
(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 54 号

２　入札日時

３　件　　　名

円 　  

円

円

円

円 （消費税込み）契約金額 1,050,000

アサダ印刷㈱ 1,065,000

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成25年町民カレンダー印刷業務

㈱エイエイピー三島支店 1,480,000

予定価格
（消費税抜き） 1,142,858

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

大和印刷㈱ 1,000,000 決定

指名競争入札

平成24年9月5日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 55 号 入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

２　入札日時 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

３　件　　　名

円

円

円

円

円契約金額 462,000 （消費税込み）

メックテクノ㈱静岡支店 440,000 決定

㈱岩城商会 650,000

平井工業㈱ 690,000

指名競争入札

第２回入札 結　　果

平成24年9月5日執行

無停電電源装置点検業務委託

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 476,191

最低制限価格
（消費税抜き） なし



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 制87 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円契約金額 69,237 （消費税込み）

富士通リース㈱静岡支店

66,280

平成24年9月5日執行

ＯＣＲ機器賃貸借

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 70,477

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

65,940

第２回入札 結　　果

最低制限価格
（消費税抜き） なし

日立キャピタル㈱

決定

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

制限付一般競争入札



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 制88 号 入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円 （消費税込み）契約金額 54,590

決定

日立キャピタル㈱ 52,480

日本教育情報機器㈱ 51,990

富士通リース㈱静岡支店 52,100

最低制限価格
（消費税抜き） なし

第２回入札 結　　果業　　　者　　　名 第１回入札

小中学校、幼稚園　印刷機賃貸借

予定価格
（消費税抜き） 59,283

制限付一般競争入札

平成24年9月5日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 制89 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

決定日本教育情報機器㈱

 

113,200

 

第２回入札 結　　果業　　　者　　　名

日立キャピタル㈱ 114,580

136,000

制限付一般競争入札

小中学校、幼稚園事務用、管理職
員用パソコン賃貸借

予定価格
（消費税抜き）

第１回入札

富士通リース㈱静岡支店 113,480

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年9月5日執行

 

契約金額 118,860 （消費税込み）



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希90 号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

決定

契約金額 1,890,000 （消費税込み）

 

 

 

㈱長沢電機 1,800,000

平井工業㈱ 1,920,000

第２回入札

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

予定価格
（消費税抜き）

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

最低制限価格
（消費税抜き）

工事等希望型一般競争入札

2,085,715

業　　　者　　　名 第１回入札

平成24年9月5日執行

なし

結　　果

庁舎省エネ対策工事



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希91電号 入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保

２　入札日時 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

第２回入札 結　　果

工事等希望型一般競争入札

契約金額 9,765,000 （消費税込み）

㈱小川建設 10,810,000

㈲杉村工務店 9,780,000

㈱水口建設 10,560,000

㈲田口建設 9,300,000 決定

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 10,809,524

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年9月5日執行

冷川住宅開口部改修工事



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希92 号

２　入札日時

３　件　　　名

円  

円

円

円

円 （消費税込み）契約金額 6,772,500

㈲石井水道工業 6,600,000

岡田設備工業㈱ 6,570,000

第２回入札 結　　果

㈲杉本ホームサービス 6,450,000 決定

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 6,523,810

最低制限価格
（消費税抜き） なし

平成24年9月5日執行

町道1-2号線配水管布設替工事

工事等希望型一般競争入札

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希93電号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円契約金額 35,994,000 （消費税込み）

㈲神尾建設 47,000,000

㈲竹之内建設 46,100,000

㈱小川建設 46,400,000

㈲函南建設 45,500,000

㈱水口建設 46,000,000

㈱渡辺工務店 45,000,000

菅沼建設㈱ 45,300,000

㈲岩城造園 34,280,000 決定

㈱鈴紘建設 41,900,000

第２回入札 結　　果

平成24年9月5日執行

函南運動公園整備事業　芝生広場
整備工事

最低制限価格
（消費税抜き） なし

業　　　者　　　名 第１回入札

予定価格
（消費税抜き） 45,333,334

入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

工事等希望型一般競争入札

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保



(入札結果情報件名別明細)

１　入札番号 第 希94電号

２　入札日時

３　件　　　名

円

円

円

円

円

円

円

円契約金額 33,600,000 （消費税込み）

　

　

　

㈱ダイナナ 34,800,000

平井工業㈱ 35,500,000

三和電気土木工事㈱静岡営業所 33,050,000

㈱長沢電機 33,500,000

業　　　者　　　名 第１回入札 第２回入札 結　　果

小林電気工業㈱ 32,770,000

大野電機工業㈱ 32,000,000 決定

最低制限価格
（消費税抜き） なし

函南運動公園整備事業　電気設備
工事

予定価格
（消費税抜き） 36,571,429

工事等希望型一般競争入札

平成24年9月5日執行 入札関係吏員　　管財課長　山下　雅彦　

入札執行者　　函南町副町長　佐口　則保


