
平成３０年２月７日（水）　　執行

会場：東近江市役所・新館　３階　３１５会議室

1 10時00分 市立中野むくのき幼児園ゴミストッカー及び物置購入

2 10時20分 東近江市健診・検診案内印刷業務（平成３０年度分）

3 10時30分 東近江市健診・検診案内封入業務（平成３０年度分）

4 10時50分 東近江市能登川学校給食センター機械警備業務

5 11時00分 東近江市蒲生学校給食センター機械警備業務

6 11時10分 東近江市湖東学校給食センター機械警備業務

7 11時30分 あいとうマーガレットステーションブランド化等促進備品購入
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業者名 滋賀建機（株）

代表者 代表取締役 蔭山　明夫

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

1,296,000円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３１５会議室 平成３０年２月７日　午前１０時

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 市立中野むくのき幼児園ゴミストッカー及び物置購入

工事(委託)場所 　　―

奥儀建設（株） 1,740,000

（有）奥村エンジニアリング 1,380,000

コマツ滋賀（株） 1,300,000

太信建設（株） 1,450,000

滋賀建機（株） 1,200,000 落札
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業者名 （株）ヤマジ 滋賀営業所

代表者 代表取締役 北島　多美子

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

2,891,203円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３１５会議室 平成３０年２月７日　午前１０時２０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市健診・検診案内印刷業務（平成３０年度分）

工事(委託)場所 　　―

モリワキ印刷 4,535,900

近江印刷（株） 東近江支店 辞退

（株）ヤマジ 滋賀営業所 2,677,040 落札

アインズ（株） 営業１課 辞退

サンメッセ（株） 滋賀営業所 3,631,500
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業者名 日本通運（株） 大津支店

代表者 支店長 薗　磯次

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

401,220円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３１５会議室 平成３０年２月７日　午前１０時３０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市健診・検診案内封入業務（平成３０年度分）

工事(委託)場所 　　―

モリワキ印刷 588,500

（株）ヤマジ 滋賀営業所 534,000

（特）アイ・コラボレーション ア
イ・コラボレーション多賀

辞退

サンメッセ（株） 滋賀営業所 辞退

日本通運（株） 大津支店 371,500 落札
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業者名 （株）大進

代表者 代表取締役 際田　博巳

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

19,440円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３１５会議室 平成３０年２月７日　午前１０時５０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市能登川学校給食センター機械警備業務

工事(委託)場所 　　―

（株）アイビックス 滋賀支店

18,000 落札

綜合警備保障（株） 滋賀支社

25,000

（株）大進

セコム（株）

22,000

23,000
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綜合警備保障（株） 滋賀支社 22,000

セコム（株） 23,000

（株）大進 18,000 落札

（株）アイビックス 滋賀支店 25,000

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３１５会議室 平成３０年２月７日　午前１１時

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市蒲生学校給食センター機械警備業務

工事(委託)場所 　　―

落
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者

業者名 （株）大進

代表者 代表取締役 際田　博巳

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

19,440円 非公表 設定しない
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綜合警備保障（株） 滋賀支社 22,000

セコム（株） 23,000

（株）大進 18,000 落札

（株）アイビックス 滋賀支店 25,000

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３１５会議室 平成３０年２月７日　午前１１時１０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市湖東学校給食センター機械警備業務

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 （株）大進

代表者 代表取締役 際田　博巳

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

19,440円 非公表 設定しない
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7 （株）近新 1,050,000 落札

（株）ミナミイ 1,290,000

（有）山本教育システム 1,650,000

（株）タマヤ 2,756,000

（有）文平堂 辞退

小弥百貨店 辞退

小林事務機（株） 1,223,000

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３１５会議室 平成３０年２月７日　午前１１時３０分

業者名 １回目(円) ２回目(円) ３回目(円) 備　　考

工事(委託)番号 平成２９年度　　　　

工事(委託)件名 あいとうマーガレットステーションブランド化等促進備品購入

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 （株）近新

代表者 代表取締役 村田　新太郎

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

1,134,000円 非公表 設定しない


