
◎＝落札者　

第　1　回

19,766,000 失格

19,853,222 失格

19,880,000 失格

19,883,000 失格

19,886,800 失格

19,905,000 失格

19,909,000 失格

19,972,000 失格

20,011,000 失格

20,037,000 失格

20,050,000 失格

20,061,500 失格

20,084,100 失格

◎ 20,096,600
20,100,000
20,100,800
20,102,000
20,109,800
20,111,000
20,118,400
20,124,000
20,126,500
20,130,000
20,138,000
20,138,000
20,142,000
21,495,000

入札予定額（円） 22,390,000
最低制限価格（円） 20,086,100

東 電 同 窓 電 気 株 式 会 社

株 式 会 社 平 岡 電 機 工 事

株 式 会 社 電 成 社

扶 桑 電 機 株 式 会 社

株 式 会 社 江 電 社

メ ル ビ ッ ク 電 工 株 式 会 社

栄 光 電 設 株 式 会 社

東 洋 電 装 株 式 会 社

午 前 9 時 10 分

横 森 電 気 工 業 株 式 会 社

三 沢 電 機 株 式 会 社

会 津 電 業 株 式 会 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

向 洋 電 機 土 木 株 式 会 社

日 章 電 気 工 事 株 式 会 社

有 限 会 社 エ ム エ ム 電 気 工 業

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 5 日

有 限 会 社 富 田 電 機

落札者

株 式 会 社 古 賀 電 気

株 式 会 社 神 奈 川 ケ イ テ ク ノ

窪 倉 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 五 常

東 鴨 居 中 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 新 川 電 気

協 栄 電 機 株 式 会 社

株 式 会 社 九 州 電 業 社

株 式 会 社 五 晃 電 気

有 限 会 社 電 協 社

業　　　者　　　名

愛 光 電 気 株 式 会 社

誠 友 テ ク ノ ス 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

20,263,500 失格

20,377,300 失格

20,377,300 失格

20,379,600 失格

20,380,000 失格

20,380,355 失格

20,405,000 失格

20,471,000 失格

20,540,440 失格

20,545,000 失格

20,550,000 失格

20,564,000 失格

20,565,900 失格

20,594,900 失格

◎ 20,605,100
20,610,000
20,619,000
20,628,000
20,629,700
20,632,000
20,634,300
20,637,200
20,644,000
20,645,000
20,655,900
21,573,000

入札予定額（円） 22,950,000
最低制限価格（円） 20,599,300

愛 光 電 気 株 式 会 社

メ ル ビ ッ ク 電 工 株 式 会 社

東 洋 電 装 株 式 会 社

株 式 会 社 江 電 社

扶 桑 電 機 株 式 会 社

栄 光 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 新 川 電 気

横 森 電 気 工 業 株 式 会 社

午 前 9 時 20 分

東 電 同 窓 電 気 株 式 会 社

向 洋 電 機 土 木 株 式 会 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

株 式 会 社 電 成 社

株 式 会 社 平 岡 電 機 工 事

株 式 会 社 古 賀 電 気

会 津 電 業 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 5 日

有 限 会 社 富 田 電 機

落札者

協 栄 電 機 株 式 会 社

株 式 会 社 神 奈 川 ケ イ テ ク ノ

窪 倉 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 五 常

上 寺 尾 小 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

ナ ト リ 電 設 株 式 会 社

有 限 会 社 電 協 社

株 式 会 社 五 晃 電 気

株 式 会 社 九 州 電 業 社

業　　　者　　　名

三 沢 電 機 株 式 会 社

誠 友 テ ク ノ ス 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

19,421,000 失格

19,509,700 失格

19,527,336 失格

19,538,000 失格

19,545,000 失格

19,549,000 失格

19,554,000 失格

19,554,000 失格

19,641,000 失格

19,664,500 失格

19,707,900 失格

19,722,000 失格

19,739,000 失格

◎ 19,760,000
19,760,500
19,765,000
19,765,000
19,775,000
19,781,500
19,783,000
19,810,000

入札予定額（円） 22,020,000
最低制限価格（円） 19,744,700

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

京 浜 電 設 株 式 会 社

メ ル ビ ッ ク 電 工 株 式 会 社

逗 子 電 設 株 式 会 社

午 前 9 時 30 分

株 式 会 社 横 浜 電 業

株 式 会 社 江 電 社

株 式 会 社 電 成 社

清 進 電 設 株 式 会 社

三 興 電 機 株 式 会 社

会 津 電 業 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 5 日

神 電 設 備 工 業 株 式 会 社

落札者

株 式 会 社 横 山 電 気 工 業

株 式 会 社 五 晃 電 気

有 限 会 社 富 田 電 機

有 限 会 社 電 協 社

常 盤 台 小 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

強 電 プ ラ ン ト 工 事 株 式 会 社

和 光 電 気 工 事 株 式 会 社

株 式 会 社 古 賀 電 気

株 式 会 社 九 州 電 業 社

業　　　者　　　名

株 式 会 社 太 洋 電 設

尾 鈴 電 気 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

19,016,000 失格

19,021,800 失格

19,075,580 失格

19,084,192 失格

19,093,000 失格

19,107,900 失格

19,110,000 失格

19,140,900 失格

19,144,000 失格

19,200,000 失格

19,204,000 失格

19,276,300 失格

19,280,000 失格

19,291,000 失格

19,299,000 失格

19,306,000 失格

19,313,000 失格

19,316,000 失格

19,321,000 失格

◎ 19,347,000
19,355,000

入札予定額（円） 21,530,000
最低制限価格（円） 19,344,200

尾 鈴 電 気 株 式 会 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

株 式 会 社 横 浜 電 業

東 電 同 窓 電 気 株 式 会 社

午 前 9 時 40 分

株 式 会 社 江 電 社

新 興 電 設 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 シ ン デ ン

三 沢 電 機 株 式 会 社

株 式 会 社 古 賀 電 気

日 章 電 気 工 事 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 5 日

有 限 会 社 富 田 電 機

落札者

株 式 会 社 横 山 電 気 工 業

中 央 電 器 住 設 株 式 会 社

神 電 設 備 工 業 株 式 会 社

会 津 電 業 株 式 会 社

谷 本 中 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

有 限 会 社 電 協 社

株 式 会 社 大 貫 電 興 社

和 光 電 気 工 事 株 式 会 社

株 式 会 社 九 州 電 業 社

業　　　者　　　名

大 口 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 太 洋 電 設



◎＝落札者　

第　1　回

17,394,000 失格

17,452,000 失格

17,462,000 失格

17,498,000 失格

17,533,000 失格

17,537,750 失格

◎ 17,669,000
17,680,000
17,694,800
17,698,000
17,713,000
17,726,000

入札予定額（円） 19,720,000
最低制限価格（円） 17,665,300

午 前 9 時 50 分

有 限 会 社 ケ ー ズ プ ラ ン ニ ン グ

山 正 電 気 工 事 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 5 日

株 式 会 社 九 州 電 業 社

落札者

協 栄 電 機 株 式 会 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

株 式 会 社 江 電 社

株 式 会 社 と ん ぼ 電 工

茅 ケ 崎 小 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

藤 澤 電 設 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 古 賀 電 気

浜 川 電 気 株 式 会 社

東 邦 電 設 株 式 会 社

業　　　者　　　名

東 洋 電 装 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

17,058,000
17,093,500
17,100,000
17,126,000
17,156,000
17,159,300
17,182,500
17,235,000
17,242,000
17,279,000
17,300,000
17,313,500
17,325,000
17,325,000
17,331,000

入札予定額（円）

最低制限価格（円）

業　　　者　　　名

相 信 工 業 株 式 会 社

落札者

株 式 会 社 ツ イ ン コ ム ネ ッ ト

大 冷 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 Ｅ Ｓ Ｃ

倉 田 小 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 須 田 電 気 商 会

株 式 会 社 古 賀 電 気

伸 陽 電 気 工 事 株 式 会 社

三 栄 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 江 電 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 5 日

株 式 会 社 九 州 電 業 社

株 式 会 社 美 友 電 機 サ ー ビ ス

有 限 会 社 信 栄 電 気 工 業

午 前 10 時 00 分

株 式 会 社 太 陽 シ ス テ ム

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

不調

株 式 会 社 神 奈 川 ケ イ テ ク ノ



◎＝落札者　

第　1　回

16,208,000 失格

16,209,000 失格

16,222,100 失格

16,232,000 失格

16,248,000 失格

16,249,500 失格

16,350,000 失格

16,391,000 失格

◎ 16,408,100
16,413,500
16,414,500
16,418,000
16,419,000
16,432,800
16,434,000
16,442,000

入札予定額（円） 18,330,000
最低制限価格（円） 16,403,500

境 木 小 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 九 州 電 業 社

株 式 会 社 斎 藤 電 気 商 会

株 式 会 社 古 賀 電 気

大 冷 工 業 株 式 会 社

業　　　者　　　名

株 式 会 社 江 電 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

平 成 26 年 6 月 5 日

島 田 電 気 株 式 会 社

落札者

株 式 会 社 須 田 電 気 商 会

親 和 電 設 株 式 会 社

誠 友 テ ク ノ ス 株 式 会 社

株 式 会 社 Ｅ Ｓ Ｃ

午 前 10 時 10 分

株 式 会 社 太 陽 シ ス テ ム

三 栄 電 設 株 式 会 社

東 洋 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 神 奈 川 ケ イ テ ク ノ

相 信 工 業 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）



◎＝落札者　

第　1　回

15,214,000 失格

15,650,000 失格

15,658,000 失格

15,662,500 失格

15,664,000 失格

15,664,300 失格

15,682,000 失格

15,687,500 失格

15,712,000 失格

15,712,500 失格

15,717,600 失格

15,726,000 失格

15,754,000 失格

15,765,500 失格

15,766,000 失格

15,770,900 失格

15,873,600 失格

15,880,000 失格

15,881,000 失格

15,884,000 失格

◎ 15,898,700
15,903,000
15,904,000
15,912,400
15,921,000

入札予定額（円） 17,760,000
最低制限価格（円） 15,895,900

東 洋 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 五 常

親 和 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 江 電 社

相 信 工 業 株 式 会 社

有 限 会 社 大 翔 電 設

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

午 前 10 時 20 分

有 限 会 社 信 栄 電 気 工 業

大 冷 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 ヘ ル ツ

誠 友 テ ク ノ ス 株 式 会 社

株 式 会 社 ツ イ ン コ ム ネ ッ ト

株 式 会 社 浜 電 気

株 式 会 社 美 友 電 機 サ ー ビ ス

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 5 日

永 泰 電 設 株 式 会 社

落札者

株 式 会 社 斎 藤 電 気 商 会

有 限 会 社 真 柄 電 気

三 栄 電 設 株 式 会 社

伸 陽 電 気 工 事 株 式 会 社

汲 沢 小 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 九 州 電 業 社

株 式 会 社 協 栄 電 設

藤 電 設 工 業 株 式 会 社

島 田 電 気 株 式 会 社

業　　　者　　　名

株 式 会 社 古 賀 電 気

株 式 会 社 花 方 電 設



◎＝落札者　

第　1　回

16,275,000 失格

16,275,400 失格

16,283,900 失格

16,284,000 失格

16,293,000 失格

16,302,400 失格

16,317,000 失格

16,337,360 失格

16,340,000 失格

16,385,000 失格

16,449,600 失格

16,464,000 失格

16,480,000 失格

16,483,000 失格

16,491,000 失格

16,497,000 失格

16,507,000 失格

◎ 16,514,800
16,750,000

入札予定額（円） 18,400,000
最低制限価格（円） 16,512,000

横 森 電 気 工 業 株 式 会 社

逗 子 電 設 株 式 会 社

午 前 10 時 30 分

株 式 会 社 電 成 社

メ ル ビ ッ ク 電 工 株 式 会 社

京 浜 電 設 株 式 会 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

株 式 会 社 日 動 電 設

株 式 会 社 五 晃 電 気

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 5 日

株 式 会 社 九 州 電 業 社

落札者

株 式 会 社 キ ャ ッ ト

ナ ト リ 電 設 株 式 会 社

三 興 電 機 株 式 会 社

強 電 プ ラ ン ト 工 事 株 式 会 社

左 近 山 中 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

有 限 会 社 竣 光 電 設

株 式 会 社 コ ス モ

妙 光 電 機 株 式 会 社

株 式 会 社 古 賀 電 気

業　　　者　　　名

株 式 会 社 江 電 社

清 進 電 設 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

14,737,000 失格

14,754,950 失格

14,757,600 失格

14,796,300 失格

14,814,000 失格

14,849,000 失格

14,895,000 失格

14,908,000 失格

14,941,800 失格

14,981,000 失格

14,991,900 失格

14,998,300 失格

15,005,000 失格

15,007,000 失格

15,015,800 失格

15,017,000 失格

15,019,800 失格

15,022,300 失格

◎ 15,041,000

辞退

辞退

入札予定額（円） 16,770,000
最低制限価格（円） 15,032,900

三 栄 電 設 株 式 会 社

栄 光 電 設 株 式 会 社

相 信 工 業 株 式 会 社

向 洋 電 機 土 木 株 式 会 社

午 前 10 時 40 分

東 洋 電 設 株 式 会 社

熊 沢 電 気 株 式 会 社

平 野 電 気 株 式 会 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

有 限 会 社 エ ム エ ム 電 気 工 業

株 式 会 社 秀 栄

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 5 日

株 式 会 社 九 州 電 業 社

落札者

株 式 会 社 古 賀 電 気

大 冷 工 業 株 式 会 社

親 和 電 設 株 式 会 社

誠 友 テ ク ノ ス 株 式 会 社

名 瀬 小 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

有 限 会 社 真 柄 電 気

株 式 会 社 斎 藤 電 気 商 会

フ ジ 電 工 株 式 会 社

島 田 電 気 株 式 会 社

業　　　者　　　名

株 式 会 社 平 岡 電 機 工 事

株 式 会 社 江 電 社



◎＝落札者　

第　1　回

14,832,000 失格

14,996,000 失格

15,018,000 失格

15,030,000 失格

15,046,100 失格

15,090,000 失格

15,106,000 失格

15,142,000 失格

15,151,500 失格

15,238,000 失格

◎ 15,250,000
15,251,000
15,269,000
15,278,000
15,282,900
15,294,820
15,335,000
16,400,000

