
１

県西総合公園　植栽管理（第１工区）業務委託

指名競争

¥2,628,410

¥1,900,000

1 宮田造園

2 株式会社菊地緑販

3 有限会社太陽緑化造園

4 株式会社関城造園

5 広葉園

6 株式会社斉藤総業

7 山口造園株式会社

8 有限会社杉山造園土木

9 塚田造園建設株式会社

10 有限会社長澤造園

11 有限会社飯村造園土木

12 酒寄造園株式会社

辞退

¥2,300,000

¥2,100,000

¥2,620,000

落札者

¥2,243,000

¥2,496,000

¥2,600,000

¥2,020,000

―

¥2,600,000

有限会社緑保グリーン

入札価格

¥2,100,000

¥2,600,000

¥2,500,000

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　県西総合公園内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 72.29%

落　　札　　者

指　名　業　者　名 摘要

３月２３日執行（３７件）



13 池田興業有限会社

14 宮本造園

15 有限会社杉山造園

16 中嶋産業株式会社

17 株式会社筑波ランドスケープ

18 有限会社光樹園

19 有限会社緑保グリーン

20 株式会社ワイエスケイ

21 有限会社國松緑建

22 有限会社坂入園芸

23 稲芝造園建設株式会社

24 有限会社よもぎた造園土木

25 株式会社下館造園

26 株式会社たさき緑化産業

27 有限会社島田造園土木

28 有限会社茨城銘石

辞退

辞退入札

辞退

¥2,602,000

¥2,064,000

¥2,343,620

¥1,910,000

¥1,900,000 ○

¥2,570,000

¥2,620,000

―

¥2,310,000

¥2,628,410

¥2,500,000

¥2,600,000

¥2,540,000

―

¥2,570,000



２

県西総合公園　植栽管理（第２工区）業務委託

指名競争

¥3,143,101

¥1,950,000

1 宮田造園

2 株式会社菊地緑販

3 有限会社太陽緑化造園

4 株式会社関城造園

5 広葉園

6 株式会社斉藤総業

7 山口造園株式会社

8 有限会社杉山造園土木

9 塚田造園建設株式会社

10 有限会社長澤造園

11 有限会社飯村造園土木

12 酒寄造園株式会社

指　名　業　者　名 摘要

62.04%

辞退

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100

落　　札　　者 有限会社杉山造園土木

入札価格 落札者

¥2,660,000

¥2,985,000

¥3,110,000

¥2,760,000

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　県西総合公園内

契　約　方　式

¥2,800,000

¥3,140,000

―

¥1,950,000 ○

¥2,600,000

¥3,130,000

¥3,130,000

¥3,000,000



13 池田興業有限会社

14 宮本造園

15 有限会社杉山造園

16 中嶋産業株式会社

17 株式会社筑波ランドスケープ

18 有限会社光樹園

19 有限会社緑保グリーン

20 株式会社ワイエスケイ

21 有限会社國松緑建

22 有限会社坂入園芸

23 稲芝造園建設株式会社

24 有限会社よもぎた造園土木

25 株式会社下館造園

26 株式会社たさき緑化産業

27 有限会社島田造園土木

28 有限会社茨城銘石 辞退入札

辞退

辞退

¥2,803,400

¥2,817,320

¥3,010,000

¥3,143,101

¥2,760,000

入札条件により資格無し―

¥3,140,000

¥3,120,000

―

¥3,111,000

¥3,048,000

―

¥2,300,000

¥3,000,000

¥3,050,000



３

県西総合公園　植栽管理（第３工区）業務委託

指名競争

¥2,528,110

¥2,000,000

1 宮田造園

2 株式会社菊地緑販

3 有限会社太陽緑化造園

4 株式会社関城造園

5 広葉園

6 株式会社斉藤総業

7 山口造園株式会社

8 有限会社杉山造園土木

9 塚田造園建設株式会社

10 有限会社長澤造園

11 有限会社飯村造園土木

12 酒寄造園株式会社

¥2,187,700

¥2,401,000

¥2,500,000

¥2,320,000

入 札 年 月 日

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ）

入札辞退

―

¥2,140,000

平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　県西総合公園内

契　約　方　式

入　札　番　号

落札率　B/A×100 79.11%

落　　札　　者 有限会社國松緑建

指　名　業　者　名 入札価格 落札者 摘要

¥2,300,000

¥2,520,000

¥2,400,000

¥2,510,000

¥2,500,000

入札条件により資格無し



13 池田興業有限会社

14 宮本造園

15 有限会社杉山造園

16 中嶋産業株式会社

17 株式会社筑波ランドスケープ

18 有限会社光樹園

19 有限会社緑保グリーン

