
執行日 平成30年3月1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㈱ 73,000,000

赤平設備工業㈱ 68,000,000

㈱佐々木建設工業 68,224,969

㈲三永設備工業 65,000,000

㈱鹿内組 68,211,000

芝管工㈱ 68,211,000

大管工業㈱ 68,211,000

大研工業㈱ 61,300,000 落札

東和管工㈱ 75,790,000

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 30,000,000

赤平設備工業㈱ 27,758,557 くじ引き

㈱佐々木建設工業 27,758,557 くじ引き

㈲三永設備工業 27,758,557 くじ引き

㈱鹿内組 27,758,557 くじ引き

芝管工㈱ 27,758,557 くじ引き

大管工業㈱ 27,758,557 落札

大研工業㈱ 辞退

東北水道設備工業㈱ 27,758,557 くじ引き

東和管工㈱ 27,758,557 くじ引き

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 23,107,824 くじ引き

赤平設備工業㈱ 23,107,824 くじ引き

㈱佐々木建設工業 23,107,824 くじ引き

㈲三永設備工業 23,107,824 くじ引き

㈱鹿内組 23,107,824 くじ引き

芝管工㈱ 23,106,987 失格

大管工業㈱ 23,107,824 くじ引き

大研工業㈱ 辞退

㈲東邦設備 23,107,824 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 23,107,824 落札

東和管工㈱ 23,107,824 くじ引き

件名 入札参加業者 第１回目 結果

国道280号（油川駅東側）配水管更新
工事その2

75,790,000

結果

3・4・3号蜆貝八重田線道路改築工事
に伴う配水管更新工事

31,040,000

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

三内・石江（13-A-4）地区配水管更新
工事

25,960,000



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 21,868,179 くじ引き

赤平設備工業㈱ 21,868,179 くじ引き

㈱佐々木建設工業 21,868,179 くじ引き

㈲三永設備工業 21,868,179 くじ引き

芝管工㈱ 辞退

大管工業㈱ 21,868,179 くじ引き

大研工業㈱ 辞退

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 21,868,179 落札

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 18,516,035 くじ引き

赤平設備工業㈱ 18,516,035 くじ引き

㈱佐々木建設工業 18,516,035 くじ引き

㈲三永設備工業 18,516,035 くじ引き

㈱鹿内組 18,516,035 くじ引き

芝管工㈱ 16,076,451 失格

大管工業㈱ 18,516,035 落札

大研工業㈱ 辞退

㈲東邦設備 18,516,035 くじ引き

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 辞退

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 15,286,131 落札

赤平設備工業㈱ 15,286,131 くじ引き

㈱佐々木建設工業 15,286,131 くじ引き

㈲三永設備工業 15,286,131 くじ引き

芝管工㈱ 辞退

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 辞退

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 辞退

㈱市川土建 15,286,131 くじ引き

三内・石江（13-A-3）地区配水管更新
工事

20,840,000

件名 入札参加業者 第１回目

件名 入札参加業者 第１回目 結果

千刈（2-L-7・8）地区配水管更新工事 24,570,000

結果

件名 入札参加業者 第１回目 結果

千刈（2-L-1）地区配水管更新工事 17,230,000



予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 14,868,756 くじ引き

㈱佐々木建設工業 14,868,756 くじ引き

㈲三永設備工業 14,868,756 くじ引き

㈱鹿内組 14,868,756 くじ引き

芝管工㈱ 14,868,756 落札

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 辞退

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 辞退

㈱市川土建 14,868,756 くじ引き

㈲小笠原水道 14,868,756 くじ引き

予定価格

（税抜）

青森設備工業㈱ 辞退

赤平設備工業㈱ 13,660,332 落札

㈱佐々木建設工業 13,660,332 くじ引き

㈲三永設備工業 13,660,332 くじ引き

㈱鹿内組 13,660,332 くじ引き

芝管工㈱ 辞退

大管工業㈱ 辞退

大研工業㈱ 辞退

東北水道設備工業㈱ 辞退

東和管工㈱ 辞退

㈱市川土建 13,551,197 失格

㈲小笠原水道 13,660,332 くじ引き

予定価格

（税抜）

㈱アスモ 14,700,000

㈱市川土建 14,580,000

㈲大居建設 14,250,000

㈲小笠原水道 14,665,000

㈲田中管工住設 14,805,000

㈱日水設備工業 14,400,000

㈲マルユウ大青水道工業 14,000,000 落札

件名 入札参加業者

件名 入札参加業者 第１回目 結果

筒井四丁目・桜川六丁目地区配水管
更新工事

14,760,000

第１回目 結果

松原一丁目（中央市民センター北側）
地区配水管更新工事

15,410,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

青柳二丁目（莨町小西側）地区配水
管更新工事

16,760,000



予定価格

（税抜）

㈱アスモ 辞退

㈱市川土建 辞退

アクア・クリエイト㈱ 13,043,598 くじ引き

㈲長谷川管工 13,043,598 落札

予定価格

（税抜）

㈱アスモ 13,600,000

㈱市川土建 13,850,000

㈲大居建設 13,550,000

㈲小笠原水道 13,960,000

㈲田中管工住設 13,615,000

㈱日水設備工業 13,400,000 落札

㈲マルユウ大青水道工業 13,780,000

予定価格

（税抜）

㈱アスモ 13,000,000

㈱市川土建 13,100,000

㈲大居建設 13,170,000

㈲小笠原水道 13,162,000

㈲田中管工住設 12,990,000

㈲マルユウ大青水道工業 13,140,000

管栄設備工業㈱ 12,730,000 落札

㈱ディー・エス・サービス 13,276,000

予定価格

（税抜）

㈱アスモ 11,700,000

㈱市川土建 11,600,000

㈲大居建設 11,110,000 落札

㈲小笠原水道 11,660,000

㈲田中管工住設 11,600,000

㈲マルユウ大青水道工業 11,620,000

管栄設備工業㈱ 11,650,000

㈱ディー・エス・サービス 11,742,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

南佃一丁目（つくだ交番西側）地区配
水管更新工事その2

11,860,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果

合浦二丁目（市営球場南側）地区配
水管更新工事

14,070,000

件名 入札参加業者

件名 入札参加業者 第１回目 結果

杉沢井ノ下（浪岡北小西側）地区配水
管更新工事

14,700,000

第１回目 結果

松原一丁目（中央市民センター西側）
地区配水管更新工事

13,410,000



予定価格

（税抜）

㈱アスモ 8,600,000

㈱市川土建 8,600,000

㈲大居建設 8,730,000

㈲小笠原水道 8,590,000

㈲田中管工住設 8,500,000

㈲マルユウ大青水道工業 8,710,000

管栄設備工業㈱ 8,500,000

㈱ディー・エス・サービス 8,445,000 落札

港町一丁目（石森橋東側）地区配水
管更新工事

8,890,000

件名 入札参加業者 第１回目 結果