入札予定額（円） 17,060,000
最低制限価格（円） 15,244,800

末 廣 電 気 株 式 会 社

午 前 10 時 50 分

山 正 電 気 工 事 株 式 会 社

株 式 会 社 ア イ キ ン 電 機 工 業

東 洋 電 装 株 式 会 社

株 式 会 社 共 拓 社

株 式 会 社 古 賀 電 気

Ｊ Ｆ Ｅ テ ク ノ ス 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 5 日

藤 澤 電 設 工 業 株 式 会 社

落札者

向 栄 電 気 工 業 株 式 会 社

東 邦 電 設 株 式 会 社

浜 川 電 気 株 式 会 社

窪 倉 電 設 株 式 会 社

矢 向 中 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 九 州 電 業 社

弘 電 工 株 式 会 社

小 保 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社

三 由 工 業 株 式 会 社

業　　　者　　　名

株 式 会 社 江 電 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

14,715,000 無効

14,961,000 失格

14,986,400 失格

15,003,000 失格

15,018,000 失格

15,037,800 失格

15,072,000 失格

15,080,000 失格

15,095,000 失格

15,122,000 失格

15,122,600 失格

15,197,300 失格

15,220,000 失格

15,224,000 失格

15,234,000 失格

15,237,000 失格

15,242,000 失格

◎ 15,250,900
15,258,000
15,270,000

入札予定額（円） 17,030,000
最低制限価格（円） 15,243,100

有 限 会 社 大 翔 電 設

三 沢 電 機 株 式 会 社

東 電 同 窓 電 気 株 式 会 社

午 前 11 時 00 分

株 式 会 社 シ ン デ ン

新 興 電 設 工 業 株 式 会 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

株 式 会 社 江 電 社

宇 田 川 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 花 方 電 設

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 5 日

永 泰 電 設 株 式 会 社

落札者

中 央 電 器 住 設 株 式 会 社

株 式 会 社 古 賀 電 気

株 式 会 社 興 友 社

株 式 会 社 ヘ ル ツ

小 坪 小 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 九 州 電 業 社

株 式 会 社 協 栄 電 設

株 式 会 社 浜 電 気

藤 電 設 工 業 株 式 会 社

業　　　者　　　名

愛 光 電 気 株 式 会 社

株 式 会 社 五 常



◎＝落札者　

第　1　回

14,503,800 失格

14,558,000 失格

14,564,900 失格

14,606,455 失格

14,614,800 失格

14,614,800 失格

14,618,000 失格

14,630,000 失格

14,639,500 失格

14,664,450 失格

14,670,000 失格

14,672,800 失格

14,712,500 失格

14,712,500 失格

14,734,000 失格

14,790,000 失格

14,792,000 失格

14,800,000 失格

◎ 14,819,300
14,825,000
14,839,800
14,857,000
14,858,000

入札予定額（円） 16,570,000
最低制限価格（円） 14,805,700

新 石 川 小 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 九 州 電 業 社

神 電 設 備 工 業 株 式 会 社

和 光 電 気 工 事 株 式 会 社

有 限 会 社 竣 光 電 設

業　　　者　　　名

株 式 会 社 横 山 電 気 工 業

株 式 会 社 大 貫 電 興 社

平 成 26 年 6 月 5 日

株 式 会 社 キ ャ ッ ト

落札者

株 式 会 社 コ ス モ

有 限 会 社 富 田 電 機

会 津 電 業 株 式 会 社

株 式 会 社 古 賀 電 気

午 前 11 時 10 分

株 式 会 社 横 浜 電 業

日 章 電 気 工 事 株 式 会 社

妙 光 電 機 株 式 会 社

株 式 会 社 江 電 社

ナ ト リ 電 設 株 式 会 社

有 限 会 社 電 協 社

株 式 会 社 日 動 電 設

入札額（消費税を除く）（円）

株 式 会 社 太 洋 電 設

大 口 電 設 株 式 会 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

横 森 電 気 工 業 株 式 会 社

尾 鈴 電 気 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

13,495,000 失格

13,560,000 失格

13,636,000 失格

13,656,720 失格

13,667,195 失格

13,675,500 失格

13,690,000 失格

13,705,000 失格

13,745,000 失格

13,760,000 失格

13,766,000 失格

13,773,000 失格

13,774,900 失格

13,783,000 失格

13,787,200 失格

◎ 13,792,000
14,200,000

辞退

入札予定額（円） 15,400,000
最低制限価格（円） 13,788,500

有 限 会 社 ケ ー ズ プ ラ ン ニ ン グ

午 前 11 時 20 分

京 浜 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 と ん ぼ 電 工

逗 子 電 設 株 式 会 社

メ ル ビ ッ ク 電 工 株 式 会 社

三 興 電 機 株 式 会 社

日 章 電 気 工 事 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 5 日

株 式 会 社 九 州 電 業 社

落札者

株 式 会 社 五 晃 電 気

株 式 会 社 江 電 社

清 進 電 設 株 式 会 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

荏 田 小 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

強 電 プ ラ ン ト 工 事 株 式 会 社

株 式 会 社 古 賀 電 気

株 式 会 社 大 貫 電 興 社

協 栄 電 機 株 式 会 社

業　　　者　　　名

株 式 会 社 電 成 社

大 口 電 設 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

13,868,000 失格

13,930,000 失格

13,946,300 失格

13,960,500 失格

13,961,000 失格

13,994,000 失格

14,010,000 失格

14,011,000 失格

14,046,900 失格

14,057,000 失格

14,057,000 失格

14,073,000 失格

14,140,000 失格

14,152,000 失格

14,155,000 失格

◎ 14,184,000
14,187,000
14,201,000
14,254,000

辞退

入札予定額（円） 15,830,000
最低制限価格（円） 14,175,900

永 泰 電 設 株 式 会 社

新 興 電 設 工 業 株 式 会 社

有 限 会 社 大 翔 電 設

午 前 11 時 30 分

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

三 沢 電 機 株 式 会 社

東 電 同 窓 電 気 株 式 会 社

株 式 会 社 シ ン デ ン

株 式 会 社 古 賀 電 気

愛 光 電 気 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

平 成 26 年 6 月 5 日

株 式 会 社 九 州 電 業 社

落札者

株 式 会 社 興 友 社

株 式 会 社 花 方 電 設

宇 田 川 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 ヘ ル ツ

上 大 岡 小 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 浜 電 気

株 式 会 社 協 栄 電 設

中 央 電 器 住 設 株 式 会 社

藤 電 設 工 業 株 式 会 社

業　　　者　　　名

株 式 会 社 江 電 社

株 式 会 社 五 常



◎＝落札者　

第　1　回

13,197,000 失格

13,298,000 失格

13,328,000 失格

13,381,000 失格

13,405,400 失格

13,434,000 失格

13,438,000 失格

13,441,000 失格

13,454,000 失格

13,479,000 失格

13,537,000 失格

13,547,000 失格

◎ 13,567,000
13,572,000
13,578,000
13,579,800
13,645,000
14,421,000
14,580,000

入札予定額（円） 15,180,000
最低制限価格（円） 13,559,100

篠 原 中 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 九 州 電 業 社

弘 電 工 株 式 会 社

小 保 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社

三 由 工 業 株 式 会 社

業　　　者　　　名

窪 倉 電 設 株 式 会 社

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

平 成 26 年 6 月 5 日

藤 澤 電 設 工 業 株 式 会 社

落札者

向 栄 電 気 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 古 賀 電 気

株 式 会 社 江 電 社

浜 川 電 気 株 式 会 社

午 前 11 時 40 分

株 式 会 社 共 拓 社

山 正 電 気 工 事 株 式 会 社

東 洋 電 装 株 式 会 社

扶 桑 電 機 株 式 会 社

Ｊ Ｆ Ｅ テ ク ノ ス 株 式 会 社

東 邦 電 設 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

株 式 会 社 ア イ キ ン 電 機 工 業

末 廣 電 気 株 式 会 社



◎＝落札者　

第　1　回

12,508,100 失格

12,697,000 失格

12,752,900 失格

12,801,500 失格

12,848,000 失格

12,848,000 失格

12,871,000 失格

12,885,000 失格

12,913,730 失格

12,914,000 失格

12,959,900 失格

12,961,000 失格

12,971,000 失格

◎ 12,973,300
12,984,900
12,990,000
13,011,000
13,214,500

辞退

入札予定額（円） 14,510,000
最低制限価格（円） 12,972,300

岡 村 小 学 校 教 室 等 照 明 設 備 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

株 式 会 社 九 州 電 業 社

フ ジ 電 工 株 式 会 社

株 式 会 社 須 田 電 気 商 会

株 式 会 社 古 賀 電 気

業　　　者　　　名

丸 子 電 気 工 事 株 式 会 社

熊 沢 電 気 株 式 会 社

平 成 26 年 6 月 5 日

株 式 会 社 秀 栄

落札者

有 限 会 社 エ ム エ ム 電 気 工 業

株 式 会 社 興 友 社

宇 田 川 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 平 岡 電 機 工 事

午 前 11 時 50 分

株 式 会 社 Ｅ Ｓ Ｃ

栄 光 電 設 株 式 会 社

株 式 会 社 太 陽 シ ス テ ム

平 野 電 気 株 式 会 社

株 式 会 社 江 電 社

愛 光 電 気 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）

株 式 会 社 ジ ェ イ ・ テ ィ ー ・ エ ヌ

向 洋 電 機 土 木 株 式 会 社


	2040
	公示用

	260605kekka
	2041
	公示用

	2042
	公示用

	2043
	公示用

	2044
	公示用

	2045
	公示用

	2046
	公示用

	2047
	公示用

	2048
	公示用

	2049
	公示用

	2050
	公示用

	2051
	公示用

	2052
	公示用

	2053
	公示用

	2054
	公示用

	2055
	公示用

	2056
	公示用




調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2046

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										境木小学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										戸塚区平戸三丁目４８番１号

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$18,330,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						中区内、戸塚区内又は泉区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（有）リバーストン														・		（株）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				10		時 ジ		10		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2046

		工事件名 コウジケンメイ										境木小学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												境木小学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2046						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				10		時 ジ		10		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												18,330,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										16								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		中、戸塚、泉																				担当　 タントウ		清水 シミズ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		B				相信工業　株式会社																																								戸塚区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								2																						中						Ａ																														中、戸塚、泉、表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								3																						戸塚						Ｂ																														戸塚、泉、表彰者、

		B				島田電気　株式会社																																								泉区								4																						泉																																				泉、表彰者、

		A				株式会社　神奈川ケイテクノ																																								中区								5																						表彰者																																				表彰者、

		B				株式会社　ＥＳＣ																																								中区								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		B				親和電設　株式会社																																								泉区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								8																						0																																				0

		B				三栄電設　株式会社																																								戸塚区								9																						0																																				0

		B				誠友テクノス　株式会社																																								泉区								10																						0																																				0

		B				株式会社　須田電気商会																																								中区								11																						0																																				0

		B				株式会社　太陽システム																																								中区								12																						0																																				0

		B				大冷工業　株式会社																																								戸塚区								13																						0																																				0

		B				株式会社　斎藤電気商会																																								泉区								14																						0																																				0

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								15																						0																																				0

		B				東洋電設　株式会社																																								泉区								16																						0																																				0

		0																																												0								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		境木小学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		相信工業　株式会社		戸塚区		B								16408100

		2		株式会社　古賀電気		南区		B								16232000

		3		株式会社　江電社		鶴見区		A								16418000

		4		島田電気　株式会社		泉区		B								16208000

		5		株式会社　神奈川ケイテクノ		中区		A								16350000

		6		株式会社　ＥＳＣ		中区		B								16414500

		7		親和電設　株式会社		泉区		B								16391000

		8		株式会社　九州電業社		南区		B								16209000

		9		三栄電設　株式会社		戸塚区		B								16442000

		10		誠友テクノス　株式会社		泉区		B								16413500

		11		株式会社　須田電気商会		中区		B								16249500

		12		株式会社　太陽システム		中区		B								16434000

		13		大冷工業　株式会社		戸塚区		B								16248000

		14		株式会社　斎藤電気商会		泉区		B								16222100

		15		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								16419000

		16		東洋電設　株式会社		泉区		B								16432800

		17		0		0		0								0

		18		0		0		0								0

		19		0		0		0								0

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2046

		工事名 コウジメイ				境木小学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前10時10分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		相信工業　株式会社

				2		株式会社　古賀電気

				3		株式会社　江電社

				4		島田電気　株式会社

				5		株式会社　神奈川ケイテクノ

				6		株式会社　ＥＳＣ

				7		親和電設　株式会社

				8		株式会社　九州電業社

				9		三栄電設　株式会社

				10		誠友テクノス　株式会社

				11		株式会社　須田電気商会

				12		株式会社　太陽システム

				13		大冷工業　株式会社

				14		株式会社　斎藤電気商会

				15		丸子電気工事　株式会社

				16		東洋電設　株式会社

				17		0

				18		0

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2046																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														境木小学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												18,330,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		境木小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				島田電気　株式会社						16,208,000		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社						16,209,000		失格 シッカク

				株式会社　斎藤電気商会						16,222,100		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						16,232,000		失格 シッカク

				大冷工業　株式会社						16,248,000		失格 シッカク

				株式会社　須田電気商会						16,249,500		失格 シッカク

				株式会社　神奈川ケイテクノ						16,350,000		失格 シッカク

				親和電設　株式会社						16,391,000		失格 シッカク

				相信工業　株式会社				◎		16,408,100

				誠友テクノス　株式会社						16,413,500

				株式会社　ＥＳＣ						16,414,500

				株式会社　江電社						16,418,000

				丸子電気工事　株式会社						16,419,000

				東洋電設　株式会社						16,432,800

				株式会社　太陽システム						16,434,000

				三栄電設　株式会社						16,442,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		18,330,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		16,403,500





公示用

		

		境木小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前10時10分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				島田電気　株式会社																																				16,208,000		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社																																				16,209,000		失格 シッカク

				株式会社　斎藤電気商会																																				16,222,100		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				16,232,000		失格 シッカク

				大冷工業　株式会社																																				16,248,000		失格 シッカク

				株式会社　須田電気商会																																				16,249,500		失格 シッカク

				株式会社　神奈川ケイテクノ																																				16,350,000		失格 シッカク

				親和電設　株式会社																																				16,391,000		失格 シッカク

				相信工業　株式会社																																		◎		16,408,100

				誠友テクノス　株式会社																																				16,413,500

				株式会社　ＥＳＣ																																				16,414,500

				株式会社　江電社																																				16,418,000

				丸子電気工事　株式会社																																				16,419,000

				東洋電設　株式会社																																				16,432,800

				株式会社　太陽システム																																				16,434,000

				三栄電設　株式会社																																				16,442,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		18,330,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		16,403,500





Sheet2

		

				境木小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				相信工業　株式会社				◎		16,408,100		0

		2				誠友テクノス　株式会社				0		16,413,500		0

		3				株式会社　ＥＳＣ				0		16,414,500		0

		4				株式会社　江電社				0		16,418,000		0

		5				丸子電気工事　株式会社				0		16,419,000		0

		6				東洋電設　株式会社				0		16,432,800		0

		7				株式会社　太陽システム				0		16,434,000		0

		8				三栄電設　株式会社				0		16,442,000		0

		9				島田電気　株式会社				0		16,208,000		失格

		10				株式会社　九州電業社				0		16,209,000		失格

		11				株式会社　斎藤電気商会				0		16,222,100		失格

		12				株式会社　古賀電気				0		16,232,000		失格

		13				大冷工業　株式会社				0		16,248,000		失格

		14				株式会社　須田電気商会				0		16,249,500		失格

		15				株式会社　神奈川ケイテクノ				0		16,350,000		失格

		16				親和電設　株式会社				0		16,391,000		失格

		17				0				0		0		0

		18				0				0		0		0

		19				0				0		0		0

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		18,330,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		16,403,500





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2046

		件　　　名 ケンメイ						境木小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				清水

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		相信工業　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2046

		件　　　名 ケンメイ						境木小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		17,720,748														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,312,648												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				清水

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		相信工業　株式会社

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2046

						2				件名 ケンメイ																				境木小学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2046

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										境木小学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		契約の ケイヤク										相信工業　株式会社																								代表取締役　　土谷　貴彦 ダイヒョウトリシマリヤクツチヤタカヒコ

		相手方 アイテカタ

														17,720,748

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前10時10分										業者数 ギョウシャスウ										16						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,312,648

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																相信工業　株式会社

																								$16,408,100

																								$17,720,748

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								中、戸塚、泉





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		島田電気　株式会社		16,208,000

		株式会社　九州電業社		16,209,000

		株式会社　斎藤電気商会		16,222,100

		株式会社　古賀電気		16,232,000

		大冷工業　株式会社		16,248,000

		株式会社　須田電気商会		16,249,500

		株式会社　神奈川ケイテクノ		16,350,000

		親和電設　株式会社		16,391,000

		相信工業　株式会社		16,408,100

		誠友テクノス　株式会社		16,413,500

		株式会社　ＥＳＣ		16,414,500

		株式会社　江電社		16,418,000

		丸子電気工事　株式会社		16,419,000

		東洋電設　株式会社		16,432,800

		株式会社　太陽システム		16,434,000

		三栄電設　株式会社		16,442,000
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		0		入札予定額（円）

		0		最低制限価格（円）
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		0		0
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		0		0

		0		0
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		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2052

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										新石川小学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										青葉区新石川三丁目１２番地１

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$16,570,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						保土ケ谷区内、旭区内、緑区内又は青葉区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										東洋製図工業（株）														・		（株）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				11		時 ジ		10		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2052

		工事件名 コウジケンメイ										新石川小学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												新石川小学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2052						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				11		時 ジ		10		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												16,570,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										23								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		保土ケ谷、旭、緑、青葉																				担当　 タントウ		出原 イデハラ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		B				株式会社　太洋電設																																								保土ケ谷区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				株式会社　大貫電興社																																								青葉区								2																						保土ケ谷						Ａ																														保土ケ谷、旭、緑、青葉、表彰者、

		B				大口電設　株式会社																																								青葉区								3																						旭						Ｂ																														旭、緑、青葉、表彰者、

		B				神電設備工業　株式会社																																								保土ケ谷区								4																						緑																																				緑、青葉、表彰者、

		B				有限会社　竣光電設																																								旭区								5																						青葉																																				青葉、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								6																						表彰者								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		A				株式会社　横山電気工業																																								保土ケ谷区								8																						0																																				0

		A				ナトリ電設　株式会社																																								緑区								9																						0																																				0

		B				株式会社　キャット カブシキカイシャ																																								旭区								10																						0																																				0

		A				有限会社　富田電機																																								保土ケ谷区								11																						0																																				0

		B				和光電気工事　株式会社																																								保土ケ谷区								12																						0																																				0

		B				妙光電機　株式会社																																								旭区								13																						0																																				0

		B				日章電気工事　株式会社																																								青葉区								14																						0																																				0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								15																						0																																				0

		A				尾鈴電気　株式会社																																								保土ケ谷区								16																						0																																				0

		A				株式会社　横浜電業																																								保土ケ谷区								17

		B				株式会社　日動電設																																								緑区								18

		B				有限会社　電協社																																								保土ケ谷区								19

		A				会津電業　株式会社																																								保土ケ谷区								20

		B				株式会社　コスモ																																								旭区								21

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								22

		A				横森電気工業　株式会社																																								旭区								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		新石川小学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		株式会社　太洋電設		保土ケ谷区		B								14800000

		2		株式会社　大貫電興社		青葉区		B								14712500

		3		大口電設　株式会社		青葉区		B								14819300

		4		神電設備工業　株式会社		保土ケ谷区		B								14564900

		5		有限会社　竣光電設		旭区		B								14614800

		6		株式会社　古賀電気		南区		B								14670000

		7		株式会社　江電社		鶴見区		A								14792000

		8		株式会社　横山電気工業		保土ケ谷区		A								14672800

		9		ナトリ電設　株式会社		緑区		A								14712500

		10		株式会社　キャット		旭区		B								14503800

		11		有限会社　富田電機		保土ケ谷区		A								14630000

		12		和光電気工事　株式会社		保土ケ谷区		B								14606455

		13		妙光電機　株式会社		旭区		B								14790000

		14		日章電気工事　株式会社		青葉区		B								14734000

		15		株式会社　九州電業社		南区		B								14558000

		16		尾鈴電気　株式会社		保土ケ谷区		A								14857000

		17		株式会社　横浜電業		保土ケ谷区		A								14858000

		18		株式会社　日動電設		緑区		B								14639500

		19		有限会社　電協社		保土ケ谷区		B								14618000

		20		会津電業　株式会社		保土ケ谷区		A								14664450

		21		株式会社　コスモ		旭区		B								14614800

		22		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								14825000

		23		横森電気工業　株式会社		旭区		A								14839800

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2052

		工事名 コウジメイ				新石川小学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前11時10分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		株式会社　太洋電設