20 株式会社ワイエスケイ

21 有限会社國松緑建

22 有限会社坂入園芸

23 稲芝造園建設株式会社

24 有限会社よもぎた造園土木

25 株式会社下館造園

26 株式会社たさき緑化産業

27 有限会社島田造園土木

28 有限会社茨城銘石 辞退入札

¥2,502,000

入札辞退

入札辞退

¥2,220,000

¥2,500,000

¥2,500,000

¥2,190,000

¥2,500,000

¥2,430,000

―

¥2,452,000

¥2,000,000 ○

¥2,044,000

¥2,470,000

入札条件により資格無し

¥2,528,101



４

県西総合公園　植栽管理（第４工区）業務委託

指名競争

¥976,078

¥817,000

1 宮田造園

2 株式会社菊地緑販

3 有限会社太陽緑化造園

4 株式会社関城造園

5 広葉園

6 株式会社斉藤総業

7 山口造園株式会社

8 有限会社杉山造園土木

9 塚田造園建設株式会社

10 有限会社長澤造園

11 有限会社飯村造園土木

12 酒寄造園株式会社

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　県西総合公園内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 83.70%

落　　札　　者 宮田造園

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥970,000

¥817,000 ○

¥927,000

¥950,000

¥878,000

摘要

¥960,000

¥970,000

―

―

¥860,000

¥970,000

辞退

入札条件により資格無し

¥960,000



13 池田興業有限会社

14 宮本造園

15 有限会社杉山造園

16 中嶋産業株式会社

17 株式会社筑波ランドスケープ

18 有限会社光樹園

19 有限会社緑保グリーン

20 株式会社ワイエスケイ

21 有限会社國松緑建

22 有限会社坂入園芸

23 稲芝造園建設株式会社

24 有限会社よもぎた造園土木

25 株式会社下館造園

26 株式会社たさき緑化産業

27 有限会社島田造園土木

28 有限会社茨城銘石

¥966,000

―

―

¥950,000

辞退

辞退

¥970,000

¥960,000

¥950,000

¥970,000

¥900,000

―

¥956,000

―

入札条件により資格無し

入札条件により資格無し

¥891,760

¥950,000

¥976,078

辞退入札



５

県西総合公園　植栽管理（寄植管理）業務委託

指名競争

¥1,435,669

¥1,020,000

1 宮田造園

2 株式会社菊地緑販

3 有限会社太陽緑化造園

4 株式会社関城造園

5 広葉園

6 株式会社斉藤総業

7 山口造園株式会社

8 有限会社杉山造園土木

9 塚田造園建設株式会社

10 有限会社長澤造園

11 有限会社飯村造園土木

12 酒寄造園株式会社

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　県西総合公園内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 71.05%

落　　札　　者 有限会社光樹園

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

―

摘要

¥1,363,000

¥1,400,000

¥1,320,000

¥1,248,000

¥1,430,000

― 辞退

入札条件により資格無し

―

¥1,300,000

¥1,350,000

¥1,410,000

¥1,250,000

入札条件により資格無し



13 池田興業有限会社

14 宮本造園

15 有限会社杉山造園

16 中嶋産業株式会社

17 株式会社筑波ランドスケープ

18 有限会社光樹園

19 有限会社緑保グリーン

20 株式会社ワイエスケイ

21 有限会社國松緑建

22 有限会社坂入園芸

23 稲芝造園建設株式会社

24 有限会社よもぎた造園土木

25 株式会社下館造園

26 株式会社たさき緑化産業

27 有限会社島田造園土木

28 有限会社茨城銘石 ¥1,389,120

¥1,400,000

¥1,435,000

¥1,020,000 ○

―

辞退

辞退

入札条件により資格無し

¥1,421,000

¥1,400,000

¥1,370,000

¥1,400,000

―

¥1,301,060

¥1,406,000

¥1,435,669

入札条件により資格無し

¥1,410,000

―

―



６

県西総合公園　植栽管理（ターゲット・バードゴルフ場）業務委託

指名競争

¥1,346,544

¥1,110,000

1 宮田造園

2 株式会社菊地緑販

3 有限会社太陽緑化造園

4 株式会社関城造園

5 広葉園

6 株式会社斉藤総業

7 山口造園株式会社

8 有限会社杉山造園土木

9 塚田造園建設株式会社

10 有限会社長澤造園

11 有限会社飯村造園土木

12 酒寄造園株式会社

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　県西総合公園内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 82.43%

