
平成２９年２月８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 市立永源寺中学校放送設備改修業務 指名・物品、役務

2 10時20分 東近江市立あかね幼児園厨房機器購入 指名・物品、役務

3 10時40分 東近江市立五個荘あさひ幼児園カーテン購入 指名・物品、役務

4 11時00分 蒲生医療センター給食調理等業務

5 11時20分 蒲生医療センター白衣類リース業務

6 11時40分 蒲生医療センター寝具類リース業務
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（有）フレンズ・コトー 辞退

アケボノ特機（株） 2,200,000 落札

（名）西村電気 辞退

西村電気商会 辞退

（株）川口電機 2,690,000

てっくさーびす 辞退

Ａ・Ｖヒサダ 辞退

貝沼電気工業所 3,700,000

入札場所・日時 東近江市役所・新館　３階　３１５会議室 平成２９年２月８日　午前１０時００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２８年度　　　　

工事(委託)件名 市立永源寺中学校放送設備改修業務]

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 アケボノ特機（株）

代表者 代表取締役 澤田　和重

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

2,376,000円 非公表 設定しない
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業者名 ホシザキ京阪（株） 彦根営業所

代表者 所長 辻　佳治

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

6,804,000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２９年２月８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２８年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市立あかね幼児園厨房機器購入

工事(委託)場所 　　―

三協（株） 辞退

近江厨房サービス 7,250,000

（株）クリエイト 6,600,000

（株）サンコー製作所 辞退

（株）滋賀厨房 7,000,000

大洋厨房（株） 辞退

ホシザキ京阪（株） 彦根営業所 6,300,000 落札

（株）マルゼン 滋賀営業所 6,950,000

（株）アイホー 京都営業所 6,900,000

北沢産業（株） 京都営業所 辞退

（株）中西製作所 京都営業所 7,000,000
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業者名 トラヤ商事（株） 

代表者 代表取締役 安居　秀泰

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

453,600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２９年２月８日　午前１０時４０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２８年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市立五個荘あさひ幼児園カーテン購入

工事(委託)場所 　　―

（株）沢インテリア 661,590

（株）太田産業 辞退

（株）近新 欠席

（有）正野博文堂 890,000

トラヤ商事（株） 420,000 落札
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業者名 日清医療食品（株） 近畿支店 

代表者 支店長 田中　伴治

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

56,586,600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２９年２月８日　午前１１時００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２８年度　　　　

工事(委託)件名 蒲生医療センター給食調理等業務

工事(委託)場所 　　―

イフスコヘルスケア（株） 辞退

（株）グリーンハウス 辞退

日清医療食品（株） 近畿支店 52,395,000 落札

（株）東テスティパル 辞退

富士産業（株） 辞退

（株）メフォス 未提出
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業者名 ワタキューセイモア（株） 近畿支店 

代表者 支店長 久保　初男

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

2,819,577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２９年２月８日　午前１１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２８年度　　　　

工事(委託)件名 蒲生医療センター白衣類リース業務

工事(委託)場所 　　―

（株）シガドライウィザース 辞退

小山（株） 大津営業所 辞退

キングラン関西（株） 辞退

ワタキューセイモア（株） 近畿支店 2,610,720 落札
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業者名 ワタキューセイモア（株） 近畿支店 

代表者 支店長 久保　初男

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

1,283,364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２９年２月８日　午前１１時４０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２８年度　　　　

工事(委託)件名 蒲生医療センター寝具類リース業務

工事(委託)場所 　　―

（株）シガドライウィザース 2,974,175

小山（株） 大津営業所 辞退

ワタキューセイモア（株） 近畿支店 1,188,300 落札

前川（株） 辞退


