
執行日 平成29年6月15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㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 94,000,000

㈱佐々木建設工業 95,210,372

㈲三永設備工業 89,760,000 落札

㈱鹿内組 95,040,000

大管工業㈱ 95,040,000

大研工業㈱ 95,040,000

㈱大樹設備工業 100,320,000

東北水道設備工業㈱ 95,039,999

東和管工㈱ 105,600,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 84,470,000

㈱佐々木建設工業 84,571,834

㈲三永設備工業 72,387,700 失格

㈱鹿内組 84,571,834

大管工業㈱ 84,571,834

大研工業㈱ 84,571,834

㈱大樹設備工業 89,309,500

東北水道設備工業㈱ 84,000,000 落札

東和管工㈱ 93,749,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 58,000,000

㈱佐々木建設工業 58,482,707

㈲三永設備工業 55,394,500 失格

㈱鹿内組 58,482,707

大管工業㈱ 58,482,707

大研工業㈱ 58,482,707

㈱大樹設備工業 61,911,500

東北水道設備工業㈱ 47,340,000 失格

東和管工㈱ 57,980,000 落札

第１回目 結果

沖館五丁目～新田一丁目間配水管
布設工事その２

94,010,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

幸畑二丁目（青森大学南側）地区配
水管布設工事

65,170,000

件名 入札参加業者

国道280号（油川小北側）配水管布設
工事その１

105,600,000

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㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 辞退