落　　札　　者 株式会社関城造園

指　名　業　者　名 入札価格 落札者 摘要

入　札　番　号

¥1,340,000

入札条件により資格無し

―

¥1,279,000

¥1,310,000

¥1,110,000 ○

¥1,280,000

¥1,340,000

―

入札辞退

¥1,300,000

入札条件により資格無し

¥1,330,000

¥1,340,000



13 池田興業有限会社

14 宮本造園

15 有限会社杉山造園

16 中嶋産業株式会社

17 株式会社筑波ランドスケープ

18 有限会社光樹園

19 有限会社緑保グリーン

20 株式会社ワイエスケイ

21 有限会社國松緑建

22 有限会社坂入園芸

23 稲芝造園建設株式会社

24 有限会社よもぎた造園土木

25 株式会社下館造園

26 株式会社たさき緑化産業

27 有限会社島田造園土木

28 有限会社茨城銘石 辞退入札

―

¥1,333,000

入札辞退

入札辞退

¥1,310,000

¥1,340,000

― 入札条件により資格無し

―

¥1,202,000

¥1,319,000

入札条件により資格無し

入札条件により資格無し

¥1,320,000

¥1,300,000

¥1,280,000

¥1,346,544

¥1,240,000



７

筑西遊湯館　植栽管理業務委託

指名競争

¥1,064,000

¥750,000

1 宮田造園

2 株式会社菊地緑販

3 有限会社太陽緑化造園

4 株式会社関城造園

5 広葉園

6 株式会社斉藤総業

7 山口造園株式会社

8 有限会社杉山造園土木

9 塚田造園建設株式会社

10 有限会社長澤造園

11 有限会社飯村造園土木

12 酒寄造園株式会社

入　札　番　号

入 札 年 月 日

¥1,030,000

辞退

入札条件により資格なし

¥1,060,000

¥1,050,000

―

―

¥1,060,000

筑西広域市町村圏事務組合　筑西遊湯館内

¥750,000 ○

¥1,030,000

¥960,000

落札率　B/A×100 70.49%

摘要

入札条件により資格なし

入札条件により資格なし

有限会社太陽緑化造園

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

―

¥1,010,000

―

平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ）

落　　札　　者



13 池田興業有限会社

14 宮本造園

15 有限会社杉山造園

16 中嶋産業株式会社

17 株式会社筑波ランドスケープ

18 有限会社光樹園

19 有限会社緑保グリーン

20 株式会社ワイエスケイ

21 有限会社國松緑建

22 有限会社坂入園芸

23 稲芝造園建設株式会社

24 有限会社よもぎた造園土木

25 株式会社下館造園

26 株式会社たさき緑化産業

27 有限会社島田造園土木

28 有限会社茨城銘石 辞退入札

―

―

¥1,040,000

辞退

辞退

¥1,060,000

入札条件により資格なし

入札条件により資格なし

入札条件により資格なし

¥1,053,000

―

¥1,034,000

¥1,007,904

¥1,042,000

¥1,064,000

―

¥1,000,000

¥1,000,000

―

¥998,000



８

きぬ聖苑　植栽管理業務委託

指名競争

¥1,008,000

¥950,000

1 宮田造園

2 株式会社菊地緑販

3 有限会社太陽緑化造園

4 株式会社関城造園

5 広葉園

6 株式会社斉藤総業

7 山口造園株式会社

8 有限会社杉山造園土木

9 塚田造園建設株式会社

10 有限会社長澤造園

11 有限会社飯村造園土木

12 酒寄造園株式会社

契　約　方　式

平成30年3月23日

入　札　件　名

入　札　番　号

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 94.25%

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　きぬ聖苑内

入 札 年 月 日

落　　札　　者 塚田造園建設株式会社

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

―

摘要

入札条件により資格無し

¥957,000

―

―

¥1,070,000

¥1,000,000

入札辞退

入札条件により資格無し

入札条件により資格無し

―

¥950,000 ○

¥1,000,000

¥980,000

¥1,000,000

入札条件により資格無し



13 池田興業有限会社

14 宮本造園

15 有限会社杉山造園

16 中嶋産業株式会社

17 株式会社筑波ランドスケープ

18 有限会社光樹園

19 有限会社緑保グリーン

20 株式会社ワイエスケイ

21 有限会社國松緑建

22 有限会社坂入園芸

23 稲芝造園建設株式会社

24 有限会社よもぎた造園土木

25 株式会社下館造園

26 株式会社たさき緑化産業

27 有限会社島田造園土木

28 有限会社茨城銘石 辞退入札

¥997,000

―

―

¥980,000

¥1,000,000

辞退

辞退

―

―

¥980,000

¥1,000,000

¥957,000

入札条件により資格無し

入札条件により資格無し

¥980,000

―

¥1,058,500

¥980,000

入札条件により資格無し

¥1,008,000



９

きぬ聖苑　館内清掃業務委託　

指名競争

¥2,911,930

¥2,880,000

1 国際ビルサービス 株式会社茨城支店

2 常総ビル整美株式会社

3 株式会社ニッセイ結城

4 都市管理サービス 株式会社茨城支店

