
（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

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

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 3,980,000

2 免除 -

3 免除 -

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 3,450,000

7 免除 -

㈱六甲商会 淡路営業部 落札

OAテクニカ生垣 辞退

㈱森下世紀堂 辞退

㈱イナハラ 洲本営業所 辞退

都築テクノサービス㈱ 神戸支店
淡路島営業所 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈲坂本文昌堂 湊支店

南あわじ事務機㈱ 辞退

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ総務第4-14号 南あわじ市役所 令和4年度　郵便料金計器導入業務

3,795,000

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

- - 電子入札（指名競争）

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月29日

9時30分

本館3階　304会議室

- - 3,450,000 345,000



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

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

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 -

2 免除 2,020,200

3 免除 2,096,500

4 免除 -

5 免除 2,380,000

6 免除 -㈲すみ孫 南あわじ店 失格（不着）

㈱森下世紀堂

㈲登日商店 失格（不着）

㈱城古タンス店 三原支店

番号 入札者氏名 備　　考

㈲坂本文昌堂 湊支店 辞退

南あわじ事務機㈱ 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ教学物第5号 南あわじ市立小中学校5校 南あわじ市立小中学校学生用机・椅子の購入

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

- - 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

- - 2,020,200 202,020 2,222,220

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月29日

9時35分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

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

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 -

2 免除 1,548,600

3 免除 1,609,500

4 免除 -

5 免除 1,827,000

6 免除 -㈲すみ孫 南あわじ店 失格（不着）

㈱森下世紀堂

㈲登日商店 失格（不着）

㈱城古タンス店 三原支店

番号 入札者氏名 備　　考

㈲坂本文昌堂 湊支店 辞退

南あわじ事務機㈱ 落札

工事番号 場　　所 工　事　名

南あ洲学物第5号
南あわじ市・洲本市組合立
広田小学校及び広田中学校

南あわじ市・洲本市組合立小中学校学生用机・椅子の購入

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

- - 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

- - 1,548,600 154,860 1,703,460

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月29日

9時40分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

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

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 -

2 免除 1,540,000

3 免除 1,380,000

4 免除 2,330,000

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 1,180,000

8 免除 1,270,000

船越工務店㈱ 辞退

マツモト産業㈱ 失格（最低制限価格未満）

㈲瑞井 失格（最低制限価格未満）

光洋建設㈱ 失格（最低制限価格未満）

松本伊㈱ 落札

㈱斉藤工務店 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

㈱柴田工務店 南あわじ支店 辞退

㈱西中工務店 失格（最低制限価格未満）

工事番号 場　　所 工　事　名

文体工第4-2号
南あわじ市北阿万筒井
1509番地1

南あわじ市文化体育館　メインアリーナ排煙窓用トップライト周囲シール打替工事

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

2,332,000 2,120,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

2,596,000 2,360,000 2,330,000 233,000 2,563,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月29日

9時45分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

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

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 3,800,000

2 免除 4,800,000

3 免除 -

4 免除 3,350,000

5 免除 4,000,000

6 免除 3,945,000

7 免除 -

㈱居内工務店

㈱イチカワ 失格（不着）

福岡建設 辞退

㈱楠木建設 落札

㈱オクイ

番号 入札者氏名 備　　考

㈱武田工務店

㈱南淡路建設

工事番号 場　　所 工　事　名

市立図第4-9号
南あわじ市福良甲300番地
（南あわじ市立図書館）

市立図書館前広場公園整備工事

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

3,586,000 3,260,000 電子入札（指名競争）

本館3階　304会議室

3,991,900 3,629,000 3,350,000 335,000 3,685,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月29日

9時50分



（予定価格事前非公表）

開　　札

日　　時

執行場所

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

入　札 第1回入札 第2回入札

保証金 金額 (円) 金額 (円)

1 免除 -

2 免除 2,500,000

3 免除 2,330,000

4 免除 -

5 免除 -

6 免除 -

7 免除 -

㈱オプテージ 辞退

三菱電機プラントエンジニアリング㈱
西日本本部 辞退

㈱NHKテクノロジーズ 大阪総支社 落札

富士通ネットワークソリューションズ㈱
神戸営業所 辞退

ジャトー㈱ 辞退

番号 入札者氏名 備　　考

松下電器 辞退

パナソニックコネクト㈱現場ソリュー
ションカンパニー 西日本社

工事番号 場　　所 工　事　名

南あケ委第4-5号 南あわじ市市善光寺2番地1 法定同時録画システム更新業務

最低制限価格（円）
最低制限価格

入札書比較価格（円）
入札方式

- - 直接入札

本館3階　304会議室

- - 2,330,000 233,000 2,563,000

開　　札　　結　　果　　表

令和4年6月29日

10時00分