				2		株式会社　大貫電興社

				3		大口電設　株式会社

				4		神電設備工業　株式会社

				5		有限会社　竣光電設

				6		株式会社　古賀電気

				7		株式会社　江電社

				8		株式会社　横山電気工業

				9		ナトリ電設　株式会社

				10		株式会社　キャット

				11		有限会社　富田電機

				12		和光電気工事　株式会社

				13		妙光電機　株式会社

				14		日章電気工事　株式会社

				15		株式会社　九州電業社

				16		尾鈴電気　株式会社

				17		株式会社　横浜電業

				18		株式会社　日動電設

				19		有限会社　電協社

				20		会津電業　株式会社

				21		株式会社　コスモ

				22		丸子電気工事　株式会社

				23		横森電気工業　株式会社

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2052																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														新石川小学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												16,570,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		新石川小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				株式会社　キャット						14,503,800		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社						14,558,000		失格 シッカク

				神電設備工業　株式会社						14,564,900		失格 シッカク

				和光電気工事　株式会社						14,606,455		失格 シッカク

				有限会社　竣光電設						14,614,800		失格 シッカク

				株式会社　コスモ						14,614,800		失格 シッカク

				有限会社　電協社						14,618,000		失格 シッカク

				有限会社　富田電機						14,630,000		失格 シッカク

				株式会社　日動電設						14,639,500		失格 シッカク

				会津電業　株式会社						14,664,450		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						14,670,000		失格 シッカク

				株式会社　横山電気工業						14,672,800		失格 シッカク

				株式会社　大貫電興社						14,712,500		失格 シッカク

				ナトリ電設　株式会社						14,712,500		失格 シッカク

				日章電気工事　株式会社						14,734,000		失格 シッカク

				妙光電機　株式会社						14,790,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社						14,792,000		失格 シッカク

				株式会社　太洋電設						14,800,000		失格 シッカク

				大口電設　株式会社				◎		14,819,300

				丸子電気工事　株式会社						14,825,000

				横森電気工業　株式会社						14,839,800

				尾鈴電気　株式会社						14,857,000

				株式会社　横浜電業						14,858,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		16,570,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,805,700





公示用

		

		新石川小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前11時10分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				株式会社　キャット																																				14,503,800		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社																																				14,558,000		失格 シッカク

				神電設備工業　株式会社																																				14,564,900		失格 シッカク

				和光電気工事　株式会社																																				14,606,455		失格 シッカク

				有限会社　竣光電設																																				14,614,800		失格 シッカク

				株式会社　コスモ																																				14,614,800		失格 シッカク

				有限会社　電協社																																				14,618,000		失格 シッカク

				有限会社　富田電機																																				14,630,000		失格 シッカク

				株式会社　日動電設																																				14,639,500		失格 シッカク

				会津電業　株式会社																																				14,664,450		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				14,670,000		失格 シッカク

				株式会社　横山電気工業																																				14,672,800		失格 シッカク

				株式会社　大貫電興社																																				14,712,500		失格 シッカク

				ナトリ電設　株式会社																																				14,712,500		失格 シッカク

				日章電気工事　株式会社																																				14,734,000		失格 シッカク

				妙光電機　株式会社																																				14,790,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				14,792,000		失格 シッカク

				株式会社　太洋電設																																				14,800,000		失格 シッカク

				大口電設　株式会社																																		◎		14,819,300

				丸子電気工事　株式会社																																				14,825,000

				横森電気工業　株式会社																																				14,839,800

				尾鈴電気　株式会社																																				14,857,000

				株式会社　横浜電業																																				14,858,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		16,570,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,805,700





Sheet2

		

				新石川小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				大口電設　株式会社				◎		14,819,300		0

		2				丸子電気工事　株式会社				0		14,825,000		0

		3				横森電気工業　株式会社				0		14,839,800		0

		4				尾鈴電気　株式会社				0		14,857,000		0

		5				株式会社　横浜電業				0		14,858,000		0

		6				株式会社　キャット				0		14,503,800		失格

		7				株式会社　九州電業社				0		14,558,000		失格

		8				神電設備工業　株式会社				0		14,564,900		失格

		9				和光電気工事　株式会社				0		14,606,455		失格

		10				有限会社　竣光電設				0		14,614,800		失格

		11				株式会社　コスモ				0		14,614,800		失格

		12				有限会社　電協社				0		14,618,000		失格

		13				有限会社　富田電機				0		14,630,000		失格

		14				株式会社　日動電設				0		14,639,500		失格

		15				会津電業　株式会社				0		14,664,450		失格

		16				株式会社　古賀電気				0		14,670,000		失格

		17				株式会社　横山電気工業				0		14,672,800		失格

		18				株式会社　大貫電興社				0		14,712,500		失格

		19				ナトリ電設　株式会社				0		14,712,500		失格

		20				日章電気工事　株式会社				0		14,734,000		失格

		21				妙光電機　株式会社				0		14,790,000		失格

		22				株式会社　江電社				0		14,792,000		失格

		23				株式会社　太洋電設				0		14,800,000		失格

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		16,570,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,805,700





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2052

		件　　　名 ケンメイ						新石川小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				出原

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		大口電設　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2052

		件　　　名 ケンメイ						新石川小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		16,004,844														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,185,544												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				出原

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		大口電設　株式会社

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2052

						2				件名 ケンメイ																				新石川小学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2052

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										新石川小学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		契約の ケイヤク										大口電設　株式会社																								代表取締役　　大口　憲明 ダイヒョウトリシマリヤクオオグチノリアキ

		相手方 アイテカタ

														16,004,844

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前11時10分										業者数 ギョウシャスウ										23						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,185,544

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																大口電設　株式会社

																								$14,819,300

																								$16,004,844

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								保土ケ谷、旭、緑、青葉





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		株式会社　キャット		14,503,800

		株式会社　九州電業社		14,558,000

		神電設備工業　株式会社		14,564,900

		和光電気工事　株式会社		14,606,455

		有限会社　竣光電設		14,614,800

		株式会社　コスモ		14,614,800

		有限会社　電協社		14,618,000

		有限会社　富田電機		14,630,000

		株式会社　日動電設		14,639,500

		会津電業　株式会社		14,664,450

		株式会社　古賀電気		14,670,000

		株式会社　横山電気工業		14,672,800

		株式会社　大貫電興社		14,712,500

		ナトリ電設　株式会社		14,712,500

		日章電気工事　株式会社		14,734,000

		妙光電機　株式会社		14,790,000

		株式会社　江電社		14,792,000

		株式会社　太洋電設		14,800,000

		大口電設　株式会社		14,819,300

		丸子電気工事　株式会社		14,825,000

		横森電気工業　株式会社		14,839,800

		尾鈴電気　株式会社		14,857,000

		株式会社　横浜電業		14,858,000
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		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		入札予定額（円）

		0		最低制限価格（円）

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0






調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2054

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										上大岡小学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										港南区上大岡東三丁目１１番１号

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$15,830,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						西区内、港南区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										オリエント（株）														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				11		時 ジ		30		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2054

		工事件名 コウジケンメイ										上大岡小学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												上大岡小学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2054						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				11		時 ジ		30		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												15,830,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										20								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		西、港南、磯子、金沢																				担当　 タントウ		清水 シミズ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		A				愛光電気　株式会社																																								磯子区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				株式会社　ヘルツ																																								港南区								2																						西						Ａ																														西、港南、磯子、金沢、表彰者、

		B				中央電器住設　株式会社																																								西区								3																						港南						Ｂ																														港南、磯子、金沢、表彰者、

		B				株式会社　協栄電設																																								港南区								4																						磯子																																				磯子、金沢、表彰者、

		B				株式会社　花方電設																																								金沢区								5																						金沢																																				金沢、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								6																						表彰者								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		B				有限会社　大翔電設																																								金沢区								8																						0																																				0

		B				株式会社　浜電気																																								港南区								9																						0																																				0

		A				三沢電機　株式会社																																								西区								10																						0																																				0

		B				株式会社　五常																																								金沢区								11																						0																																				0

		B				藤電設工業　株式会社																																								金沢区								12																						0																																				0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								13																						0																																				0

		A				永泰電設　株式会社																																								港南区								14																						0																																				0

		A				新興電設工業　株式会社																																								西区								15																						0																																				0

		A				株式会社　シンデン																																								西区								16																						0																																				0

		A				東電同窓電気　株式会社																																								西区								17

		B				株式会社　興友社																																								磯子区								18

		B				宇田川電設　株式会社																																								磯子区								19

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		上大岡小学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		愛光電気　株式会社		磯子区		A								14046900

		2		株式会社　ヘルツ		港南区		B								14057000

		3		中央電器住設　株式会社		西区		B								13960500

		4		株式会社　協栄電設		港南区		B								13946300

		5		株式会社　花方電設		金沢区		B								14011000

		6		株式会社　古賀電気		南区		B								14010000

		7		株式会社　江電社		鶴見区		A								14073000

		8		有限会社　大翔電設		金沢区		B								0

		9		株式会社　浜電気		港南区		B								13930000

		10		三沢電機　株式会社		西区		A								14184000

		11		株式会社　五常		金沢区		B								14140000

		12		藤電設工業　株式会社		金沢区		B								13961000

		13		株式会社　九州電業社		南区		B								13868000

		14		永泰電設　株式会社		港南区		A								14201000

		15		新興電設工業　株式会社		西区		A								14254000

		16		株式会社　シンデン		西区		A								14152000

		17		東電同窓電気　株式会社		西区		A								14187000

		18		株式会社　興友社		磯子区		B								13994000

		19		宇田川電設　株式会社		磯子区		B								14057000

		20		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								14155000

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2054

		工事名 コウジメイ				上大岡小学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前11時30分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		愛光電気　株式会社

				2		株式会社　ヘルツ

				3		中央電器住設　株式会社

				4		株式会社　協栄電設

				5		株式会社　花方電設

				6		株式会社　古賀電気

				7		株式会社　江電社

				8		有限会社　大翔電設

				9		株式会社　浜電気

				10		三沢電機　株式会社

				11		株式会社　五常

				12		藤電設工業　株式会社

				13		株式会社　九州電業社

				14		永泰電設　株式会社

				15		新興電設工業　株式会社

				16		株式会社　シンデン

				17		東電同窓電気　株式会社

				18		株式会社　興友社

				19		宇田川電設　株式会社

				20		丸子電気工事　株式会社

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2054																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														上大岡小学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												15,830,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		上大岡小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				株式会社　九州電業社						13,868,000		失格 シッカク

				株式会社　浜電気						13,930,000		失格 シッカク

				株式会社　協栄電設						13,946,300		失格 シッカク

				中央電器住設　株式会社						13,960,500		失格 シッカク

				藤電設工業　株式会社						13,961,000		失格 シッカク

				株式会社　興友社						13,994,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						14,010,000		失格 シッカク

				株式会社　花方電設						14,011,000		失格 シッカク

				愛光電気　株式会社						14,046,900		失格 シッカク

				宇田川電設　株式会社						14,057,000		失格 シッカク

				株式会社　ヘルツ						14,057,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社						14,073,000		失格 シッカク

				株式会社　五常						14,140,000		失格 シッカク

				株式会社　シンデン						14,152,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社						14,155,000		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社				◎		14,184,000

				東電同窓電気　株式会社						14,187,000

				永泰電設　株式会社						14,201,000

				新興電設工業　株式会社						14,254,000

				有限会社　大翔電設								辞退 ジタイ

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		15,830,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,175,900





公示用

		

		上大岡小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前11時30分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				株式会社　九州電業社																																				13,868,000		失格 シッカク

				株式会社　浜電気																																				13,930,000		失格 シッカク

				株式会社　協栄電設																																				13,946,300		失格 シッカク

				中央電器住設　株式会社																																				13,960,500		失格 シッカク

				藤電設工業　株式会社																																				13,961,000		失格 シッカク

				株式会社　興友社																																				13,994,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				14,010,000		失格 シッカク

				株式会社　花方電設																																				14,011,000		失格 シッカク

				愛光電気　株式会社																																				14,046,900		失格 シッカク

				宇田川電設　株式会社																																				14,057,000		失格 シッカク

				株式会社　ヘルツ																																				14,057,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				14,073,000		失格 シッカク

				株式会社　五常																																				14,140,000		失格 シッカク

				株式会社　シンデン																																				14,152,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社																																				14,155,000		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社																																		◎		14,184,000

				東電同窓電気　株式会社																																				14,187,000

				永泰電設　株式会社																																				14,201,000

				新興電設工業　株式会社																																				14,254,000

				有限会社　大翔電設																																						辞退 ジタイ

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		15,830,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,175,900





Sheet2

		

				上大岡小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				三沢電機　株式会社				◎		14,184,000		0

		2				東電同窓電気　株式会社				0		14,187,000		0

		3				永泰電設　株式会社				0		14,201,000		0

		4				新興電設工業　株式会社				0		14,254,000		0

		5				株式会社　九州電業社				0		13,868,000		失格

		6				株式会社　浜電気				0		13,930,000		失格

		7				株式会社　協栄電設				0		13,946,300		失格

		8				中央電器住設　株式会社				0		13,960,500		失格

		9				藤電設工業　株式会社				0		13,961,000		失格

		10				株式会社　興友社				0		13,994,000		失格

		11				株式会社　古賀電気				0		14,010,000		失格

		12				株式会社　花方電設				0		14,011,000		失格

		13				愛光電気　株式会社				0		14,046,900		失格

		14				宇田川電設　株式会社				0		14,057,000		失格

		15				株式会社　ヘルツ				0		14,057,000		失格

		16				株式会社　江電社				0		14,073,000		失格

		17				株式会社　五常				0		14,140,000		失格

		18				株式会社　シンデン				0		14,152,000		失格

		19				丸子電気工事　株式会社				0		14,155,000		失格

		20				有限会社　大翔電設				0		0		辞退

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		15,830,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		14,175,900





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2054

		件　　　名 ケンメイ						上大岡小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				清水

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		三沢電機　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2054

		件　　　名 ケンメイ						上大岡小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		15,318,720														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,134,720												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				清水

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		三沢電機　株式会社

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2054

						2				件名 ケンメイ																				上大岡小学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2054

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										上大岡小学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		契約の ケイヤク										三沢電機　株式会社																								代表取締役　　三澤　　隆 ダイヒョウトリシマリヤクミサワタカシ

		相手方 アイテカタ

														15,318,720

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前11時30分										業者数 ギョウシャスウ										20						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,134,720

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																三沢電機　株式会社

																								$14,184,000

																								$15,318,720

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								西、港南、磯子、金沢





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		株式会社　九州電業社		13,868,000

		株式会社　浜電気		13,930,000

		株式会社　協栄電設		13,946,300

		中央電器住設　株式会社		13,960,500

		藤電設工業　株式会社		13,961,000

		株式会社　興友社		13,994,000

		株式会社　古賀電気		14,010,000

		株式会社　花方電設		14,011,000

		愛光電気　株式会社		14,046,900

		宇田川電設　株式会社		14,057,000

		株式会社　ヘルツ		14,057,000

		株式会社　江電社		14,073,000

		株式会社　五常		14,140,000

		株式会社　シンデン		14,152,000

		丸子電気工事　株式会社		14,155,000

		三沢電機　株式会社		14,184,000

		東電同窓電気　株式会社		14,187,000

		永泰電設　株式会社		14,201,000

		新興電設工業　株式会社		14,254,000

		有限会社　大翔電設		0
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2041

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										上寺尾小学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										鶴見区馬場三丁目２１番２１号

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$22,950,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						なし

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						次の（1）又は(2)のいずれかの入札参加資格を満たす者
　(1)  横浜型地域貢献企業であること。
        (横浜型地域貢献企業として認定されている者）
　(2)  平成24・25年度（公財）横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰
　　　受賞者

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										関東コピー（株）														・		東洋製図工業（株）

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				9		時 ジ		20		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												上寺尾小学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2041						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				9		時 ジ		20		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												22,950,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										26								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		市内全区																				担当　 タントウ		小司 コツカサ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		A				愛光電気　株式会社																																								磯子区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		A				窪倉電設　株式会社																																								港北区								2																						0						Ａ																														0

		A				扶桑電機　株式会社																																								港北区								3																						0						Ｂ																														0

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								4																						0																																				0

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								5																						0																																				0

		A				株式会社　神奈川ケイテクノ																																								中区								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		A				ナトリ電設　株式会社 デンセツカブシキカイシャ																																								緑区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		A				向洋電機土木　株式会社 コウヨウデンキドボクカブシキカイシャ																																								南区								8																						0																																				0

		A				有限会社　富田電機 ユウゲンカイシャトミタデンキ																																								保土ケ谷区								9																						0																																				0

		B				株式会社　五晃電気																																								神奈川区								10																						0																																				0

		A				三沢電機　株式会社																																								西区								11																						0																																				0

		B				株式会社　五常																																								金沢区								12																						0																																				0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								13																						0																																				0

		B				株式会社　平岡電機工事																																								南区								14																						0																																				0

		A				株式会社　新川電気																																								鶴見区								15																						0																																				0

		A				栄光電設　株式会社																																								南区								16																						0																																				0

		B				誠友テクノス　株式会社																																								泉区								17

		A				株式会社　電成社																																								神奈川区								18

		B				協栄電機　株式会社																																								都筑区								19

		A				メルビック電工　株式会社																																								神奈川区								20

		A				東電同窓電気　株式会社																																								西区								21

		A				東洋電装　株式会社																																								鶴見区								22

		B				有限会社　電協社																																								保土ケ谷区								23

		A				会津電業　株式会社																																								保土ケ谷区								24

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								25

		A				横森電気工業　株式会社																																								旭区								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		上寺尾小学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		愛光電気　株式会社		磯子区		A								20655900