5 株式会社イーエス商会

6 高橋興業株式会社

7 常陽メンテナンス株式会社首都圏事業部

8 株式会社全日茨城

9 株式会社北東

10 株式会社塚越産業 筑西営業所

11 株式会社サンアメニティ茨城支社

12 株式会社アビック

¥2,893,000

¥2,894,000

摘要

¥2,900,000

○

¥2,899,000

¥2,880,000

¥2,900,000

¥2,890,000

常総ビル整美株式会社

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥2,910,000

入　札　番　号

入 札 年 月 日

落札率　B/A×100 98.90%

¥2,908,000

¥2,907,000

落　　札　　者

平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　きぬ聖苑内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ）

¥2,900,000

¥2,905,000



13 株式会社オーチュー茨城支店

14 関東ビルサービス 株式会社

15 株式会社日本環境 ビルテック取手営業所

16 日東メンテナンス 株式会社

17 日本ビルシステム 株式会社つくば支店

¥2,899,000

¥2,894,000

¥2,897,000

¥2,890,000

¥2,895,000



１０

筑西遊湯館　館内定期清掃業務委託

指名競争

¥2,511,112

¥2,460,000

1 国際ビルサービス 株式会社茨城支店

2 常総ビル整美株式会社

3 株式会社ニッセイ結城

4 都市管理サービス 株式会社茨城支店

5 株式会社イーエス商会

6 高橋興業株式会社

7 常陽メンテナンス株式会社首都圏事業部

8 株式会社全日茨城

9 株式会社北東

10 株式会社塚越産業 筑西営業所

11 株式会社サンアメニティ茨城支社

12 株式会社アビック

摘要

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

¥2,480,700

施工又は納品箇所

¥2,489,000

¥2,500,000

筑西広域市町村圏事務組合　筑西遊湯館内

契　約　方　式

―

¥2,490,000

入札条件により資格無し

落札率　B/A×100 97.96%

¥2,510,000

¥2,500,000

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ）

落　　札　　者 株式会社アビック

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥2,485,000

入　札　件　名

¥2,485,000

○

¥2,480,000

¥2,460,000

¥2,490,000



13 株式会社オーチュー茨城支店

14 関東ビルサービス 株式会社

15 株式会社日本環境 ビルテック取手営業所

16 日東メンテナンス 株式会社

17 日本ビルシステム 株式会社つくば支店 ¥2,486,000

¥2,482,000

¥2,483,000

¥2,478,000

¥2,500,000



１１

環境センター　庁舎清掃業務委託

指名競争

¥648,149

¥646,000

1 国際ビルサービス株式会社茨城支店

2 常総ビル整美株式会社

3 株式会社ニッセイ結城

4 都市管理サービス株式会社茨城支店

5 株式会社イーエス商会

6 高橋興業株式会社

7 常陽メンテナンス株式会社首都圏事業部

8 株式会社全日茨城

9 株式会社北東

10 株式会社塚越産業筑西営業所

11 株式会社サンアメニティ茨城支社

12 株式会社アビック

入　札　番　号

入札条件により資格無し

○

¥648,000

¥648,000

入札条件により資格無し

¥648,000

平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 99.67%

落　　札　　者 株式会社塚越産業筑西営業所

¥648,000

¥647,000

¥647,500

¥648,000

¥647,600

―

¥648,000

―

摘要

¥646,000

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

入 札 年 月 日



13 株式会社オーチュー茨城支店

14 関東ビルサービス 株式会社

15 株式会社日本環境ビルテック取手営業所

16 日東メンテナンス株式会社

17 日本ビルシステム株式会社つくば支店

¥648,000

¥648,000

¥648,000

¥648,000

¥648,000



１２

筑西遊湯館　水質分析業務委託

指名競争

¥1,330,556

¥1,243,000

1 株式会社環境研究センター

2 株式会社環境測定サービス

3 平成理研株式会社

4 一般財団法人茨城県薬剤師会検査センター

5 株式会社那須環境技術センター

6 東京テクニカル・サービス株式会社茨城支店

7 株式会社江東微生物研究所水戸支所

8 一般財団法人日本環境衛生センター

落　　札　　者 平成理研株式会社

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

入　札　番　号

入 札 年 月 日

辞退

辞退

○

―

―

―

―

¥1,330,556

辞退入札

¥1,243,000

摘要

辞退

辞退

¥1,330,000

平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　筑西遊湯館内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 93.42%



