
（予定価格事前非公表）

開札日時

執行場所

予定価格 入札書比較価格 入札書記載価格 消費税　10/100 請負金額

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 184,500,000 178,000,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 184,000,000 177,400,000

5 免除 183,400,000 177,300,000

6 免除 185,000,000 176,000,000

7 免除 199,000,000 -

8 免除 -

9 免除 180,000,000 173,000,000

10 免除 185,000,000 179,000,000

11 免除 -

12 免除 -

13 免除 185,000,000 178,000,000

開　　札　　結　　果　　表

①　令和3年5月28日　  9時30分

②　令和3年6月 2日　 15時00分

①　本館3階　304会議室

②　本館3階　301会議室

- - 不落 不落 不落

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

- - 直接入札 ※郵送による提出

工事番号 場　　所 工　事　名

埋文第8号 八木入田地区 令和3年度 養宜地区埋蔵文化財発掘調査支援業務

番号 入札者氏名 備　　考

㈱アクセス 兵庫営業所

日鉄テクノロジー㈱ 尼崎事業所 辞退

公益財団法人元興寺文化財研究所 辞退

㈱イビソク 兵庫営業所

安西工業㈱

㈱地域文化財研究所

橋本技術㈱ 大阪営業所 辞退（第２回入札）

㈱パスコ 神戸支店 辞退

㈱島田組 神戸営業所

㈱文化財サービス

㈱ジオテクノ関西 辞退

一般社団法人
文化財科学研究センター 辞退

㈱アート

不落により入札打切



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格 入札書比較価格 入札書記載価格 消費税　10/100 請負金額

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 550,000

2 免除 750,000

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

兵庫県森林組合連合会 辞退

昭和駆除㈱ 辞退

㈱オーエンス 神戸支店 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

ホームドクターアリス 落札

㈱金岡光輝園

工事番号 場　　所 工　事　名

教社第3-4号 松帆慶野　地内 令和3年度　慶野松原白蟻駆除業務

605,000

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

- - 直接入札 ※郵送による提出

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月28日

9時45分

本館3階　304会議室

- - 550,000 55,000



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格 入札書比較価格 入札書記載価格 消費税　10/100 請負金額

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 1,180,000

2 免除 1,050,000

3 免除 1,045,000

4 免除 948,000

5 免除 971,700

6 免除 1,013,000㈲ハーモニー楽器

㈲中尾教材社

㈲すみ孫 南あわじ店 落札

ブリーズ楽器㈱

番号 入札者氏名 備　　考

㈱森下世紀堂

㈲山本楽器店

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ教学物第3号
三原中学校、西淡中学校、
南淡中学校（各音楽室）

南あわじ市立中学校吹奏楽楽器の購入

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

- - 直接入札 ※郵送による提出

本館3階　304会議室

- - 948,000 94,800 1,042,800

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月28日

9時55分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

予定価格（月額） 入札書比較価格（月額） 入札書記載価格（月額） 消費税　10/100（月額） 請負金額（月額）

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 299,300

2 免除 302,400

3 免除 -

4 免除 299,500

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 -

8 免除 -

9 免除 -大和リース㈱ 神戸支店 辞退

リコーリース㈱ 兵庫支店 失格（不着）

三井住友ファイナンス＆リース㈱ 辞退

キヤノンメディカルファイナンス㈱ 辞退

富士通リース㈱ 神戸支店 辞退

NECキャピタルソリューション㈱
神戸営業所

三井住友トラスト・パナソニックファイ
ナンス㈱ 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

ＮＴＴ・ＴＣリース㈱ 神戸支店 落札

㈱ＪＥＣＣ

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ総窓第3号
市善光寺22番地1　南あわ
じ市役所市民福祉部総合窓
口センター及びサーバ室

戸籍総合システム・ブックレス　クラウドサービス機器等賃貸借業務

最低制限価格
最低制限価格
入札書比較価格

入札方式

- - 直接入札 ※郵送による提出

本館3階　304会議室

- - 299,300 29,930 329,230

開　　札　　結　　果　　表

令和3年5月28日

10時05分