		2		窪倉電設　株式会社		港北区		A								20545000

		3		扶桑電機　株式会社		港北区		A								20634300

		4		株式会社　古賀電気		南区		B								20405000

		5		株式会社　江電社		鶴見区		A								20632000

		6		株式会社　神奈川ケイテクノ		中区		A								20471000

		7		ナトリ電設　株式会社		緑区		A								20377300

		8		向洋電機土木　株式会社		南区		A								20605100

		9		有限会社　富田電機		保土ケ谷区		A								20263500

		10		株式会社　五晃電気		神奈川区		B								20379600

		11		三沢電機　株式会社		西区		A								20564000

		12		株式会社　五常		金沢区		B								20550000

		13		株式会社　九州電業社		南区		B								20380000

		14		株式会社　平岡電機工事		南区		B								20594900

		15		株式会社　新川電気		鶴見区		A								21573000

		16		栄光電設　株式会社		南区		A								20645000

		17		誠友テクノス　株式会社		泉区		B								20565900

		18		株式会社　電成社		神奈川区		A								20619000

		19		協栄電機　株式会社		都筑区		B								20380355

		20		メルビック電工　株式会社		神奈川区		A								20628000

		21		東電同窓電気　株式会社		西区		A								20644000

		22		東洋電装　株式会社		鶴見区		A								20629700

		23		有限会社　電協社		保土ケ谷区		B								20377300

		24		会津電業　株式会社		保土ケ谷区		A								20540440

		25		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								20610000

		26		横森電気工業　株式会社		旭区		A								20637200

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2041

		工事名 コウジメイ				上寺尾小学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前9時20分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		愛光電気　株式会社

				2		窪倉電設　株式会社

				3		扶桑電機　株式会社

				4		株式会社　古賀電気

				5		株式会社　江電社

				6		株式会社　神奈川ケイテクノ

				7		ナトリ電設　株式会社

				8		向洋電機土木　株式会社

				9		有限会社　富田電機

				10		株式会社　五晃電気

				11		三沢電機　株式会社

				12		株式会社　五常

				13		株式会社　九州電業社

				14		株式会社　平岡電機工事

				15		株式会社　新川電気

				16		栄光電設　株式会社

				17		誠友テクノス　株式会社

				18		株式会社　電成社

				19		協栄電機　株式会社

				20		メルビック電工　株式会社

				21		東電同窓電気　株式会社

				22		東洋電装　株式会社

				23		有限会社　電協社

				24		会津電業　株式会社

				25		丸子電気工事　株式会社

				26		横森電気工業　株式会社

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2041																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														上寺尾小学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												22,950,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		上寺尾小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				有限会社　富田電機						20,263,500		失格 シッカク

				ナトリ電設　株式会社						20,377,300		失格 シッカク

				有限会社　電協社						20,377,300		失格 シッカク

				株式会社　五晃電気						20,379,600		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社						20,380,000		失格 シッカク

				協栄電機　株式会社						20,380,355		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						20,405,000		失格 シッカク

				株式会社　神奈川ケイテクノ						20,471,000		失格 シッカク

				会津電業　株式会社						20,540,440		失格 シッカク

				窪倉電設　株式会社						20,545,000		失格 シッカク

				株式会社　五常						20,550,000		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社						20,564,000		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社						20,565,900		失格 シッカク

				株式会社　平岡電機工事						20,594,900		失格 シッカク

				向洋電機土木　株式会社				◎		20,605,100

				丸子電気工事　株式会社						20,610,000

				株式会社　電成社						20,619,000

				メルビック電工　株式会社						20,628,000

				東洋電装　株式会社						20,629,700

				株式会社　江電社						20,632,000

				扶桑電機　株式会社						20,634,300

				横森電気工業　株式会社						20,637,200

				東電同窓電気　株式会社						20,644,000

				栄光電設　株式会社						20,645,000

				愛光電気　株式会社						20,655,900

				株式会社　新川電気						21,573,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		22,950,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,599,300





公示用

		

		上寺尾小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前9時20分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				有限会社　富田電機																																				20,263,500		失格 シッカク

				ナトリ電設　株式会社																																				20,377,300		失格 シッカク

				有限会社　電協社																																				20,377,300		失格 シッカク

				株式会社　五晃電気																																				20,379,600		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社																																				20,380,000		失格 シッカク

				協栄電機　株式会社																																				20,380,355		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				20,405,000		失格 シッカク

				株式会社　神奈川ケイテクノ																																				20,471,000		失格 シッカク

				会津電業　株式会社																																				20,540,440		失格 シッカク

				窪倉電設　株式会社																																				20,545,000		失格 シッカク

				株式会社　五常																																				20,550,000		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社																																				20,564,000		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社																																				20,565,900		失格 シッカク

				株式会社　平岡電機工事																																				20,594,900		失格 シッカク

				向洋電機土木　株式会社																																		◎		20,605,100

				丸子電気工事　株式会社																																				20,610,000

				株式会社　電成社																																				20,619,000

				メルビック電工　株式会社																																				20,628,000

				東洋電装　株式会社																																				20,629,700

				株式会社　江電社																																				20,632,000

				扶桑電機　株式会社																																				20,634,300

				横森電気工業　株式会社																																				20,637,200

				東電同窓電気　株式会社																																				20,644,000

				栄光電設　株式会社																																				20,645,000

				愛光電気　株式会社																																				20,655,900

				株式会社　新川電気																																				21,573,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		22,950,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,599,300





Sheet2

		

		上寺尾小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				向洋電機土木　株式会社				◎		20,605,100

				丸子電気工事　株式会社						20,610,000

				株式会社　電成社						20,619,000

				メルビック電工　株式会社						20,628,000

				東洋電装　株式会社						20,629,700

				株式会社　江電社						20,632,000

				扶桑電機　株式会社						20,634,300

				横森電気工業　株式会社						20,637,200

				東電同窓電気　株式会社						20,644,000

				栄光電設　株式会社						20,645,000

				愛光電気　株式会社						20,655,900

				株式会社　新川電気						21,573,000

				有限会社　富田電機						20,263,500		失格 シッカク

				ナトリ電設　株式会社						20,377,300		失格 シッカク

				有限会社　電協社						20,377,300		失格 シッカク

				株式会社　五晃電気						20,379,600		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社						20,380,000		失格 シッカク

				協栄電機　株式会社						20,380,355		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						20,405,000		失格 シッカク

				株式会社　神奈川ケイテクノ						20,471,000		失格 シッカク

				会津電業　株式会社						20,540,440		失格 シッカク

				窪倉電設　株式会社						20,545,000		失格 シッカク

				株式会社　五常						20,550,000		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社						20,564,000		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社						20,565,900		失格 シッカク

				株式会社　平岡電機工事						20,594,900		失格 シッカク

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		22,950,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,599,300





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2041

		件　　　名 ケンメイ						上寺尾小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				小司

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		向洋電機土木　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2041

		件　　　名 ケンメイ						上寺尾小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		22,253,508														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,648,408												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				小司

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		向洋電機土木　株式会社

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2041

						2				件名 ケンメイ																				上寺尾小学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2041

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										上寺尾小学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		契約の ケイヤク										向洋電機土木　株式会社																								代表取締役　　倉澤　雅彦 ダイヒョウトリシマリヤククラサワマサヒコ

		相手方 アイテカタ

														22,253,508

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前9時20分										業者数 ギョウシャスウ										26						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,648,408

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																向洋電機土木　株式会社

																								$20,605,100

																								$22,253,508

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								市内全区





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		有限会社　富田電機		20,263,500

		ナトリ電設　株式会社		20,377,300

		有限会社　電協社		20,377,300

		株式会社　五晃電気		20,379,600

		株式会社　九州電業社		20,380,000

		協栄電機　株式会社		20,380,355

		株式会社　古賀電気		20,405,000

		株式会社　神奈川ケイテクノ		20,471,000

		会津電業　株式会社		20,540,440

		窪倉電設　株式会社		20,545,000

		株式会社　五常		20,550,000

		三沢電機　株式会社		20,564,000

		誠友テクノス　株式会社		20,565,900

		株式会社　平岡電機工事		20,594,900

		向洋電機土木　株式会社		20,605,100

		丸子電気工事　株式会社		20,610,000

		株式会社　電成社		20,619,000

		メルビック電工　株式会社		20,628,000

		東洋電装　株式会社		20,629,700

		株式会社　江電社		20,632,000

		扶桑電機　株式会社		20,634,300

		横森電気工業　株式会社		20,637,200

		東電同窓電気　株式会社		20,644,000

		栄光電設　株式会社		20,645,000

		愛光電気　株式会社		20,655,900

		株式会社　新川電気		21,573,000

		栄光電設　株式会社		20,645,000

		愛光電気　株式会社		20,655,900

		株式会社　新川電気		21,573,000
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2043

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										谷本中学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										青葉区梅が丘５番地

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$21,530,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						西区内、保土ケ谷区内又は青葉区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										関東コピー（株）														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				9		時 ジ		40		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2043

		工事件名 コウジケンメイ										谷本中学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												谷本中学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2043						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				9		時 ジ		40		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												21,530,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										21								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		西、保土ケ谷、青葉																				担当　 タントウ		出原 イデハラ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		B				株式会社　太洋電設																																								保土ケ谷区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				中央電器住設　株式会社																																								西区								2																						西						Ａ																														西、保土ケ谷、青葉、表彰者、

		B				大口電設　株式会社																																								青葉区								3																						保土ケ谷						Ｂ																														保土ケ谷、青葉、表彰者、

		B				神電設備工業　株式会社																																								保土ケ谷区								4																						青葉																																				青葉、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								5																						表彰者																																				表彰者、

		B				株式会社　大貫電興社 カオオヌキデンキョウシャ																																								青葉区								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		A				株式会社　横山電気工業																																								保土ケ谷区								8																						0																																				0

		A				有限会社　富田電機																																								保土ケ谷区								9																						0																																				0

		B				和光電気工事　株式会社																																								保土ケ谷区								10																						0																																				0

		B				日章電気工事　株式会社																																								青葉区								11																						0																																				0

		A				三沢電機　株式会社																																								西区								12																						0																																				0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								13																						0																																				0

		A				尾鈴電気　株式会社																																								保土ケ谷区								14																						0																																				0

		A				株式会社　横浜電業																																								保土ケ谷区								15																						0																																				0

		A				新興電設工業　株式会社																																								西区								16																						0																																				0

		A				株式会社　シンデン																																								西区								17

		A				東電同窓電気　株式会社																																								西区								18

		B				有限会社　電協社																																								保土ケ谷区								19

		A				会津電業　株式会社																																								保土ケ谷区								20

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		谷本中学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		株式会社　太洋電設		保土ケ谷区		B								19280000

		2		中央電器住設　株式会社		西区		B								19140900

		3		大口電設　株式会社		青葉区		B								19276300

		4		神電設備工業　株式会社		保土ケ谷区		B								19200000

		5		株式会社　古賀電気		南区		B								19110000

		6		株式会社　大貫電興社		青葉区		B								19075580

		7		株式会社　江電社		鶴見区		A								19299000

		8		株式会社　横山電気工業		保土ケ谷区		A								19107900

		9		有限会社　富田電機		保土ケ谷区		A								19016000

		10		和光電気工事　株式会社		保土ケ谷区		B								19084192

		11		日章電気工事　株式会社		青葉区		B								19144000

		12		三沢電機　株式会社		西区		A								19291000

		13		株式会社　九州電業社		南区		B								19093000

		14		尾鈴電気　株式会社		保土ケ谷区		A								19316000

		15		株式会社　横浜電業		保土ケ谷区		A								19347000

		16		新興電設工業　株式会社		西区		A								19306000

		17		株式会社　シンデン		西区		A								19313000

		18		東電同窓電気　株式会社		西区		A								19355000

		19		有限会社　電協社		保土ケ谷区		B								19021800

		20		会津電業　株式会社		保土ケ谷区		A								19204000

		21		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								19321000

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2043

		工事名 コウジメイ				谷本中学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前9時40分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		株式会社　太洋電設

				2		中央電器住設　株式会社

				3		大口電設　株式会社

				4		神電設備工業　株式会社

				5		株式会社　古賀電気

				6		株式会社　大貫電興社

				7		株式会社　江電社

				8		株式会社　横山電気工業

				9		有限会社　富田電機

				10		和光電気工事　株式会社

				11		日章電気工事　株式会社

				12		三沢電機　株式会社

				13		株式会社　九州電業社

				14		尾鈴電気　株式会社

				15		株式会社　横浜電業

				16		新興電設工業　株式会社

				17		株式会社　シンデン

				18		東電同窓電気　株式会社

				19		有限会社　電協社

				20		会津電業　株式会社

				21		丸子電気工事　株式会社

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2043																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														谷本中学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												21,530,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		谷本中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				有限会社　富田電機						19,016,000		失格 シッカク

				有限会社　電協社						19,021,800		失格 シッカク

				株式会社　大貫電興社						19,075,580		失格 シッカク

				和光電気工事　株式会社						19,084,192		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社						19,093,000		失格 シッカク

				株式会社　横山電気工業						19,107,900		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						19,110,000		失格 シッカク

				中央電器住設　株式会社						19,140,900		失格 シッカク

				日章電気工事　株式会社						19,144,000		失格 シッカク

				神電設備工業　株式会社						19,200,000		失格 シッカク

				会津電業　株式会社						19,204,000		失格 シッカク

				大口電設　株式会社						19,276,300		失格 シッカク

				株式会社　太洋電設						19,280,000		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社						19,291,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社						19,299,000		失格 シッカク

				新興電設工業　株式会社						19,306,000		失格 シッカク

				株式会社　シンデン						19,313,000		失格 シッカク

				尾鈴電気　株式会社						19,316,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社						19,321,000		失格 シッカク

				株式会社　横浜電業				◎		19,347,000

				東電同窓電気　株式会社						19,355,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		21,530,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,344,200





公示用

		

		谷本中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前9時40分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				有限会社　富田電機																																				19,016,000		失格 シッカク

				有限会社　電協社																																				19,021,800		失格 シッカク

				株式会社　大貫電興社																																				19,075,580		失格 シッカク

				和光電気工事　株式会社																																				19,084,192		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社																																				19,093,000		失格 シッカク

				株式会社　横山電気工業																																				19,107,900		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				19,110,000		失格 シッカク

				中央電器住設　株式会社																																				19,140,900		失格 シッカク

				日章電気工事　株式会社																																				19,144,000		失格 シッカク

				神電設備工業　株式会社																																				19,200,000		失格 シッカク

				会津電業　株式会社																																				19,204,000		失格 シッカク

				大口電設　株式会社																																				19,276,300		失格 シッカク

				株式会社　太洋電設																																				19,280,000		失格 シッカク

				三沢電機　株式会社																																				19,291,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				19,299,000		失格 シッカク

				新興電設工業　株式会社																																				19,306,000		失格 シッカク

				株式会社　シンデン																																				19,313,000		失格 シッカク

				尾鈴電気　株式会社																																				19,316,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社																																				19,321,000		失格 シッカク

				株式会社　横浜電業																																		◎		19,347,000

				東電同窓電気　株式会社																																				19,355,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		21,530,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,344,200





Sheet2

		

				谷本中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				株式会社　横浜電業				◎		19,347,000		0

		2				東電同窓電気　株式会社				0		19,355,000		0

		3				有限会社　富田電機				0		19,016,000		失格

		4				有限会社　電協社				0		19,021,800		失格

		5				株式会社　大貫電興社				0		19,075,580		失格

		6				和光電気工事　株式会社				0		19,084,192		失格

		7				株式会社　九州電業社				0		19,093,000		失格

		8				株式会社　横山電気工業				0		19,107,900		失格

		9				株式会社　古賀電気				0		19,110,000		失格

		10				中央電器住設　株式会社				0		19,140,900		失格

		11				日章電気工事　株式会社				0		19,144,000		失格

		12				神電設備工業　株式会社				0		19,200,000		失格

		13				会津電業　株式会社				0		19,204,000		失格

		14				大口電設　株式会社				0		19,276,300		失格

		15				株式会社　太洋電設				0		19,280,000		失格

		16				三沢電機　株式会社				0		19,291,000		失格

		17				株式会社　江電社				0		19,299,000		失格

		18				新興電設工業　株式会社				0		19,306,000		失格

		19				株式会社　シンデン				0		19,313,000		失格

		20				尾鈴電気　株式会社				0		19,316,000		失格

		21				丸子電気工事　株式会社				0		19,321,000		失格

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		21,530,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,344,200





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2043

		件　　　名 ケンメイ						谷本中学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				出原

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		株式会社　横浜電業														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2043

		件　　　名 ケンメイ						谷本中学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		20,894,760														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,547,760												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				出原

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		株式会社　横浜電業

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2043

						2				件名 ケンメイ																				谷本中学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2043

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										谷本中学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		契約の ケイヤク										株式会社　横浜電業																								代表取締役　　中村　恵三 ダイヒョウトリシマリヤクナカムラケイゾウ

		相手方 アイテカタ

														20,894,760

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前9時40分										業者数 ギョウシャスウ										21						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,547,760

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																株式会社　横浜電業

																								$19,347,000

																								$20,894,760

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								西、保土ケ谷、青葉





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		有限会社　富田電機		19,016,000

		有限会社　電協社		19,021,800

		株式会社　大貫電興社		19,075,580

		和光電気工事　株式会社		19,084,192

		株式会社　九州電業社		19,093,000

		株式会社　横山電気工業		19,107,900

		株式会社　古賀電気		19,110,000

		中央電器住設　株式会社		19,140,900

		日章電気工事　株式会社		19,144,000

		神電設備工業　株式会社		19,200,000

		会津電業　株式会社		19,204,000

		大口電設　株式会社		19,276,300

		株式会社　太洋電設		19,280,000

		三沢電機　株式会社		19,291,000

		株式会社　江電社		19,299,000

		新興電設工業　株式会社		19,306,000

		株式会社　シンデン		19,313,000

		尾鈴電気　株式会社		19,316,000

		丸子電気工事　株式会社		19,321,000

		株式会社　横浜電業		19,347,000

		東電同窓電気　株式会社		19,355,000
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2047

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										汲沢小学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										戸塚区汲沢三丁目６番１号