１３

ごみ処理施設　ごみ組成分析及び主灰他各分析業務委託

指名競争

¥1,766,000

¥1,596,000

1 株式会社環境研究センター

2 株式会社環境測定サービス

3 平成理研株式会社

4 一般財団法人茨城県薬剤師会検査センター

5 株式会社那須環境技術センター

6 東京テクニカル・サービス株式会社茨城支店

7 株式会社江東微生物研究所水戸支所

8 一般財団法人日本環境衛生センター

辞退

―

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 90.37%

落　　札　　者 平成理研株式会社

指　名　業　者　名

○

辞退

¥1,766,000

―

―

¥1,596,000

辞退

¥1,766,000

辞退入札

入札価格 落札者 摘要

辞退―



１４

ごみ処理施設　水質分析業務委託

指名競争

¥718,000

¥510,000

1 株式会社環境研究センター

2 株式会社環境測定サービス

3 平成理研株式会社

4 一般財団法人茨城県薬剤師会検査センター

5 株式会社那須環境技術センター

6 東京テクニカル・サービス株式会社茨城支店

7 株式会社江東微生物研究所水戸支所

8 一般財団法人日本環境衛生センター

―

辞退

辞退

入札価格 落札者

―

¥718,000

¥718,000

落札率　B/A×100

予定価格（事前公表）（Ａ）

施工又は納品箇所

¥718,000

平成理研株式会社

指　名　業　者　名

入　札　番　号

入 札 年 月 日

入　札　件　名

¥510,000 ○

摘要

辞退

辞退

―

平成30年3月23日

筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

落札価格（Ｂ） 71.03%

落　　札　　者

―



１５

ごみ処理施設　排ガス中水銀測定業務委託

指名競争

¥612,000

¥510,000

1 株式会社環境研究センター

2 株式会社環境測定サービス

3 平成理研株式会社

4 一般財団法人茨城県薬剤師会検査センター

5 株式会社那須環境技術センター

6 東京テクニカル・サービス株式会社茨城支店

7 株式会社江東微生物研究所水戸支所

8 一般財団法人日本環境衛生センター

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 83.33%

落　　札　　者 平成理研株式会社

落札者

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

指　名　業　者　名 入札価格

―

―

辞退

辞退

¥510,000 ○

摘要

辞退

辞退

―

¥524,000

―

¥579,600

¥612,000



１６

ごみ処理施設　ダイオキシン類及び環境測定業務委託

指名競争

¥1,211,000

¥1,068,000

1 株式会社環境研究センター

2 株式会社環境測定サービス

3 平成理研株式会社

4 株式会社那須環境技術センター

5 東京テクニカル・サービス株式会社茨城支店

6 株式会社江東微生物研究所水戸支所

7 一般財団法人日本環境衛生センター

― 辞退

¥1,156,000

¥1,119,000

¥1,068,000 ○

― 辞退

― 辞退

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 88.19%

落　　札　　者 東京テクニカル・サービス株式会社茨城支店

指　名　業　者　名 入札価格 落札者 摘要

― 辞退

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

入　札　番　号



１７

ごみ処理施設　事業系透明ごみ袋作製業務

指名競争

¥7,500,972

¥5,524,300

1 株式会社内田化工

2 株式会社イセブ

3 大倉工業株式会社東京支店

4 株式会社塚越産業筑西営業所

5 株式会社光和印刷

6 戸田産業株式会社下館営業所

7 アルフォーインターナショナル株式会社市原支店

アルフォーインターナショナル株式会社市原支店

辞退

辞退

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 73.65%

落　　札　　者

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥7,500,600

¥7,000,000

摘要

平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

¥6,839,000

¥5,524,300 ○

―

¥6,343,800

―

入　札　番　号

入 札 年 月 日



１８

広報紙発行業務委託

指名競争

¥2,532,000

¥2,235,000

1 朝日印刷株式会社

2 株式会社イセブ

3 中里印刷所

4 株式会社光和印刷

5 株式会社川又感光社

6 株式会社アイ・カンパニー

7 株式会社ティーエムアート

入　札　番　号

¥2,235,000 ○

¥2,460,000

辞退

88.27%

落札者

¥2,321,100

辞退入札

摘要

平成30年3月23日

落札率　B/A×100

入 札 年 月 日

¥2,318,700

¥2,519,000

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　事務局内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ）

