
平成３０年１１月２８日（水）　　執行

会場：東近江市役所・新館２階　２１２会議室

1 10時00分 （仮称）能登川第一幼児園園児用木製椅子購入 指名・物品、役務

2 10時15分 平成３０年度里山防災・緩衝帯整備事業（緩衝帯タイプ）業務（川合地区） 指名・物品、役務

3 10時40分 東近江市蒲生医療センター上部消化管汎用ビデオスコープ購入 指名・物品、役務

4 11時00分 （仮称）市立能登川第一幼児園事務機器購入 指名・物品、役務

5 11時15分 平田コミュニティセンター備品購入 指名・物品、役務

6 11時30分 （仮称）市立能登川第一幼児園オルガン購入 指名・物品、役務
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（有）坂東林業 6,679,000

東近江市永源寺森林組合 6,370,000 落札

（株）ｅ・フォレスト 6,750,000

臼井製材 辞退

入札場所・日時 東近江市役所・新館２階　２１２会議室 平成３０年１１月２８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３０年度　　　　

工事(委託)件名 （仮称）能登川第一幼児園園児用木製椅子購入

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 東近江市永源寺森林組合

代表者 代表理事組合長 谷田　市郎

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

6,879,600円 非公表 設定しない
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業者名 東近江市永源寺森林組合

代表者 代表理事組合長 谷田　市郎

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

5,238,000円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館２階　２１２会議室 平成３０年１１月２８日　午前１０時１５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３０年度　　　　

工事(委託)件名 平成３０年度里山防災・緩衝帯整備事業（緩衝帯タイプ）業務（川合地区）

工事(委託)場所 　　―

（株）ｅ・フォレスト 4,950,000

臼井製材 辞退

（有）坂東林業 5,100,000

東近江市永源寺森林組合 4,850,000 落札

山崎木材 辞退
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落
札
業
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業者名 佐野器械（株）

代表者 代表取締役 佐野　康彦

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

3,445,200円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館２階　２１２会議室 平成３０年１１月２８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３０年度　　　　

工事(委託)件名 東近江市蒲生医療センター上部消化管汎用ビデオスコープ購入

工事(委託)場所 　　―

（株）中山医科器械店 欠席

（株）アテスト 滋賀営業所 辞退

アルフレッサ（株） 滋賀第二支店 辞退

石黒メディカルシステム（株） 滋賀
支店

欠席

（株）ケーエスケー 近江八幡支店 辞退

（株）三笑堂 滋賀支店 辞退

（株）スズケン 彦根支店 欠席

（株）増田医科器械 滋賀支店 3,432,000

佐野器械（株） 3,190,000 落札
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業者名 小林事務機（株）

代表者 代表取締役 小林　弘和

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

4,298,400円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館２階　２１２会議室 平成３０年１１月２８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３０年度　　　　

工事(委託)件名 （仮称）市立能登川第一幼児園事務機器購入

工事(委託)場所 　　―

小弥百貨店 4,372,700

小林事務機（株） 3,980,000 落札

（株）タマヤ 4,218,000

（株）ミナミイ

欠席

（有）山本教育システム

4,960,000

（有）文平堂

5,200,000
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（株）ミナミイ 1,350,000

（有）山本教育システム 1,998,000

（株）タマヤ 1,413,000

（有）文平堂 欠席

小弥百貨店 1,462,100

小林事務機（株） 1,259,700 落札

入札場所・日時 東近江市役所・新館２階　２１２会議室 平成３０年１１月２８日　午前１１時１５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３０年度　　　　

工事(委託)件名 平田コミュニティセンター備品購入

工事(委託)場所 　　―

落
札
業
者

業者名 小林事務機（株）

代表者 代表取締役 小林　弘和

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

1,360,476円 非公表 設定しない
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業者名 カナリヤ楽器（有）

代表者 代表取締役 谷村　昭仁

入札経過調書

落札額(税込) 予定価格 最低制限価格

1,112,400円 非公表 設定しない

入札場所・日時 東近江市役所・新館２階　２１２会議室 平成３０年１１月２８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３０年度　　　　

工事(委託)件名 （仮称）市立能登川第一幼児園オルガン購入

工事(委託)場所 　　―

昭和堂楽器（株） 1,036,000

戸島楽器店 1,038,000

（有）山本教育システム 1,110,000

カナリヤ楽器（株） 1,030,000 落札