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$17,760,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						港南区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（有）リバーストン														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				10		時 ジ		20		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2047

		工事件名 コウジケンメイ										汲沢小学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												汲沢小学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2047						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				10		時 ジ		20		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												17,760,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										25								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		港南、金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷																				担当　 タントウ		真部 マナベ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		B				株式会社　ツインコムネット																																								瀬谷区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				有限会社　真柄電気																																								栄区								2																						港南						Ａ																														港南、金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				有限会社　信栄電気工業																																								瀬谷区								3																						金沢						Ｂ																														金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　ヘルツ																																								港南区								4																						戸塚																																				戸塚、栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　協栄電設																																								港南区								5																						栄																																				栄、泉、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　花方電設																																								金沢区								6																						泉								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												泉、瀬谷、表彰者、

		B				相信工業　株式会社																																								戸塚区								7																						瀬谷								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								8																						表彰者																																				表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								9																						0																																				0

		B				島田電気　株式会社																																								泉区								10																						0																																				0

		B				有限会社　大翔電設 ユウゲンカイシャオオショウデンセツ																																								金沢区								11																						0																																				0

		B				株式会社　浜電気 カブシキカイシャハマデンキ																																								港南区								12																						0																																				0

		B				株式会社　五常																																								金沢区								13																						0																																				0

		B				藤電設工業　株式会社																																								金沢区								14																						0																																				0

		B				親和電設　株式会社																																								泉区								15																						0																																				0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								16																						0																																				0

		A				永泰電設　株式会社																																								港南区								17

		B				三栄電設　株式会社																																								戸塚区								18

		B				誠友テクノス　株式会社																																								泉区								19

		A				伸陽電気工事　株式会社																																								瀬谷区								20

		B				大冷工業　株式会社																																								戸塚区								21

		B				株式会社　斎藤電気商会																																								泉区								22

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								23

		A				株式会社　美友電機サービス																																								瀬谷区								24

		B				東洋電設　株式会社																																								泉区								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		汲沢小学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		株式会社　ツインコムネット		瀬谷区		B								15765500

		2		有限会社　真柄電気		栄区		B								15687500

		3		有限会社　信栄電気工業		瀬谷区		B								15904000

		4		株式会社　ヘルツ		港南区		B								15770900

		5		株式会社　協栄電設		港南区		B								15658000

		6		株式会社　花方電設		金沢区		B								15754000

		7		相信工業　株式会社		戸塚区		B								15898700

		8		株式会社　古賀電気		南区		B								15726000

		9		株式会社　江電社		鶴見区		A								15884000

		10		島田電気　株式会社		泉区		B								15664000

		11		有限会社　大翔電設		金沢区		B								15912400

		12		株式会社　浜電気		港南区		B								15682000

		13		株式会社　五常		金沢区		B								15880000

		14		藤電設工業　株式会社		金沢区		B								15662500

		15		親和電設　株式会社		泉区		B								15881000

		16		株式会社　九州電業社		南区		B								15650000

		17		永泰電設　株式会社		港南区		A								15214000

		18		三栄電設　株式会社		戸塚区		B								15712500

		19		誠友テクノス　株式会社		泉区		B								15873600

		20		伸陽電気工事　株式会社		瀬谷区		A								15717600

		21		大冷工業　株式会社		戸塚区		B								15766000

		22		株式会社　斎藤電気商会		泉区		B								15664300

		23		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								15903000

		24		株式会社　美友電機サービス		瀬谷区		A								15712000

		25		東洋電設　株式会社		泉区		B								15921000

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2047

		工事名 コウジメイ				汲沢小学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前10時20分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		株式会社　ツインコムネット

				2		有限会社　真柄電気

				3		有限会社　信栄電気工業

				4		株式会社　ヘルツ

				5		株式会社　協栄電設

				6		株式会社　花方電設

				7		相信工業　株式会社

				8		株式会社　古賀電気

				9		株式会社　江電社

				10		島田電気　株式会社

				11		有限会社　大翔電設

				12		株式会社　浜電気

				13		株式会社　五常

				14		藤電設工業　株式会社

				15		親和電設　株式会社

				16		株式会社　九州電業社

				17		永泰電設　株式会社

				18		三栄電設　株式会社

				19		誠友テクノス　株式会社

				20		伸陽電気工事　株式会社

				21		大冷工業　株式会社

				22		株式会社　斎藤電気商会

				23		丸子電気工事　株式会社

				24		株式会社　美友電機サービス

				25		東洋電設　株式会社

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2047																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														汲沢小学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												17,760,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		汲沢小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				永泰電設　株式会社						15,214,000		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社						15,650,000		失格 シッカク

				株式会社　協栄電設						15,658,000		失格 シッカク

				藤電設工業　株式会社						15,662,500		失格 シッカク

				島田電気　株式会社						15,664,000		失格 シッカク

				株式会社　斎藤電気商会						15,664,300		失格 シッカク

				株式会社　浜電気						15,682,000		失格 シッカク

				有限会社　真柄電気						15,687,500		失格 シッカク

				株式会社　美友電機サービス						15,712,000		失格 シッカク

				三栄電設　株式会社						15,712,500		失格 シッカク

				伸陽電気工事　株式会社						15,717,600		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						15,726,000		失格 シッカク

				株式会社　花方電設						15,754,000		失格 シッカク

				株式会社　ツインコムネット						15,765,500		失格 シッカク

				大冷工業　株式会社						15,766,000		失格 シッカク

				株式会社　ヘルツ						15,770,900		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社						15,873,600		失格 シッカク

				株式会社　五常						15,880,000		失格 シッカク

				親和電設　株式会社						15,881,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社						15,884,000		失格 シッカク

				相信工業　株式会社				◎		15,898,700

				丸子電気工事　株式会社						15,903,000

				有限会社　信栄電気工業						15,904,000

				有限会社　大翔電設						15,912,400

				東洋電設　株式会社						15,921,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		17,760,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,895,900





公示用

		

		汲沢小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前10時20分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				永泰電設　株式会社																																				15,214,000		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社																																				15,650,000		失格 シッカク

				株式会社　協栄電設																																				15,658,000		失格 シッカク

				藤電設工業　株式会社																																				15,662,500		失格 シッカク

				島田電気　株式会社																																				15,664,000		失格 シッカク

				株式会社　斎藤電気商会																																				15,664,300		失格 シッカク

				株式会社　浜電気																																				15,682,000		失格 シッカク

				有限会社　真柄電気																																				15,687,500		失格 シッカク

				株式会社　美友電機サービス																																				15,712,000		失格 シッカク

				三栄電設　株式会社																																				15,712,500		失格 シッカク

				伸陽電気工事　株式会社																																				15,717,600		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				15,726,000		失格 シッカク

				株式会社　花方電設																																				15,754,000		失格 シッカク

				株式会社　ツインコムネット																																				15,765,500		失格 シッカク

				大冷工業　株式会社																																				15,766,000		失格 シッカク

				株式会社　ヘルツ																																				15,770,900		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社																																				15,873,600		失格 シッカク

				株式会社　五常																																				15,880,000		失格 シッカク

				親和電設　株式会社																																				15,881,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				15,884,000		失格 シッカク

				相信工業　株式会社																																		◎		15,898,700

				丸子電気工事　株式会社																																				15,903,000

				有限会社　信栄電気工業																																				15,904,000

				有限会社　大翔電設																																				15,912,400

				東洋電設　株式会社																																				15,921,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		17,760,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,895,900





Sheet2

		

				汲沢小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				相信工業　株式会社				◎		15,898,700		0

		2				丸子電気工事　株式会社				0		15,903,000		0

		3				有限会社　信栄電気工業				0		15,904,000		0

		4				有限会社　大翔電設				0		15,912,400		0

		5				東洋電設　株式会社				0		15,921,000		0

		6				永泰電設　株式会社				0		15,214,000		失格

		7				株式会社　九州電業社				0		15,650,000		失格

		8				株式会社　協栄電設				0		15,658,000		失格

		9				藤電設工業　株式会社				0		15,662,500		失格

		10				島田電気　株式会社				0		15,664,000		失格

		11				株式会社　斎藤電気商会				0		15,664,300		失格

		12				株式会社　浜電気				0		15,682,000		失格

		13				有限会社　真柄電気				0		15,687,500		失格

		14				株式会社　美友電機サービス				0		15,712,000		失格

		15				三栄電設　株式会社				0		15,712,500		失格

		16				伸陽電気工事　株式会社				0		15,717,600		失格

		17				株式会社　古賀電気				0		15,726,000		失格

		18				株式会社　花方電設				0		15,754,000		失格

		19				株式会社　ツインコムネット				0		15,765,500		失格

		20				大冷工業　株式会社				0		15,766,000		失格

		21				株式会社　ヘルツ				0		15,770,900		失格

		22				誠友テクノス　株式会社				0		15,873,600		失格

		23				株式会社　五常				0		15,880,000		失格

		24				親和電設　株式会社				0		15,881,000		失格

		25				株式会社　江電社				0		15,884,000		失格

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		17,760,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,895,900





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2047

		件　　　名 ケンメイ						汲沢小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				真部

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		相信工業　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2047

		件　　　名 ケンメイ						汲沢小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		17,170,596														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,271,896												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				真部

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		相信工業　株式会社

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2047

						2				件名 ケンメイ																				汲沢小学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2047

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										汲沢小学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		契約の ケイヤク										相信工業　株式会社																								代表取締役　　土谷　貴彦 ダイヒョウトリシマリヤクツチヤタカヒコ

		相手方 アイテカタ

														17,170,596

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前10時20分										業者数 ギョウシャスウ										25						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,271,896

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																相信工業　株式会社

																								$15,898,700

																								$17,170,596

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								港南、金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		永泰電設　株式会社		15,214,000

		株式会社　九州電業社		15,650,000

		株式会社　協栄電設		15,658,000

		藤電設工業　株式会社		15,662,500

		島田電気　株式会社		15,664,000

		株式会社　斎藤電気商会		15,664,300

		株式会社　浜電気		15,682,000

		有限会社　真柄電気		15,687,500

		株式会社　美友電機サービス		15,712,000

		三栄電設　株式会社		15,712,500

		伸陽電気工事　株式会社		15,717,600

		株式会社　古賀電気		15,726,000

		株式会社　花方電設		15,754,000

		株式会社　ツインコムネット		15,765,500

		大冷工業　株式会社		15,766,000

		株式会社　ヘルツ		15,770,900

		誠友テクノス　株式会社		15,873,600

		株式会社　五常		15,880,000

		親和電設　株式会社		15,881,000

		株式会社　江電社		15,884,000

		相信工業　株式会社		15,898,700

		丸子電気工事　株式会社		15,903,000

		有限会社　信栄電気工業		15,904,000

		有限会社　大翔電設		15,912,400

		東洋電設　株式会社		15,921,000
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2049

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										名瀬小学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										戸塚区名瀬町７７６番地

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$16,770,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						南区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（有）リバーストン														・		（株）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				10		時 ジ		40		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2049

		工事件名 コウジケンメイ										名瀬小学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												名瀬小学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2049						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				10		時 ジ		40		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												16,770,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										21								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		南、戸塚、栄、泉																				担当　 タントウ		清水 シミズ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		B				平野電気　株式会社																																								南区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				有限会社　真柄電気																																								栄区								2																						南						Ａ																														南、戸塚、栄、泉、表彰者、

		B				熊沢電気　株式会社																																								南区								3																						戸塚						Ｂ																														戸塚、栄、泉、表彰者、

		B				有限会社　エムエム電気工業																																								南区								4																						栄																																				栄、泉、表彰者、

		B				相信工業　株式会社																																								戸塚区								5																						泉																																				泉、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								6																						表彰者								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		B				島田電気　株式会社																																								泉区								8																						0																																				0

		A				向洋電機土木　株式会社																																								南区								9																						0																																				0

		B				親和電設　株式会社																																								泉区								10																						0																																				0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								11																						0																																				0

		B				株式会社　平岡電機工事																																								南区								12																						0																																				0

		B				三栄電設　株式会社																																								戸塚区								13																						0																																				0

		A				栄光電設　株式会社																																								南区								14																						0																																				0

		B				誠友テクノス　株式会社																																								泉区								15																						0																																				0

		B				フジ電工　株式会社																																								南区								16																						0																																				0

		B				株式会社　秀栄																																								南区								17

		B				大冷工業　株式会社																																								戸塚区								18

		B				株式会社　斎藤電気商会																																								泉区								19

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								20

		B				東洋電設　株式会社																																								泉区								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		名瀬小学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		平野電気　株式会社		南区		B								15019800

		2		有限会社　真柄電気		栄区		B								14754950

		3		熊沢電気　株式会社		南区		B								15017000

		4		有限会社　エムエム電気工業		南区		B								14895000

		5		相信工業　株式会社		戸塚区		B								0

		6		株式会社　古賀電気		南区		B								14849000

		7		株式会社　江電社		鶴見区		A								15005000

		8		島田電気　株式会社		泉区		B								14814000

		9		向洋電機土木　株式会社		南区		A								0

		10		親和電設　株式会社		泉区		B								14981000

		11		株式会社　九州電業社		南区		B								14737000

		12		株式会社　平岡電機工事		南区		B								14998300

		13		三栄電設　株式会社		戸塚区		B								15022300

		14		栄光電設　株式会社		南区		A								15041000

		15		誠友テクノス　株式会社		泉区		B								14991900

		16		フジ電工　株式会社		南区		B								14796300

		17		株式会社　秀栄		南区		B								14941800

		18		大冷工業　株式会社		戸塚区		B								14908000

		19		株式会社　斎藤電気商会		泉区		B								14757600

		20		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								15007000

		21		東洋電設　株式会社		泉区		B								15015800

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2049

		工事名 コウジメイ				名瀬小学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前10時40分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		平野電気　株式会社

				2		有限会社　真柄電気

				3		熊沢電気　株式会社

				4		有限会社　エムエム電気工業

				5		相信工業　株式会社

				6		株式会社　古賀電気

				7		株式会社　江電社

				8		島田電気　株式会社

				9		向洋電機土木　株式会社

				10		親和電設　株式会社

				11		株式会社　九州電業社

				12		株式会社　平岡電機工事

				13		三栄電設　株式会社

				14		栄光電設　株式会社

				15		誠友テクノス　株式会社

				16		フジ電工　株式会社

				17		株式会社　秀栄

				18		大冷工業　株式会社

				19		株式会社　斎藤電気商会

				20		丸子電気工事　株式会社

				21		東洋電設　株式会社

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2049																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														名瀬小学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												16,770,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		名瀬小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				株式会社　九州電業社						14,737,000		失格 シッカク

				有限会社　真柄電気						14,754,950		失格 シッカク

				株式会社　斎藤電気商会						14,757,600		失格 シッカク

				フジ電工　株式会社						14,796,300		失格 シッカク

				島田電気　株式会社						14,814,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						14,849,000		失格 シッカク

				有限会社　エムエム電気工業						14,895,000		失格 シッカク

				大冷工業　株式会社						14,908,000		失格 シッカク

				株式会社　秀栄						14,941,800		失格 シッカク

				親和電設　株式会社						14,981,000		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社						14,991,900		失格 シッカク

				株式会社　平岡電機工事						14,998,300		失格 シッカク

				株式会社　江電社						15,005,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社						15,007,000		失格 シッカク

				東洋電設　株式会社						15,015,800		失格 シッカク

				熊沢電気　株式会社						15,017,000		失格 シッカク

				平野電気　株式会社						15,019,800		失格 シッカク

				三栄電設　株式会社						15,022,300		失格 シッカク

				栄光電設　株式会社				◎		15,041,000

				相信工業　株式会社								辞退 ジタイ

				向洋電機土木　株式会社								辞退 ジタイ

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		16,770,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,032,900





公示用

		

		名瀬小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前10時40分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				株式会社　九州電業社																																				14,737,000		失格 シッカク

				有限会社　真柄電気																																				14,754,950		失格 シッカク

				株式会社　斎藤電気商会																																				14,757,600		失格 シッカク

				フジ電工　株式会社																																				14,796,300		失格 シッカク

				島田電気　株式会社																																				14,814,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				14,849,000		失格 シッカク

				有限会社　エムエム電気工業																																				14,895,000		失格 シッカク

				大冷工業　株式会社																																				14,908,000		失格 シッカク

				株式会社　秀栄																																				14,941,800		失格 シッカク

				親和電設　株式会社																																				14,981,000		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社																																				14,991,900		失格 シッカク

				株式会社　平岡電機工事																																				14,998,300		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				15,005,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社																																				15,007,000		失格 シッカク

				東洋電設　株式会社																																				15,015,800		失格 シッカク

				熊沢電気　株式会社																																				15,017,000		失格 シッカク

				平野電気　株式会社																																				15,019,800		失格 シッカク

				三栄電設　株式会社																																				15,022,300		失格 シッカク

				栄光電設　株式会社																																		◎		15,041,000

				相信工業　株式会社																																						辞退 ジタイ

				向洋電機土木　株式会社																																						辞退 ジタイ

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		16,770,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,032,900





Sheet2

		

				名瀬小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				栄光電設　株式会社				◎		15,041,000		0

		2				株式会社　九州電業社				0		14,737,000		失格

		3				有限会社　真柄電気				0		14,754,950		失格

		4				株式会社　斎藤電気商会				0		14,757,600		失格

		5				フジ電工　株式会社				0		14,796,300		失格

		6				島田電気　株式会社				0		14,814,000		失格

		7				株式会社　古賀電気				0		14,849,000		失格

		8				有限会社　エムエム電気工業				0		14,895,000		失格

		9				大冷工業　株式会社				0		14,908,000		失格

		10				株式会社　秀栄				0		14,941,800		失格

		11				親和電設　株式会社				0		14,981,000		失格

		12				誠友テクノス　株式会社				0		14,991,900		失格

		13				株式会社　平岡電機工事				0		14,998,300		失格

		14				株式会社　江電社				0		15,005,000		失格

		15				丸子電気工事　株式会社				0		15,007,000		失格

		16				東洋電設　株式会社				0		15,015,800		失格

		17				熊沢電気　株式会社				0		15,017,000		失格

		18				平野電気　株式会社				0		15,019,800		失格

		19				三栄電設　株式会社				0		15,022,300		失格

		20				相信工業　株式会社				0		0		辞退

		21				向洋電機土木　株式会社				0		0		辞退

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		16,770,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,032,900