―

指　名　業　者　名 入札価格

株式会社ティーエムアート落　　札　　者



１９

除細動パッド（Ｐ－５２１）購入

指名競争

¥4,455 （1個当たり）

¥4,240 （1個当たり）

1 エイバン商事株式会社

2 株式会社土浦メディカル

3 ツクバメディカル株式会社

4 株式会社パレック

5 日本船舶薬品株式会社東京支店

6 日本光電東関東株式会社

7 株式会社ムトウ茨城支店

¥5,200

¥4,289

¥4,350

辞退

― 辞退

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

落　　札　　者 エイバン商事株式会社

落札価格（Ｂ）

摘要

¥4,240 ○

¥4,350

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　消防本部内

契　約　方　式

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

予定価格（事前公表）（Ａ）

―

落札率　B/A×100 95.17%



２０

消防本部　除細動パッド（Ｐ－７３０）購入

指名競争

¥6,949 （1個当たり）

¥6,240 （1個当たり）

1 エイバン商事株式会社

2 株式会社土浦メディカル

3 ツクバメディカル株式会社

4 株式会社パレック

5 日本船舶薬品株式会社東京支店

6 日本光電東関東株式会社

7 株式会社ムトウ茨城支店

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　消防本部内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

¥7,600

¥6,338

辞退―

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 89.80%

¥6,590

落　　札　　者 エイバン商事株式会社

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥6,350

― 辞退

摘要

¥6,240 ○



２１

し尿処理施設　水処理用活性炭再生業務委託

指名競争

¥381.655 （1㎏当たり）

¥372.000 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

摘要

¥380.000

¥380.000

¥372.000 ○

¥381.000

¥380.300

¥380.000

¥380.000

¥380.500

¥380.000

¥376.000

¥381.000

― 辞退

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

入　札　件　名

落札価格（Ｂ）

大成クリーン株式会社茨城営業所

入　札　番　号

入 札 年 月 日

契　約　方　式

落札率　B/A×100 97.47%

落　　札　　者

予定価格（事前公表）（Ａ）

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

平成30年3月23日



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥378.000

辞退入札

¥381.000

¥377.000

¥381.000

―

¥381.000

¥374.000

¥379.000

辞退入札

辞退



２２

し尿処理施設　凝集剤購入

指名競争

¥21.835 （1㎏当たり）

¥16.500 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

¥21.500

¥20.800

¥21.000

―

¥20.500

¥21.000

¥21.000

¥16.900

辞退

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥21.100

¥19.800

¥20.500

¥19.500

摘要

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 75.57%

落　　札　　者 筑宝産業株式会社



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥20.000

¥20.000

¥19.500

辞退入札

辞退入札

¥21.000

¥19.800

―

¥21.000

¥16.500 ○

辞退



２３

し尿処理施設　消泡剤購入

指名競争

¥679.630 （1㎏当たり）

¥675.000 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

¥679.000

¥679.000

¥678.000

¥679.000

¥679.200

¥679.200

¥679.000

¥678.000

¥679.000

―

¥675.000 ○

辞退

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 99.32%

落　　札　　者 株式会社マルシェ薬品

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥678.500

摘要

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年2月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥676.000

¥679.000

¥677.000

¥679.000

¥679.000

¥678.000

¥679.000

辞退入札

辞退入札

― 辞退



２４

し尿処理施設　調質剤購入

指名競争

¥1,039.815 （1㎏当たり）

¥990.000 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

¥1,038.000

¥1,038.000

辞退入札

¥1,037.000

辞退

¥1,038.000

辞退入札

¥1,038.000

¥1,039.000

¥990.000 ○

¥1,038.000

摘要

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成29年3月24日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 95.21%