㈱佐々木建設工業 21,176,633 くじ引き

㈲三永設備工業 21,176,633 くじ引き

㈱鹿内組 辞退

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 21,176,633 落札

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 辞退

㈲小笠原水道 21,176,633 くじ引き

三研工業㈱ 辞退

㈲田中管工住設 21,176,633 くじ引き

㈱日水設備工業 23,880,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 辞退

北日本管工業㈱ 辞退

㈱佐々木建設工業 17,227,620 くじ引き

㈲三永設備工業 17,227,620 くじ引き

㈱鹿内組 辞退

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 辞退

㈲東邦設備 17,253,537

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 辞退

㈲小笠原水道 17,227,620 落札

三研工業㈱ 19,450,000

㈲田中管工住設 17,227,620 くじ引き

㈱日水設備工業 19,450,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

妙見三丁目（青銀事務センター東側）
地区配水管布設工事

23,880,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

長島二・三丁目地区配水管布設工事 19,450,000



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 辞退

北日本管工業㈱ 辞退

㈱佐々木建設工業 16,797,470 落札

㈲三永設備工業 16,797,470 くじ引き

㈱鹿内組 辞退

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 辞退

㈲東邦設備 16,838,620

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 辞退

㈲小笠原水道 辞退

三研工業㈱ 18,990,000

㈲田中管工住設 16,797,470 くじ引き

㈱日水設備工業 18,990,000

予定価格

（税抜）

㈱アスモ 10,150,000

㈲大居建設 10,200,000

㈲小笠原水道 辞退

三研工業㈱ 10,590,000

㈲田中管工住設 10,370,000

㈱日水設備工業 10,060,000 落札

㈲マルユウ大青水道工業 10,590,000

㈱ディー・エス・サービス 10,590,000

予定価格

（税抜）

㈱アスモ 7,953,000

㈲大居建設 7,610,000 落札

㈲小笠原水道 辞退

三研工業㈱ 辞退

㈲田中管工住設 7,950,000

㈱日水設備工業 8,000,000

㈲マルユウ大青水道工業 7,960,000

㈱ディー・エス・サービス 8,026,200

第１回目 結果

南佃一丁目（つくだ交番西側）地区配
水管布設工事その１

18,990,000

件名 入札参加業者

第１回目 結果

港町二丁目（漁港道路）地区配水管
移設工事

8,190,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

奥野二丁目（藤聖母園西側）地区配
水管布設工事その１

10,590,000

件名 入札参加業者



予定価格

（税抜）

アクア・クリエイト㈱ 6,870,000

㈱共栄設備 6,682,084 くじ引き

古川設備 7,590,000

㈱佐藤設備 6,682,084 落札

㈲浪岡水道工業 7,482,084

㈲長谷川管工 6,682,084 くじ引き

㈲山田設備工業 6,682,084 くじ引き

予定価格

（税抜）

㈲青森協立電気商会 12,980,000

㈱鎌田製作所 13,600,000

大管工業㈱ 12,800,000 落札

㈱大地エンジニア 13,000,000

山大機電㈱ 12,820,000

予定価格

（税抜）

㈲青森協立電気商会 4,980,000

㈱鎌田製作所 5,180,000

大管工業㈱ 辞退

㈱大地エンジニア 4,770,000 落札

山大機電㈱ 5,490,000

予定価格

（税抜）

㈱鎌田製作所 14,240,000 失格

大管工業㈱ 辞退

㈱大地エンジニア 19,480,000 失格

山大機電㈱ 17,720,000 失格

予定価格

（税抜）

協和電気㈱ 22,914,000 失格

㈱シーケンスサービス 23,800,000 失格

㈱電路施設社 18,000,000 失格

八興電気㈱ 20,818,000 失格

藤林電気㈱ 22,980,000 失格

㈱北栄電業社 22,870,000 失格

山大機電㈱ 22,400,000 失格

㈱洋電社 無効

件名 指名業者 第１回目 結果

吉内山下（本郷小北側）地区配水管
布設工事

7,590,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

雲谷低区配水池No.1高区送水ポンプ
取替工事

5,283,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

天田内１４号取水井ポンプ及び揚水
管等取替工事

14,032,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

堤川浄水場表洗ポンプ取替工事

堤川浄水場中央監視制御用ＵＰＳ蓄
電池取替工事

不　　調

不　　調

件名 入札参加業者 第１回目 結果



予定価格

（税抜）

㈱大地エンジニア 9,880,000 失格

㈱デンサン 10,600,000 落札

㈲中谷電気 9,130,800 失格

丸新フジタ電機工業㈱ 12,520,000 無効

㈲みちのく電工 10,480,000 失格

予定価格

（税抜）

㈱大地エンジニア 6,700,000 落札

㈲中谷電気 7,794,000

丸新フジタ電機工業㈱ 辞退

予定価格

（税抜）

㈱大地エンジニア 13,600,000 落札

㈲中谷電気 15,205,000 無効

丸新フジタ電機工業㈱ 14,470,000

予定価格

（税抜）

㈱大地エンジニア 10,900,000 失格

㈲中谷電気 16,224,000 無効

丸新フジタ電機工業㈱ 10,445,000 失格

予定価格

（税抜）

㈱トーケミ 67,980,000 落札

日水産業㈱関東事業所 73,500,000

日本原料㈱ 78,620,000

日本濾研㈱ 80,000,000 無効

㈱水機テクノス盛岡営業所 69,200,000

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

堤川浄水場取水・調節ゲート屋外操
作盤取替工事

11,653,000

第１回目 結果

横内浄水場７号ろ過池更生工事 79,240,000

堤川浄水場アルカリ度計取替工事 7,272,000

件名

浅虫サージタンク更新に伴う電気・計
装設備工事 不　　調

第１回目 結果

天田内取水井流量計取替工事 14,770,000

入札参加業者

件名 入札参加業者

件名 入札参加業者 第１回目 結果



執行日 平成29年6月23日

執行場所： 企業局水道部入札室

予定価格

（税抜）

㈱鎌田製作所 19,750,000 落札

大管工業㈱ 辞退

㈱大地エンジニア 19,970,000

山大機電㈱ 20,630,000

予定価格

（税抜）

協和電気㈱ 24,300,000 失格

㈱シーケンスサービス 26,110,000 落札

㈱電路施設社 27,820,000 無効

八興電気㈱ 24,167,000 失格

藤林電気㈱ 23,811,500 失格

㈱北栄電業社 24,260,000 失格

山大機電㈱ 24,240,000 失格

㈱洋電社 24,250,000 失格

予定価格

（税抜）

㈱大地エンジニア 11,600,000 失格

㈲中谷電気 辞退

丸新フジタ電機工業㈱ 11,185,000 失格

件名 入札参加業者 第１回目 結果

堤川浄水場中央監視制御用ＵＰＳ蓄
電池取替工事

27,250,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

堤川浄水場表洗ポンプ取替工事 21,656,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

浅虫サージタンク更新に伴う電気・計
装設備工事 不　　調