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2049

		件　　　名 ケンメイ						名瀬小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				清水

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		栄光電設　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2049

		件　　　名 ケンメイ						名瀬小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		16,244,280														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,203,280												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				清水

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		栄光電設　株式会社

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2049

						2				件名 ケンメイ																				名瀬小学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2049

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										名瀬小学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		契約の ケイヤク										栄光電設　株式会社																								代表取締役　　元木　　毅 ダイヒョウトリシマリヤクモトキツヨシ

		相手方 アイテカタ

														16,244,280

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前10時40分										業者数 ギョウシャスウ										21						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,203,280

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																栄光電設　株式会社

																								$15,041,000

																								$16,244,280

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								南、戸塚、栄、泉





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		株式会社　九州電業社		14,737,000

		有限会社　真柄電気		14,754,950

		株式会社　斎藤電気商会		14,757,600

		フジ電工　株式会社		14,796,300

		島田電気　株式会社		14,814,000

		株式会社　古賀電気		14,849,000

		有限会社　エムエム電気工業		14,895,000

		大冷工業　株式会社		14,908,000

		株式会社　秀栄		14,941,800

		親和電設　株式会社		14,981,000

		誠友テクノス　株式会社		14,991,900

		株式会社　平岡電機工事		14,998,300

		株式会社　江電社		15,005,000

		丸子電気工事　株式会社		15,007,000

		東洋電設　株式会社		15,015,800

		熊沢電気　株式会社		15,017,000

		平野電気　株式会社		15,019,800

		三栄電設　株式会社		15,022,300

		栄光電設　株式会社		15,041,000

		相信工業　株式会社		0

		向洋電機土木　株式会社		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		入札予定額（円）

		0		最低制限価格（円）

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0






調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2053

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										荏田小学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										都筑区荏田南町６９４番地

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$15,400,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						神奈川区内、都筑区内又は青葉区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										東洋製図工業（株）														・		（有）サン・アート

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				11		時 ジ		20		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2053

		工事件名 コウジケンメイ										荏田小学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												荏田小学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2053						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				11		時 ジ		20		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												15,400,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										18								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		神奈川、都筑、青葉																				担当　 タントウ		出原 イデハラ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		B				逗子電設　株式会社																																								神奈川区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				三興電機　株式会社																																								神奈川区								2																						神奈川						Ａ																														神奈川、都筑、青葉、表彰者、

		B				株式会社　大貫電興社																																								青葉区								3																						都筑						Ｂ																														都筑、青葉、表彰者、

		B				大口電設　株式会社																																								青葉区								4																						青葉																																				青葉、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								5																						表彰者																																				表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		B				株式会社　とんぼ電工																																								都筑区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		B				日章電気工事　株式会社																																								青葉区								8																						0																																				0

		B				強電プラント工事　株式会社																																								神奈川区								9																						0																																				0

		B				株式会社　五晃電気																																								神奈川区								10																						0																																				0

		A				京浜電設　株式会社																																								神奈川区								11																						0																																				0

		A				清進電設　株式会社																																								神奈川区								12																						0																																				0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								13																						0																																				0

		A				株式会社　電成社																																								神奈川区								14																						0																																				0

		B				有限会社　ケーズプランニング																																								都筑区								15																						0																																				0

		B				協栄電機　株式会社																																								都筑区								16																						0																																				0

		A				メルビック電工　株式会社																																								神奈川区								17

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		荏田小学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		逗子電設　株式会社		神奈川区		B								14200000

		2		三興電機　株式会社		神奈川区		B								13690000

		3		株式会社　大貫電興社		青葉区		B								13656720

		4		大口電設　株式会社		青葉区		B								13774900

		5		株式会社　古賀電気		南区		B								13636000

		6		株式会社　江電社		鶴見区		A								13705000

		7		株式会社　とんぼ電工		都筑区		B								13792000

		8		日章電気工事　株式会社		青葉区		B								13745000

		9		強電プラント工事　株式会社		神奈川区		B								13560000

		10		株式会社　五晃電気		神奈川区		B								13675500

		11		京浜電設　株式会社		神奈川区		A								13787200

		12		清進電設　株式会社		神奈川区		A								13760000

		13		株式会社　九州電業社		南区		B								13495000

		14		株式会社　電成社		神奈川区		A								13773000

		15		有限会社　ケーズプランニング		都筑区		B								0

		16		協栄電機　株式会社		都筑区		B								13667195

		17		メルビック電工　株式会社		神奈川区		A								13783000

		18		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								13766000

		19		0		0		0								0

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2053

		工事名 コウジメイ				荏田小学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前11時20分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		逗子電設　株式会社

				2		三興電機　株式会社

				3		株式会社　大貫電興社

				4		大口電設　株式会社

				5		株式会社　古賀電気

				6		株式会社　江電社

				7		株式会社　とんぼ電工

				8		日章電気工事　株式会社

				9		強電プラント工事　株式会社

				10		株式会社　五晃電気

				11		京浜電設　株式会社

				12		清進電設　株式会社

				13		株式会社　九州電業社

				14		株式会社　電成社

				15		有限会社　ケーズプランニング

				16		協栄電機　株式会社

				17		メルビック電工　株式会社

				18		丸子電気工事　株式会社

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2053																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														荏田小学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												15,400,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		荏田小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				株式会社　九州電業社						13,495,000		失格 シッカク

				強電プラント工事　株式会社						13,560,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						13,636,000		失格 シッカク

				株式会社　大貫電興社						13,656,720		失格 シッカク

				協栄電機　株式会社						13,667,195		失格 シッカク

				株式会社　五晃電気						13,675,500		失格 シッカク

				三興電機　株式会社						13,690,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社						13,705,000		失格 シッカク

				日章電気工事　株式会社						13,745,000		失格 シッカク

				清進電設　株式会社						13,760,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社						13,766,000		失格 シッカク

				株式会社　電成社						13,773,000		失格 シッカク

				大口電設　株式会社						13,774,900		失格 シッカク

				メルビック電工　株式会社						13,783,000		失格 シッカク

				京浜電設　株式会社						13,787,200		失格 シッカク

				株式会社　とんぼ電工				◎		13,792,000

				逗子電設　株式会社						14,200,000

				有限会社　ケーズプランニング								辞退 ジタイ

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		15,400,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		13,788,500





公示用

		

		荏田小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前11時20分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				株式会社　九州電業社																																				13,495,000		失格 シッカク

				強電プラント工事　株式会社																																				13,560,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				13,636,000		失格 シッカク

				株式会社　大貫電興社																																				13,656,720		失格 シッカク

				協栄電機　株式会社																																				13,667,195		失格 シッカク

				株式会社　五晃電気																																				13,675,500		失格 シッカク

				三興電機　株式会社																																				13,690,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				13,705,000		失格 シッカク

				日章電気工事　株式会社																																				13,745,000		失格 シッカク

				清進電設　株式会社																																				13,760,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社																																				13,766,000		失格 シッカク

				株式会社　電成社																																				13,773,000		失格 シッカク

				大口電設　株式会社																																				13,774,900		失格 シッカク

				メルビック電工　株式会社																																				13,783,000		失格 シッカク

				京浜電設　株式会社																																				13,787,200		失格 シッカク

				株式会社　とんぼ電工																																		◎		13,792,000

				逗子電設　株式会社																																				14,200,000

				有限会社　ケーズプランニング																																						辞退 ジタイ

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		15,400,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		13,788,500





Sheet2

		

				荏田小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				株式会社　とんぼ電工				◎		13,792,000		0

		2				逗子電設　株式会社				0		14,200,000		0

		3				株式会社　九州電業社				0		13,495,000		失格

		4				強電プラント工事　株式会社				0		13,560,000		失格

		5				株式会社　古賀電気				0		13,636,000		失格

		6				株式会社　大貫電興社				0		13,656,720		失格

		7				協栄電機　株式会社				0		13,667,195		失格

		8				株式会社　五晃電気				0		13,675,500		失格

		9				三興電機　株式会社				0		13,690,000		失格

		10				株式会社　江電社				0		13,705,000		失格

		11				日章電気工事　株式会社				0		13,745,000		失格

		12				清進電設　株式会社				0		13,760,000		失格

		13				丸子電気工事　株式会社				0		13,766,000		失格

		14				株式会社　電成社				0		13,773,000		失格

		15				大口電設　株式会社				0		13,774,900		失格

		16				メルビック電工　株式会社				0		13,783,000		失格

		17				京浜電設　株式会社				0		13,787,200		失格

		18				有限会社　ケーズプランニング				0		0		辞退

		19				0				0		0		0

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		15,400,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		13,788,500





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2053

		件　　　名 ケンメイ						荏田小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				出原

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		株式会社　とんぼ電工														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2053

		件　　　名 ケンメイ						荏田小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		14,895,360														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,103,360												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				出原

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		株式会社　とんぼ電工

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2053

						2				件名 ケンメイ																				荏田小学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2053

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										荏田小学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		契約の ケイヤク										株式会社　とんぼ電工																								代表取締役　　小車　勝利 ダイヒョウトリシマリヤクオグルマショウリ

		相手方 アイテカタ

														14,895,360

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前11時20分										業者数 ギョウシャスウ										18						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,103,360

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																株式会社　とんぼ電工

																								$13,792,000

																								$14,895,360

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								神奈川、都筑、青葉





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		株式会社　九州電業社		13,495,000

		強電プラント工事　株式会社		13,560,000

		株式会社　古賀電気		13,636,000

		株式会社　大貫電興社		13,656,720

		協栄電機　株式会社		13,667,195

		株式会社　五晃電気		13,675,500

		三興電機　株式会社		13,690,000

		株式会社　江電社		13,705,000

		日章電気工事　株式会社		13,745,000

		清進電設　株式会社		13,760,000

		丸子電気工事　株式会社		13,766,000

		株式会社　電成社		13,773,000

		大口電設　株式会社		13,774,900

		メルビック電工　株式会社		13,783,000

		京浜電設　株式会社		13,787,200

		株式会社　とんぼ電工		13,792,000

		逗子電設　株式会社		14,200,000

		有限会社　ケーズプランニング		0
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2045

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										倉田小学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										戸塚区上倉田町１４２６番地６

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$19,330,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						中区内、戸塚区内又は瀬谷区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（有）リバーストン														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				10		時 ジ		00		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2045

		工事件名 コウジケンメイ										倉田小学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												倉田小学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2045						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				10		時 ジ		00		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												19,330,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										15								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		中、戸塚、瀬谷																				担当　 タントウ		真部 マナベ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		B				株式会社　ツインコムネット																																								瀬谷区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				有限会社　信栄電気工業																																								瀬谷区								2																						中						Ａ																														中、戸塚、瀬谷、表彰者、

		B				相信工業　株式会社																																								戸塚区								3																						戸塚						Ｂ																														戸塚、瀬谷、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								4																						瀬谷																																				瀬谷、表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								5																						表彰者																																				表彰者、

		A				株式会社　神奈川ケイテクノ																																								中区								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		B				株式会社　ＥＳＣ カブシキカイシャ																																								中区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								8																						0																																				0

		B				三栄電設　株式会社																																								戸塚区								9																						0																																				0

		B				株式会社　須田電気商会																																								中区								10																						0																																				0

		B				株式会社　太陽システム																																								中区								11																						0																																				0

		A				伸陽電気工事　株式会社																																								瀬谷区								12																						0																																				0

		B				大冷工業　株式会社																																								戸塚区								13																						0																																				0

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								14																						0																																				0

		A				株式会社　美友電機サービス																																								瀬谷区								15																						0																																				0

		0																																												0								16																						0																																				0

		0																																												0								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		倉田小学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		株式会社　ツインコムネット		瀬谷区		B								17159300

		2		有限会社　信栄電気工業		瀬谷区		B								17300000

		3		相信工業　株式会社		戸塚区		B								17313500

		4		株式会社　古賀電気		南区		B								17100000

		5		株式会社　江電社		鶴見区		A								17325000

		6		株式会社　神奈川ケイテクノ		中区		A								17242000

		7		株式会社　ＥＳＣ		中区		B								17279000

		8		株式会社　九州電業社		南区		B								17058000

		9		三栄電設　株式会社		戸塚区		B								17182500

		10		株式会社　須田電気商会		中区		B								17093500

		11		株式会社　太陽システム		中区		B								17331000

		12		伸陽電気工事　株式会社		瀬谷区		A								17126000

		13		大冷工業　株式会社		戸塚区		B								17235000

		14		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								17325000

		15		株式会社　美友電機サービス		瀬谷区		A								17156000

		16		0		0		0								0

		17		0		0		0								0

		18		0		0		0								0

		19		0		0		0								0

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2045

		工事名 コウジメイ				倉田小学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前10時00分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		株式会社　ツインコムネット

				2		有限会社　信栄電気工業

				3		相信工業　株式会社

				4		株式会社　古賀電気

				5		株式会社　江電社

				6		株式会社　神奈川ケイテクノ

				7		株式会社　ＥＳＣ

				8		株式会社　九州電業社

				9		三栄電設　株式会社

				10		株式会社　須田電気商会

				11		株式会社　太陽システム

				12		伸陽電気工事　株式会社

				13		大冷工業　株式会社

				14		丸子電気工事　株式会社

				15		株式会社　美友電機サービス

				16		0

				17		0

				18		0

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2045																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														倉田小学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												19,330,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		倉田小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				株式会社　九州電業社						17,058,000		不調 フチョウ

				株式会社　須田電気商会						17,093,500

				株式会社　古賀電気						17,100,000

				伸陽電気工事　株式会社						17,126,000

				株式会社　美友電機サービス						17,156,000

				株式会社　ツインコムネット						17,159,300

				三栄電設　株式会社						17,182,500

				大冷工業　株式会社						17,235,000

				株式会社　神奈川ケイテクノ						17,242,000

				株式会社　ＥＳＣ						17,279,000

				有限会社　信栄電気工業						17,300,000

				相信工業　株式会社						17,313,500

				株式会社　江電社						17,325,000

				丸子電気工事　株式会社						17,325,000

				株式会社　太陽システム						17,331,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		19,330,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,336,800





公示用

		

		倉田小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前10時00分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				株式会社　九州電業社																																				17,058,000		不調 フチョウ

				株式会社　須田電気商会																																				17,093,500

				株式会社　古賀電気																																				17,100,000

				伸陽電気工事　株式会社																																				17,126,000

				株式会社　美友電機サービス																																				17,156,000

				株式会社　ツインコムネット																																				17,159,300

				三栄電設　株式会社																																				17,182,500

				大冷工業　株式会社																																				17,235,000

				株式会社　神奈川ケイテクノ																																				17,242,000

				株式会社　ＥＳＣ																																				17,279,000

				有限会社　信栄電気工業																																				17,300,000

				相信工業　株式会社																																				17,313,500

				株式会社　江電社																																				17,325,000

				丸子電気工事　株式会社																																				17,325,000

				株式会社　太陽システム																																				17,331,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン





Sheet2

		

				倉田小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				株式会社　九州電業社				0		17,058,000		不調

		2				株式会社　須田電気商会				0		17,093,500

		3				株式会社　古賀電気				0		17,100,000

		4				伸陽電気工事　株式会社				0		17,126,000

		5				株式会社　美友電機サービス				0		17,156,000

		6				株式会社　ツインコムネット				0		17,159,300

		7				三栄電設　株式会社				0		17,182,500

		8				大冷工業　株式会社				0		17,235,000

		9				株式会社　神奈川ケイテクノ				0		17,242,000

		10				株式会社　ＥＳＣ				0		17,279,000

		11				有限会社　信栄電気工業				0		17,300,000

		12				相信工業　株式会社				0		17,313,500

		13				株式会社　江電社				0		17,325,000

		14				丸子電気工事　株式会社				0		17,325,000

		15				株式会社　太陽システム				0		17,331,000

		16				0				0		0		0

		17				0				0		0		0

		18				0				0		0		0

		19				0				0		0		0

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		19,330,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,336,800





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2045

		件　　　名 ケンメイ						倉田小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				真部

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2045

		件　　　名 ケンメイ						倉田小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								0												】		【収入印紙代  ￥								0						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				真部

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		0

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2045

						2				件名 ケンメイ																				倉田小学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2045

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										倉田小学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		契約の ケイヤク										0

		相手方 アイテカタ

														0

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前10時00分										業者数 ギョウシャスウ										15						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$0

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								$0

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																0

																								$0

																								$0

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								中、戸塚、瀬谷





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		株式会社　九州電業社		17,058,000

		株式会社　須田電気商会		17,093,500

		株式会社　古賀電気		17,100,000

		伸陽電気工事　株式会社		17,126,000

		株式会社　美友電機サービス		17,156,000

		株式会社　ツインコムネット		17,159,300

		三栄電設　株式会社		17,182,500

		大冷工業　株式会社		17,235,000

		株式会社　神奈川ケイテクノ		17,242,000

		株式会社　ＥＳＣ		17,279,000

		有限会社　信栄電気工業		17,300,000

		相信工業　株式会社		17,313,500

		株式会社　江電社		17,325,000

		丸子電気工事　株式会社		17,325,000

		株式会社　太陽システム		17,331,000

		0		0
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2042

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										常盤台小学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										保土ケ谷区釜台町２２番１号