落　　札　　者

―

平成理研株式会社茨城営業所

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥1,038.000



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥1,039.000

―

辞退入札

¥1,037.500

辞退入札

辞退

¥1,039.000

辞退入札

辞退入札

¥1,039.000

¥1,039.000



２５

し尿処理施設　水処理用活性炭購入

指名競争

¥750.000 （1㎏当たり）

¥739.000 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥749.000

¥748.000

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 98.53%

落　　札　　者 筑宝産業株式会社

¥746.000

¥745.000

摘要

¥750.000

―

¥744.000

¥746.000

¥748.000

¥740.000

辞退

¥750.000

¥747.000



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥745.000

―

¥745.000

¥739.000 ○

辞退

¥742.000

辞退入札

¥750.000

¥750.000

¥745.000

¥750.000



２６

ごみ処理施設　機器冷薬品購入

指名競争

¥1,360.000 （1㎏当たり）

¥570.000 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

落　　札　　者 環境テクノサービス株式会社

指　名　業　者　名 入札価格 落札者 摘要

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 41.91%

¥1,330.000

¥1,350.000

¥610.000

¥1,310.000

¥1,315.000

¥570.000 ○

¥1,305.000

¥1,340.000

¥1,312.000

¥1,300.000

¥1,320.000

¥1,355.000



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥1,295.000

―

辞退入札

¥1,290.000

¥1,330.000

辞退入札

辞退

辞退入札

¥1,325.000

¥1,315.000

辞退入札



２７

ごみ処理施設　液化アンモニア購入

指名競争

¥225.649 （1㎏当たり）

¥224.000 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 99.27%

落　　札　　者 東鉱商事株式会社本社営業部

指　名　業　者　名 入札価格 落札者 摘要

辞退入札

辞退入札

辞退入札

¥224.000 ○

辞退入札

― 辞退

辞退入札

¥225.000

辞退入札

¥225.000

辞退入札

辞退入札



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 辞退入札

¥225.000

―

辞退入札

¥225.640

¥224.500

辞退

辞退入札

辞退入札

辞退入札

辞退入札



２８

ごみ処理施設　液体キレート購入

指名競争

¥1,783.426 （1㎏当たり）

¥1,778.000 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 99.70%

落　　札　　者 有限会社昴商会

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥1,783.100

摘要

¥1,783.000

¥1,782.000

¥1,783.000

辞退入札

¥1,780.000

¥1,782.000

¥1,783.000

辞退入札

¥1,780.000

辞退入札

¥1,780.000



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥1,781.000

― 辞退

辞退入札

¥1,783.000

¥1,781.000

辞退入札

辞退入札

¥1,781.000

¥1,778.000 ○

辞退入札



２９

ごみ処理施設　スケール防止剤購入

指名競争

¥938.889 （1㎏当たり）

¥935.000 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

辞退

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 99.59%

落　　札　　者 筑宝産業株式会社

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥938.100

摘要

¥938.000

¥938.889

¥937.000

¥937.000

―

¥938.000

¥938.000

辞退入札

¥936.000

辞退入札

¥937.600



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥936.000

―

辞退入札

¥935.000 ○

¥937.000

辞退入札

辞退

辞退入札

¥938.000

辞退入札

辞退入札



３０

ごみ処理施設　苛性ソーダ（２５％）購入

指名競争

¥27.930 （1㎏当たり）

¥27.500 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

摘要

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 98.46%

落　　札　　者 平成理研株式会社茨城営業所

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥27.800

¥27.700

¥27.500 ○

¥27.600

¥27.700

―

¥27.900

¥27.900

¥27.900

辞退

¥27.900

¥27.900

¥27.700



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥27.700

―

¥27.900

¥27.800

辞退

¥27.900

辞退入札

辞退入札

¥27.800

¥27.600

¥27.600



３１

ごみ処理施設　清缶剤購入

指名競争

¥724.444 （1㎏当たり）

¥723.000 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

落札率　B/A×100 99.80%

入　札　番　号

¥724.000

¥724.000

摘要

¥724.200

―

―

¥724.000

辞退入札

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ）

落　　札　　者 株式会社プラントサービス

¥724.400

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥724.250

¥724.000

辞退

辞退

¥723.000 ○

¥724.000



