,700,000

丸新フジタ電機工業㈱ 11,381,000 失格

㈲みちのく電工 17,830,000 無効

予定価格

（税抜）

㈱東芝　東北支社 134,000,000 落札

㈱日立製作所　東北支社 辞退

予定価格

（税抜）

予定価格

（税抜）

㈱アスモ 6,100,000

浄化槽エンジニアリング㈱ 4,970,000 失格

㈲田中管工住設 6,030,000

㈲小笠原水道 6,116,000

管栄設備工業㈱ 6,050,000

㈲マルユウ大青水道工業 5,920,000 落札

㈱三上住宅設備 6,180,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 12,764,000

赤平設備工業㈱ 11,552,096 くじ引き

北日本管工業㈱ 11,552,096 くじ引き

㈱佐々木建設工業 11,552,096 くじ引き

㈲三永設備工業 11,552,096 くじ引き

大管工業㈱ 11,552,096 くじ引き

大研工業㈱ 11,552,096 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 11,552,096 落札

東和管工㈱ 11,552,096 くじ引き

㈱アスモ 11,552,096 くじ引き

浄化槽エンジニアリング㈱ 11,980,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

入札参加業者 第１回目

松原三丁目（あじさい館北側）地区配
水管布設工事その２

6,241,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

筒井八ツ橋（稲荷神社南側）地区配
水管布設工事

13,435,000

天田内配水所電気設備及び発電機
設備更新工事

188,770,000 ㈱東芝　東北支社 171,000,000 落札

堤川浄水場浄水池配電盤（ＣＣ－５）
更新工事

143,756,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

件名 結果

第１回目 結果

堤川浄水場高感度濁度計等取替工
事その１

13,187,000

件名 入札参加業者



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 29,765,064 くじ引き

赤平設備工業㈱ 29,765,064 くじ引き

北日本管工業㈱ 29,765,064 くじ引き

㈱佐々木建設工業 29,765,144

㈲三永設備工業 29,765,064 くじ引き

㈱鹿内組 29,765,064 くじ引き

芝管工㈱ 29,765,064 くじ引き

大管工業㈱ 29,765,064 くじ引き

大研工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 29,765,064 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 29,765,064 落札

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 33,004,062 失格

赤平設備工業㈱ 33,116,331 くじ引き

㈱佐々木建設工業 33,116,331 落札

㈲三永設備工業 33,116,331 くじ引き

㈱鹿内組 33,116,331 くじ引き

芝管工㈱ 33,116,331 くじ引き

大管工業㈱ 33,116,331 くじ引き

大研工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 33,116,331 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 33,724,455

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 40,380,000

赤平設備工業㈱ 40,368,393 落札

北日本管工業㈱ 辞退

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 40,373,333

㈱鹿内組 40,373,333

芝管工㈱ 40,373,333

大管工業㈱ 40,371,823

大研工業㈱ 40,373,333

㈱大樹設備工業 40,373,333

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 40,373,340

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

原別五・八丁目（原別分署南側）地区
配水管布設工事

34,377,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

結果

造道二・三丁目（岡造道歩道橋北側）
地区配水管布設工事

38,180,000

浅虫送水管布設工事その８ 46,280,000



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 55,440,000

赤平設備工業㈱ 50,980,477

㈱佐々木建設工業 辞退

㈲三永設備工業 48,831,000 落札

㈱鹿内組 50,927,375

芝管工㈱ 53,452,000

大管工業㈱ 50,168,000

大研工業㈱ 辞退

㈱大樹設備工業 50,928,000

東和管工㈱ 辞退

執行日 平成27年6月24日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

光和電業㈱ 5,455,000 無効

㈱デンサン 5,460,000 無効

㈲中谷電気 6,087,000 無効

㈱北栄電業社 5,910,000 無効

丸新フジタ電機工業㈱ 5,478,000 無効

㈲みちのく電工 6,200,000 無効

不　　　　　調　

第１回目 結果

入札参加業者 第１回目 結果

件名 入札参加業者

新城平岡団地配水池無停電電源装
置新設工事

浪館前田～千富町間（浪館通り）配
水管布設工事その４

58,398,000

件名