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$22,020,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						神奈川区内又は保土ケ谷区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（有）サン・アート														・		（株）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				9		時 ジ		30		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2042

		工事件名 コウジケンメイ										常盤台小学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												常盤台小学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2042						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				9		時 ジ		30		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												22,020,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										21								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		神奈川、保土ケ谷																				担当　 タントウ		清水 シミズ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		B				逗子電設　株式会社																																								神奈川区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				株式会社　太洋電設																																								保土ケ谷区								2																						神奈川						Ａ																														神奈川、保土ケ谷、表彰者、

		B				三興電機　株式会社																																								神奈川区								3																						保土ケ谷						Ｂ																														保土ケ谷、表彰者、

		B				神電設備工業　株式会社																																								保土ケ谷区								4																						表彰者																																				表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								5																						0																																				0

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		A				株式会社　横山電気工業 カブシキカイシャヨコヤマデンキコウギョウ																																								保土ケ谷区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		A				有限会社　富田電機																																								保土ケ谷区								8																						0																																				0

		B				和光電気工事　株式会社 ワコウデンキコウジカブシキカイシャ																																								保土ケ谷区								9																						0																																				0

		B				強電プラント工事　株式会社																																								神奈川区								10																						0																																				0

		B				株式会社　五晃電気																																								神奈川区								11																						0																																				0

		A				京浜電設　株式会社																																								神奈川区								12																						0																																				0

		A				清進電設　株式会社																																								神奈川区								13																						0																																				0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								14																						0																																				0

		A				尾鈴電気　株式会社																																								保土ケ谷区								15																						0																																				0

		A				株式会社　電成社																																								神奈川区								16																						0																																				0

		A				株式会社　横浜電業																																								保土ケ谷区								17

		A				メルビック電工　株式会社																																								神奈川区								18

		B				有限会社　電協社																																								保土ケ谷区								19

		A				会津電業　株式会社																																								保土ケ谷区								20

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		常盤台小学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		逗子電設　株式会社		神奈川区		B								19810000

		2		株式会社　太洋電設		保土ケ谷区		B								19722000

		3		三興電機　株式会社		神奈川区		B								19554000

		4		神電設備工業　株式会社		保土ケ谷区		B								19421000

		5		株式会社　古賀電気		南区		B								19538000

		6		株式会社　江電社		鶴見区		A								19765000

		7		株式会社　横山電気工業		保土ケ谷区		A								19549000

		8		有限会社　富田電機		保土ケ谷区		A								19664500

		9		和光電気工事　株式会社		保土ケ谷区		B								19527336

		10		強電プラント工事　株式会社		神奈川区		B								19509700

		11		株式会社　五晃電気		神奈川区		B								19554000

		12		京浜電設　株式会社		神奈川区		A								19781500

		13		清進電設　株式会社		神奈川区		A								19760000

		14		株式会社　九州電業社		南区		B								19545000

		15		尾鈴電気　株式会社		保土ケ谷区		A								19739000

		16		株式会社　電成社		神奈川区		A								19765000

		17		株式会社　横浜電業		保土ケ谷区		A								19760500

		18		メルビック電工　株式会社		神奈川区		A								19783000

		19		有限会社　電協社		保土ケ谷区		B								19707900

		20		会津電業　株式会社		保土ケ谷区		A								19641000

		21		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								19775000

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2042

		工事名 コウジメイ				常盤台小学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前9時30分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		逗子電設　株式会社

				2		株式会社　太洋電設

				3		三興電機　株式会社

				4		神電設備工業　株式会社

				5		株式会社　古賀電気

				6		株式会社　江電社

				7		株式会社　横山電気工業

				8		有限会社　富田電機

				9		和光電気工事　株式会社

				10		強電プラント工事　株式会社

				11		株式会社　五晃電気

				12		京浜電設　株式会社

				13		清進電設　株式会社

				14		株式会社　九州電業社

				15		尾鈴電気　株式会社

				16		株式会社　電成社

				17		株式会社　横浜電業

				18		メルビック電工　株式会社

				19		有限会社　電協社

				20		会津電業　株式会社

				21		丸子電気工事　株式会社

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2042																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														常盤台小学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												22,020,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		常盤台小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				神電設備工業　株式会社						19,421,000		失格 シッカク

				強電プラント工事　株式会社						19,509,700		失格 シッカク

				和光電気工事　株式会社						19,527,336		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						19,538,000		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社						19,545,000		失格 シッカク

				株式会社　横山電気工業						19,549,000		失格 シッカク

				三興電機　株式会社						19,554,000		失格 シッカク

				株式会社　五晃電気						19,554,000		失格 シッカク

				会津電業　株式会社						19,641,000		失格 シッカク

				有限会社　富田電機						19,664,500		失格 シッカク

				有限会社　電協社						19,707,900		失格 シッカク

				株式会社　太洋電設						19,722,000		失格 シッカク

				尾鈴電気　株式会社						19,739,000		失格 シッカク

				清進電設　株式会社				◎		19,760,000

				株式会社　横浜電業						19,760,500

				株式会社　江電社						19,765,000

				株式会社　電成社						19,765,000

				丸子電気工事　株式会社						19,775,000

				京浜電設　株式会社						19,781,500

				メルビック電工　株式会社						19,783,000

				逗子電設　株式会社						19,810,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		22,020,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,744,700





公示用

		

		常盤台小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前9時30分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				神電設備工業　株式会社																																				19,421,000		失格 シッカク

				強電プラント工事　株式会社																																				19,509,700		失格 シッカク

				和光電気工事　株式会社																																				19,527,336		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				19,538,000		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社																																				19,545,000		失格 シッカク

				株式会社　横山電気工業																																				19,549,000		失格 シッカク

				三興電機　株式会社																																				19,554,000		失格 シッカク

				株式会社　五晃電気																																				19,554,000		失格 シッカク

				会津電業　株式会社																																				19,641,000		失格 シッカク

				有限会社　富田電機																																				19,664,500		失格 シッカク

				有限会社　電協社																																				19,707,900		失格 シッカク

				株式会社　太洋電設																																				19,722,000		失格 シッカク

				尾鈴電気　株式会社																																				19,739,000		失格 シッカク

				清進電設　株式会社																																		◎		19,760,000

				株式会社　横浜電業																																				19,760,500

				株式会社　江電社																																				19,765,000

				株式会社　電成社																																				19,765,000

				丸子電気工事　株式会社																																				19,775,000

				京浜電設　株式会社																																				19,781,500

				メルビック電工　株式会社																																				19,783,000

				逗子電設　株式会社																																				19,810,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		22,020,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,744,700





Sheet2

		

				常盤台小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				清進電設　株式会社				◎		19,760,000		0

		2				株式会社　横浜電業				0		19,760,500		0

		3				株式会社　江電社				0		19,765,000		0

		4				株式会社　電成社				0		19,765,000		0

		5				丸子電気工事　株式会社				0		19,775,000		0

		6				京浜電設　株式会社				0		19,781,500		0

		7				メルビック電工　株式会社				0		19,783,000		0

		8				逗子電設　株式会社				0		19,810,000		0

		9				神電設備工業　株式会社				0		19,421,000		失格

		10				強電プラント工事　株式会社				0		19,509,700		失格

		11				和光電気工事　株式会社				0		19,527,336		失格

		12				株式会社　古賀電気				0		19,538,000		失格

		13				株式会社　九州電業社				0		19,545,000		失格

		14				株式会社　横山電気工業				0		19,549,000		失格

		15				三興電機　株式会社				0		19,554,000		失格

		16				株式会社　五晃電気				0		19,554,000		失格

		17				会津電業　株式会社				0		19,641,000		失格

		18				有限会社　富田電機				0		19,664,500		失格

		19				有限会社　電協社				0		19,707,900		失格

		20				株式会社　太洋電設				0		19,722,000		失格

		21				尾鈴電気　株式会社				0		19,739,000		失格

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		22,020,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		19,744,700





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2042

		件　　　名 ケンメイ						常盤台小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				清水

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		清進電設　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2042

		件　　　名 ケンメイ						常盤台小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		21,340,800														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,580,800												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				清水

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		清進電設　株式会社

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2042

						2				件名 ケンメイ																				常盤台小学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2042

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										常盤台小学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		契約の ケイヤク										清進電設　株式会社																								代表取締役　　清原　衛 ダイヒョウトリシマリヤクキヨハラマモル

		相手方 アイテカタ

														21,340,800

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前9時30分										業者数 ギョウシャスウ										21						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,580,800

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																清進電設　株式会社

																								$19,760,000

																								$21,340,800

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								神奈川、保土ケ谷





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		神電設備工業　株式会社		19,421,000

		強電プラント工事　株式会社		19,509,700

		和光電気工事　株式会社		19,527,336

		株式会社　古賀電気		19,538,000

		株式会社　九州電業社		19,545,000

		株式会社　横山電気工業		19,549,000

		三興電機　株式会社		19,554,000

		株式会社　五晃電気		19,554,000

		会津電業　株式会社		19,641,000

		有限会社　富田電機		19,664,500

		有限会社　電協社		19,707,900

		株式会社　太洋電設		19,722,000

		尾鈴電気　株式会社		19,739,000

		清進電設　株式会社		19,760,000

		株式会社　横浜電業		19,760,500

		株式会社　江電社		19,765,000

		株式会社　電成社		19,765,000

		丸子電気工事　株式会社		19,775,000

		京浜電設　株式会社		19,781,500

		メルビック電工　株式会社		19,783,000

		逗子電設　株式会社		19,810,000
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2051

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										小坪小学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										港南区港南台四丁目１１番１号

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$17,030,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						西区内、港南区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										オリエント（株）														・		（株）ヒライデ

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				11		時 ジ		00		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2051

		工事件名 コウジケンメイ										小坪小学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												小坪小学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2051						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				11		時 ジ		00		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												17,030,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										20								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		西、港南、磯子、金沢																				担当　 タントウ		小司 コツカサ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		A				愛光電気　株式会社																																								磯子区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				株式会社　ヘルツ																																								港南区								2																						西						Ａ																														西、港南、磯子、金沢、表彰者、

		B				中央電器住設　株式会社																																								西区								3																						港南						Ｂ																														港南、磯子、金沢、表彰者、

		B				株式会社　協栄電設																																								港南区								4																						磯子																																				磯子、金沢、表彰者、

		B				株式会社　花方電設																																								金沢区								5																						金沢																																				金沢、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								6																						表彰者								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		B				有限会社　大翔電設																																								金沢区								8																						0																																				0

		B				株式会社　浜電気																																								港南区								9																						0																																				0

		A				三沢電機　株式会社																																								西区								10																						0																																				0

		B				株式会社　五常																																								金沢区								11																						0																																				0

		B				藤電設工業　株式会社																																								金沢区								12																						0																																				0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								13																						0																																				0

		A				永泰電設　株式会社																																								港南区								14																						0																																				0

		A				新興電設工業　株式会社																																								西区								15																						0																																				0

		A				株式会社　シンデン																																								西区								16																						0																																				0

		A				東電同窓電気　株式会社																																								西区								17

		B				株式会社　興友社																																								磯子区								18

		B				宇田川電設　株式会社																																								磯子区								19

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		小坪小学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		愛光電気　株式会社		磯子区		A								15197300

		2		株式会社　ヘルツ		港南区		B								15122600

		3		中央電器住設　株式会社		西区		B								15037800

		4		株式会社　協栄電設		港南区		B								14986400

		5		株式会社　花方電設		金沢区		B								15095000

		6		株式会社　古賀電気		南区		B								15080000

		7		株式会社　江電社		鶴見区		A								15224000

		8		有限会社　大翔電設		金沢区		B								15250900

		9		株式会社　浜電気		港南区		B								15003000

		10		三沢電機　株式会社		西区		A								15258000

		11		株式会社　五常		金沢区		B								15220000

		12		藤電設工業　株式会社		金沢区		B								15018000

		13		株式会社　九州電業社		南区		B								14961000

		14		永泰電設　株式会社		港南区		A								14715000

		15		新興電設工業　株式会社		西区		A								15237000

		16		株式会社　シンデン		西区		A								15234000

		17		東電同窓電気　株式会社		西区		A								15270000

		18		株式会社　興友社		磯子区		B								15122000

		19		宇田川電設　株式会社		磯子区		B								15072000

		20		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								15242000

		21		0		0		0								.

		22		0		0		0								.

		23		0		0		0								.

		24		0		0		0								.

		25		0		0		0								.

		26		0		0		0								.

		27		0		0		0								.

		28		0		0		0								.

		29		0		0		0								.

		30		0		0		0								.

		31		0		0		0								.

		32		0		0		0								.

		33		0		0		0								.

		34		0		0		0								.

		35		0		0		0								.

		36		0		0		0								.

		37		0		0		0								.

		38		0		0		0								.

		39		0		0		0								.

		40		0		0		0								.

		41		0		0		0								.

		42		0		0		0								.

		43		0		0		0								.

		44		0		0		0								.

		45		0		0		0								.





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2051

		工事名 コウジメイ				小坪小学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前11時00分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		愛光電気　株式会社

				2		株式会社　ヘルツ

				3		中央電器住設　株式会社

				4		株式会社　協栄電設

				5		株式会社　花方電設

				6		株式会社　古賀電気

				7		株式会社　江電社

				8		有限会社　大翔電設

				9		株式会社　浜電気

				10		三沢電機　株式会社

				11		株式会社　五常

				12		藤電設工業　株式会社

				13		株式会社　九州電業社

				14		永泰電設　株式会社

				15		新興電設工業　株式会社

				16		株式会社　シンデン

				17		東電同窓電気　株式会社

				18		株式会社　興友社

				19		宇田川電設　株式会社

				20		丸子電気工事　株式会社

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2051																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														小坪小学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												17,030,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		小坪小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				永泰電設　株式会社						14,715,000		無効 ムコウ

				株式会社　九州電業社						14,961,000		失格 シッカク

				株式会社　協栄電設						14,986,400		失格 シッカク

				株式会社　浜電気						15,003,000		失格 シッカク

				藤電設工業　株式会社						15,018,000		失格 シッカク

				中央電器住設　株式会社						15,037,800		失格 シッカク

				宇田川電設　株式会社						15,072,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						15,080,000		失格 シッカク

				株式会社　花方電設						15,095,000		失格 シッカク

				株式会社　興友社						15,122,000		失格 シッカク

				株式会社　ヘルツ						15,122,600		失格 シッカク

				愛光電気　株式会社						15,197,300		失格 シッカク

				株式会社　五常						15,220,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社						15,224,000		失格 シッカク

				株式会社　シンデン						15,234,000		失格 シッカク

				新興電設工業　株式会社						15,237,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社						15,242,000		失格 シッカク

				有限会社　大翔電設				◎		15,250,900

				三沢電機　株式会社						15,258,000

				東電同窓電気　株式会社						15,270,000

				0						.

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		17,030,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,243,100





公示用

		

		小坪小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前11時00分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				永泰電設　株式会社																																				14,715,000		無効 ムコウ

				株式会社　九州電業社																																				14,961,000		失格 シッカク

				株式会社　協栄電設																																				14,986,400		失格 シッカク

				株式会社　浜電気																																				15,003,000		失格 シッカク

				藤電設工業　株式会社																																				15,018,000		失格 シッカク

				中央電器住設　株式会社																																				15,037,800		失格 シッカク

				宇田川電設　株式会社																																				15,072,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				15,080,000		失格 シッカク

				株式会社　花方電設																																				15,095,000		失格 シッカク

				株式会社　興友社																																				15,122,000		失格 シッカク

				株式会社　ヘルツ																																				15,122,600		失格 シッカク

				愛光電気　株式会社																																				15,197,300		失格 シッカク

				株式会社　五常																																				15,220,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				15,224,000		失格 シッカク

				株式会社　シンデン																																				15,234,000		失格 シッカク

				新興電設工業　株式会社																																				15,237,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社																																				15,242,000		失格 シッカク

				有限会社　大翔電設																																		◎		15,250,900

				三沢電機　株式会社																																				15,258,000

				東電同窓電気　株式会社																																				15,270,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		17,030,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,243,100





Sheet2

		

				小坪小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				有限会社　大翔電設				◎		15,250,900		0

		2				三沢電機　株式会社				0		15,258,000		0

		3				東電同窓電気　株式会社				0		15,270,000		0

		4				株式会社　九州電業社				0		14,961,000		失格

		5				株式会社　協栄電設				0		14,986,400		失格

		6				株式会社　浜電気				0		15,003,000		失格

		7				藤電設工業　株式会社				0		15,018,000		失格

		8				中央電器住設　株式会社				0		15,037,800		失格

		9				宇田川電設　株式会社				0		15,072,000		失格

		10				株式会社　古賀電気				0		15,080,000		失格

		11				株式会社　花方電設				0		15,095,000		失格

		12				株式会社　興友社				0		15,122,000		失格

		13				株式会社　ヘルツ				0		15,122,600		失格

		14				愛光電気　株式会社				0		15,197,300		失格

		15				株式会社　五常				0		15,220,000		失格

		16				株式会社　江電社				0		15,224,000		失格

		17				株式会社　シンデン				0		15,234,000		失格

		18				新興電設工業　株式会社				0		15,237,000		失格

		19				丸子電気工事　株式会社				0		15,242,000		失格

		20				永泰電設　株式会社				0		14,715,000		無効

		21				0				0		.		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		17,030,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,243,100





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2051

		件　　　名 ケンメイ						小坪小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				小司

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		有限会社　大翔電設														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2051

		件　　　名 ケンメイ						小坪小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		16,470,972														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,220,072												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				小司

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		有限会社　大翔電設

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2051

						2				件名 ケンメイ																				小坪小学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2051

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										小坪小学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		契約の ケイヤク										有限会社　大翔電設																								代表取締役　　花方　　勝己 ダイヒョウトリシマリヤクハナカタカツミ