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所

辞退

¥724.400

辞退入札

辞退入札

辞退入札

―

辞退入札

¥724.000

¥724.400

辞退入札

辞退入札



３２

ごみ処理施設　保缶剤購入

指名競争

¥1,621.481 （1㎏当たり）

¥1,618.000 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 99.79%

落　　札　　者 株式会社プラントサービス

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

入　札　番　号

¥1,621.000

摘要

¥1,620.000

¥1,619.000

¥1,619.000

¥1,621.000

―

辞退入札

辞退

¥1,621.000

辞退入札

¥1,620.000

¥1,618.000 ○

¥1,620.000



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥1,619.000

辞退

辞退入札

¥1,619.000

¥1,620.000

辞退入札

辞退入札

辞退入札

辞退入札

辞退入札

―



３３

ごみ処理施設　塩酸購入

指名競争

¥39.900 （1㎏当たり）

¥38.500 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札率　B/A×100 96.49%

落　　札　　者 東鉱商事株式会社本社営業部

指　名　業　者　名 入札価格 落札者 摘要

¥39.600

¥39.500

¥39.700

入　札　番　号

¥38.500 ○

¥39.200

― 辞退

¥39.800

¥39.600

¥39.500

¥39.900

¥39.800

¥39.600

落札価格（Ｂ）



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥39.000

辞退入札

¥39.400

¥38.900

¥39.000

―

¥39.200

¥39.000

¥39.200

辞退入札

辞退



３４

ごみ処理施設　キレート剤購入

指名競争

¥305.556 （1㎏当たり）

¥305.000 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

¥305.200

¥305.500

辞退入札

¥305.500

辞退入札

¥305.300

¥305.500

¥305.200

¥305.500

辞退入札

辞退入札

― 辞退

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所 筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ） 落札率　B/A×100 99.82%

落　　札　　者 大和化成株式会社茨城営業所

指　名　業　者　名 入札価格 落札者 摘要

入　札　番　号



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥305.300

¥305.500

辞退入札

辞退入札

辞退入札

―

辞退入札

¥305.100

¥305.000 ○

辞退入札

辞退



３５

ごみ処理施設　活性炭購入

指名競争

¥422.222 （1㎏当たり）

¥418.000 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

辞退

摘要

落札率　B/A×100 99.00%

¥421.000

¥420.000

¥422.000

¥420.000

辞退入札

辞退入札

落　　札　　者 有限会社昴商会

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥422.000

辞退入札

辞退入札

¥420.000

入　札　番　号

入 札 年 月 日 平成30年3月23日

入　札　件　名

施工又は納品箇所

¥421.000

―

筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ）



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥421.000

辞退

入札条件により資格無し

―

¥420.000

¥419.000

―

辞退入札

辞退入札

¥421.000

¥418.000 ○

辞退入札



３６

ごみ処理施設　消石灰購入

指名競争

¥35.926 （1㎏当たり）

¥35.890 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

摘要

入　札　番　号

入 札 年 月 日

入　札　件　名

施工又は納品箇所

契　約　方　式

予定価格（事前公表）（Ａ）

落札価格（Ｂ）

落　　札　　者

¥35.900

平成30年3月23日

筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

落札率　B/A×100 99.90%

有限会社トミヤマ

指　名　業　者　名 入札価格 落札者

¥35.920

¥35.900

¥35.920

¥35.920

―

¥35.920

辞退

¥35.900

辞退入札

¥35.910

¥35.920

¥35.900



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥35.920

― 辞退

¥35.920

¥35.920

―

辞退入札

¥35.890 ○

入札条件により資格無し

辞退入札

―

¥35.920

入札条件により資格無し



３７

し尿処理施設　苛性ソーダ（２０％）購入

指名競争

¥35.930 （1㎏当たり）

¥34.800 （1㎏当たり）

1 株式会社バイオス

2 アクアテクノ株式会社

3 平成理研株式会社茨城営業所

4 東鉱商事株式会社本社営業部

5 冨士メンテナンス株式会社

6 環境テクノサービス株式会社

7 株式会社マルシェ薬品

8 東邦薬品株式会社茨城営業部

9 株式会社後藤商店

10 大成クリーン株式会社茨城営業所

11 株式会社プラントサービス

12 株式会社塚越産業筑西営業所

96.85%

摘要

落札率　B/A×100

入　札　番　号

指　名　業　者　名

入 札 年 月 日

¥35.500

落札者

¥35.600

契　約　方　式

東鉱商事株式会社本社営業部

入札価格

落札価格（Ｂ）

¥35.900

¥35.700

¥35.500

¥35.600

¥35.500

筑西広域市町村圏事務組合　環境センター内

入　札　件　名

施工又は納品箇所

予定価格（事前公表）（Ａ）

落　　札　　者

¥35.500

¥34.800 ○

¥35.500

¥35.900

平成30年3月23日

入札辞退



13 朝日テック株式会社

14 株式会社鹿島商会

15 筑宝産業株式会社

16 大和化成株式会社茨城営業所

17 カミマル株式会社下館支店

18 有限会社トミヤマ

19 常陽環整株式会社

20 有限会社昴商会

21 新日本化成株式会社つくば営業所

22 中山商事株式会社下館営業所 ¥35.000

入札条件により資格無し

¥35.900

入札条件により資格無し

入札条件により資格無し

¥35.000

¥35.900

辞退入札

辞退

―

¥35.900

―

―

―