		相手方 アイテカタ

														16,470,972

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前11時00分										業者数 ギョウシャスウ										20						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,220,072

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																有限会社　大翔電設

																								$15,250,900

																								$16,470,972

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								西、港南、磯子、金沢





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		永泰電設　株式会社		14,715,000

		株式会社　九州電業社		14,961,000

		株式会社　協栄電設		14,986,400

		株式会社　浜電気		15,003,000

		藤電設工業　株式会社		15,018,000

		中央電器住設　株式会社		15,037,800

		宇田川電設　株式会社		15,072,000

		株式会社　古賀電気		15,080,000

		株式会社　花方電設		15,095,000

		株式会社　興友社		15,122,000

		株式会社　ヘルツ		15,122,600

		愛光電気　株式会社		15,197,300

		株式会社　五常		15,220,000

		株式会社　江電社		15,224,000

		株式会社　シンデン		15,234,000

		新興電設工業　株式会社		15,237,000

		丸子電気工事　株式会社		15,242,000

		有限会社　大翔電設		15,250,900

		三沢電機　株式会社		15,258,000

		東電同窓電気　株式会社		15,270,000
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2040

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										東鴨居中学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										緑区鴨居三丁目３９番１号

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
 普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$22,390,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 トウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						なし

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						次の（1）又は(2)のいずれかの入札参加資格を満たす者
　(1)  横浜型地域貢献企業であること。
        (横浜型地域貢献企業として認定されている者）
　(2)  平成24・25年度（公財）横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰
　　　受賞者

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										関東コピー（株）														・		（有）サン・アート

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				9		時 ジ		10		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												東鴨居中学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2040						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				9		時 ジ		10		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												22,390,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										28								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		市内全区																				担当　 タントウ		出原 イデハラ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		A				愛光電気　株式会社																																								磯子区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		A				窪倉電設　株式会社																																								港北区								2																						0						Ａ																														0

		A				扶桑電機　株式会社																																								港北区								3																						0						Ｂ																														0

		B				有限会社　エムエム電気工業																																								南区								4																						0																																				0

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								5																						0																																				0

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		A				株式会社　神奈川ケイテクノ カブシキカイシャカナガワ																																								中区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		A				向洋電機土木　株式会社 コウヨウデンキドボクカブシキカイシャ																																								南区								8																						0																																				0

		A				有限会社　富田電機 トミタデンキ																																								保土ケ谷区								9																						0																																				0

		B				日章電気工事　株式会社 ニチショウデンキコウジカブシキカイシャ																																								青葉区								10																						0																																				0

		B				株式会社　五晃電気																																								神奈川区								11																						0																																				0

		A				三沢電機　株式会社																																								西区								12																						0																																				0

		B				株式会社　五常																																								金沢区								13																						0																																				0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								14																						0																																				0

		B				株式会社　平岡電機工事																																								南区								15																						0																																				0

		A				株式会社　新川電気																																								鶴見区								16																						0																																				0

		A				栄光電設　株式会社																																								南区								17

		B				誠友テクノス　株式会社																																								泉区								18

		A				株式会社　電成社																																								神奈川区								19

		B				協栄電機　株式会社 キョウエイデンキカ																																								都筑区								20

		A				メルビック電工　株式会社																																								神奈川区								20

		A				東電同窓電気　株式会社																																								西区								21

		A				東洋電装　株式会社																																								鶴見区								22

		B				有限会社　電協社																																								保土ケ谷区								23

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								24

		A				横森電気工業　株式会社																																								旭区								25

		A				会津電業　株式会社 アイヅデンギョウカ																																								保土ケ谷区								26

		B				協栄電機　株式会社 キョウエイデンキカ																																								都筑区								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		東鴨居中学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		愛光電気　株式会社		磯子区		A								20061500

		2		窪倉電設　株式会社		港北区		A								20037000

		3		扶桑電機　株式会社		港北区		A								20118400

		4		有限会社　エムエム電気工業		南区		B								20011000

		5		株式会社　古賀電気		南区		B								19905000

		6		株式会社　江電社		鶴見区		A								20124000

		7		株式会社　神奈川ケイテクノ		中区		A								19972000

		8		向洋電機土木　株式会社		南区		A								20096600

		9		有限会社　富田電機		保土ケ谷区		A								19766000

		10		日章電気工事　株式会社		青葉区		B								19909000

		11		株式会社　五晃電気		神奈川区		B								19883000

		12		三沢電機　株式会社		西区		A								20100000

		13		株式会社　五常		金沢区		B								20050000

		14		株式会社　九州電業社		南区		B								19880000

		15		株式会社　平岡電機工事		南区		B								20109800

		16		株式会社　新川電気		鶴見区		A								21495000

		17		栄光電設　株式会社		南区		A								20142000

		18		誠友テクノス　株式会社		泉区		B								20084100

		19		株式会社　電成社		神奈川区		A								20111000

		20		メルビック電工　株式会社		神奈川区		A								20138000

		21		東電同窓電気　株式会社		西区		A								20138000

		22		東洋電装　株式会社		鶴見区		A								20126500

		23		有限会社　電協社		保土ケ谷区		B								19886800

		24		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								20102000

		25		横森電気工業　株式会社		旭区		A								20130000

		26		会津電業　株式会社		保土ケ谷区		A								20100800

		27		協栄電機　株式会社		都筑区		B								19853222

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2040

		工事名 コウジメイ				東鴨居中学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前9時10分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		愛光電気　株式会社

				2		窪倉電設　株式会社

				3		扶桑電機　株式会社

				4		有限会社　エムエム電気工業

				5		株式会社　古賀電気

				6		株式会社　江電社

				7		株式会社　神奈川ケイテクノ

				8		向洋電機土木　株式会社

				9		有限会社　富田電機

				10		日章電気工事　株式会社

				11		株式会社　五晃電気

				12		三沢電機　株式会社

				13		株式会社　五常

				14		株式会社　九州電業社

				15		株式会社　平岡電機工事

				16		株式会社　新川電気

				17		栄光電設　株式会社

				18		誠友テクノス　株式会社

				19		株式会社　電成社

				20		メルビック電工　株式会社

				21		東電同窓電気　株式会社

				22		東洋電装　株式会社

				23		有限会社　電協社

				24		丸子電気工事　株式会社

				25		横森電気工業　株式会社

				26		会津電業　株式会社

				27		協栄電機　株式会社

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2040																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														東鴨居中学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												22,390,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		東鴨居中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				有限会社　富田電機						19,766,000		失格 シッカク

				協栄電機　株式会社						19,853,222		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社						19,880,000		失格 シッカク

				株式会社　五晃電気						19,883,000		失格 シッカク

				有限会社　電協社						19,886,800		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						19,905,000		失格 シッカク

				日章電気工事　株式会社						19,909,000		失格 シッカク

				株式会社　神奈川ケイテクノ						19,972,000		失格 シッカク

				有限会社　エムエム電気工業						20,011,000		失格 シッカク

				窪倉電設　株式会社						20,037,000		失格 シッカク

				株式会社　五常						20,050,000		失格 シッカク

				愛光電気　株式会社						20,061,500		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社						20,084,100		失格 シッカク

				向洋電機土木　株式会社				◎		20,096,600

				三沢電機　株式会社						20,100,000

				会津電業　株式会社						20,100,800

				丸子電気工事　株式会社						20,102,000

				株式会社　平岡電機工事						20,109,800

				株式会社　電成社						20,111,000

				扶桑電機　株式会社						20,118,400

				株式会社　江電社						20,124,000

				東洋電装　株式会社						20,126,500

				横森電気工業　株式会社						20,130,000

				メルビック電工　株式会社						20,138,000

				東電同窓電気　株式会社						20,138,000

				栄光電設　株式会社						20,142,000

				株式会社　新川電気						21,495,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		22,390,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,086,100





公示用

		

		東鴨居中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前9時10分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				有限会社　富田電機																																				19,766,000		失格 シッカク

				協栄電機　株式会社																																				19,853,222		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社																																				19,880,000		失格 シッカク

				株式会社　五晃電気																																				19,883,000		失格 シッカク

				有限会社　電協社																																				19,886,800		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				19,905,000		失格 シッカク

				日章電気工事　株式会社																																				19,909,000		失格 シッカク

				株式会社　神奈川ケイテクノ																																				19,972,000		失格 シッカク

				有限会社　エムエム電気工業																																				20,011,000		失格 シッカク

				窪倉電設　株式会社																																				20,037,000		失格 シッカク

				株式会社　五常																																				20,050,000		失格 シッカク

				愛光電気　株式会社																																				20,061,500		失格 シッカク

				誠友テクノス　株式会社																																				20,084,100		失格 シッカク

				向洋電機土木　株式会社																																		◎		20,096,600

				三沢電機　株式会社																																				20,100,000

				会津電業　株式会社																																				20,100,800

				丸子電気工事　株式会社																																				20,102,000

				株式会社　平岡電機工事																																				20,109,800

				株式会社　電成社																																				20,111,000

				扶桑電機　株式会社																																				20,118,400

				株式会社　江電社																																				20,124,000

				東洋電装　株式会社																																				20,126,500

				横森電気工業　株式会社																																				20,130,000

				メルビック電工　株式会社																																				20,138,000

				東電同窓電気　株式会社																																				20,138,000

				栄光電設　株式会社																																				20,142,000

				株式会社　新川電気																																				21,495,000

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		22,390,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,086,100





Sheet2

		

				東鴨居中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				向洋電機土木　株式会社				◎		20,096,600		0

		2				三沢電機　株式会社				0		20,100,000		0

		3				会津電業　株式会社				0		20,100,800		0

		4				丸子電気工事　株式会社				0		20,102,000		0

		5				株式会社　平岡電機工事				0		20,109,800		0

		6				株式会社　電成社				0		20,111,000		0

		7				扶桑電機　株式会社				0		20,118,400		0

		8				株式会社　江電社				0		20,124,000		0

		9				東洋電装　株式会社				0		20,126,500		0

		10				横森電気工業　株式会社				0		20,130,000		0

		11				メルビック電工　株式会社				0		20,138,000		0

		12				東電同窓電気　株式会社				0		20,138,000		0

		13				栄光電設　株式会社				0		20,142,000		0

		14				株式会社　新川電気				0		21,495,000		0

		15				有限会社　富田電機				0		19,766,000		失格

		16				協栄電機　株式会社				0		19,853,222		失格

		17				株式会社　九州電業社				0		19,880,000		失格

		18				株式会社　五晃電気				0		19,883,000		失格

		19				有限会社　電協社				0		19,886,800		失格

		20				株式会社　古賀電気				0		19,905,000		失格

		21				日章電気工事　株式会社				0		19,909,000		失格

		22				株式会社　神奈川ケイテクノ				0		19,972,000		失格

		23				有限会社　エムエム電気工業				0		20,011,000		失格

		24				窪倉電設　株式会社				0		20,037,000		失格

		25				株式会社　五常				0		20,050,000		失格

		26				愛光電気　株式会社				0		20,061,500		失格

		27				誠友テクノス　株式会社				0		20,084,100		失格

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		22,390,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		20,086,100





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2040

		件　　　名 ケンメイ						東鴨居中学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				出原

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		向洋電機土木　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2040

		件　　　名 ケンメイ						東鴨居中学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		21,704,328														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,607,728												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				出原

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ

																																												27





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		向洋電機土木　株式会社

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2040

						2				件名 ケンメイ																				東鴨居中学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2040

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										東鴨居中学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		契約の ケイヤク										向洋電機土木　株式会社																								代表取締役　　倉澤　雅彦 ダイヒョウトリシマリヤククラサワマサヒコ

		相手方 アイテカタ

														21,704,328

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前9時10分										業者数 ギョウシャスウ										27						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,607,728

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																向洋電機土木　株式会社

																								$20,096,600

																								$21,704,328

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								市内全区





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		有限会社　富田電機		19,766,000

		協栄電機　株式会社		19,853,222

		株式会社　九州電業社		19,880,000

		株式会社　五晃電気		19,883,000

		有限会社　電協社		19,886,800

		株式会社　古賀電気		19,905,000

		日章電気工事　株式会社		19,909,000

		株式会社　神奈川ケイテクノ		19,972,000

		有限会社　エムエム電気工業		20,011,000

		窪倉電設　株式会社		20,037,000

		株式会社　五常		20,050,000

		愛光電気　株式会社		20,061,500

		誠友テクノス　株式会社		20,084,100

		向洋電機土木　株式会社		20,096,600

		三沢電機　株式会社		20,100,000

		会津電業　株式会社		20,100,800

		丸子電気工事　株式会社		20,102,000

		株式会社　平岡電機工事		20,109,800

		株式会社　電成社		20,111,000

		扶桑電機　株式会社		20,118,400

		株式会社　江電社		20,124,000

		東洋電装　株式会社		20,126,500

		横森電気工業　株式会社		20,130,000

		メルビック電工　株式会社		20,138,000

		東電同窓電気　株式会社		20,138,000

		栄光電設　株式会社		20,142,000

		メルビック電工　株式会社		20,138,000

		東電同窓電気　株式会社		20,138,000

		栄光電設　株式会社		20,142,000

		株式会社　新川電気		21,495,000
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2056

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										岡村小学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										磯子区岡村四丁目７番１号

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$14,510,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						中区内、南区内又は磯子区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										文庫写真館														・		オリエント（株）

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				11		時 ジ		50		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2056

		工事件名 コウジケンメイ										岡村小学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												岡村小学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2056						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				11		時 ジ		50		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												14,510,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										19								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		中、南、磯子																				担当　 タントウ		小司 コツカサ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		A				愛光電気　株式会社																																								磯子区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				平野電気　株式会社																																								南区								2																						中						Ａ																														中、南、磯子、表彰者、

		B				熊沢電気　株式会社																																								南区								3																						南						Ｂ																														南、磯子、表彰者、

		B				有限会社　エムエム電気工業																																								南区								4																						磯子																																				磯子、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								5																						表彰者																																				表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		A				向洋電機土木　株式会社																																								南区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		B				株式会社　ＥＳＣ																																								中区								8																						0																																				0

		B				株式会社　ジェイ・ティー・エヌ																																								中区								9																						0																																				0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								10																						0																																				0

		B				株式会社　平岡電機工事																																								南区								11																						0																																				0

		A				栄光電設　株式会社																																								南区								12																						0																																				0

		B				フジ電工　株式会社																																								南区								13																						0																																				0

		B				株式会社　須田電気商会																																								中区								14																						0																																				0

		B				株式会社　太陽システム																																								中区								15																						0																																				0

		B				株式会社　秀栄																																								南区								16																						0																																				0

		B				株式会社　興友社																																								磯子区								17

		B				宇田川電設　株式会社																																								磯子区								18

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		岡村小学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		愛光電気　株式会社		磯子区		A								12913730

		2		平野電気　株式会社		南区		B								12973300

		3		熊沢電気　株式会社		南区		B								12971000

		4		有限会社　エムエム電気工業		南区		B								12848000

		5		株式会社　古賀電気		南区		B								12848000

		6		株式会社　江電社		鶴見区		A								12871000

		7		向洋電機土木　株式会社		南区		A								0

		8		株式会社　ＥＳＣ		中区		B								12984900

		9		株式会社　ジェイ・ティー・エヌ		中区		B								13214500

		10		株式会社　九州電業社		南区		B								12697000

		11		株式会社　平岡電機工事		南区		B								12959900

		12		栄光電設　株式会社		南区		A								12990000

		13		フジ電工　株式会社		南区		B								12752900

		14		株式会社　須田電気商会		中区		B								12801500

		15		株式会社　太陽システム		中区		B								13011000

		16		株式会社　秀栄		南区		B								12508100

		17		株式会社　興友社		磯子区		B								12885000

		18		宇田川電設　株式会社		磯子区		B								12914000

		19		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								12961000

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2056

		工事名 コウジメイ				岡村小学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前11時50分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		愛光電気　株式会社

				2		平野電気　株式会社

				3		熊沢電気　株式会社

				4		有限会社　エムエム電気工業

				5		株式会社　古賀電気

				6		株式会社　江電社

				7		向洋電機土木　株式会社

				8		株式会社　ＥＳＣ

				9		株式会社　ジェイ・ティー・エヌ

				10		株式会社　九州電業社

				11		株式会社　平岡電機工事

				12		栄光電設　株式会社

				13		フジ電工　株式会社

				14		株式会社　須田電気商会

				15		株式会社　太陽システム

				16		株式会社　秀栄

				17		株式会社　興友社

				18		宇田川電設　株式会社

				19		丸子電気工事　株式会社

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2056																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														岡村小学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												14,510,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		岡村小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				株式会社　秀栄						12,508,100		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社						12,697,000		失格 シッカク

				フジ電工　株式会社						12,752,900		失格 シッカク

				株式会社　須田電気商会						12,801,500		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						12,848,000		失格 シッカク

				有限会社　エムエム電気工業						12,848,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社						12,871,000		失格 シッカク

				株式会社　興友社						12,885,000		失格 シッカク

				愛光電気　株式会社						12,913,730		失格 シッカク

				宇田川電設　株式会社						12,914,000		失格 シッカク

				株式会社　平岡電機工事						12,959,900		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社						12,961,000		失格 シッカク

				熊沢電気　株式会社						12,971,000		失格 シッカク

				平野電気　株式会社				◎		12,973,300

				株式会社　ＥＳＣ						12,984,900

				栄光電設　株式会社						12,990,000

				株式会社　太陽システム						13,011,000

				株式会社　ジェイ・ティー・エヌ						13,214,500

				向洋電機土木　株式会社								辞退 ジタイ

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		14,510,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		12,972,300





公示用

		

		岡村小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前11時50分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				株式会社　秀栄																																				12,508,100		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社																																				12,697,000		失格 シッカク

				フジ電工　株式会社																																				12,752,900		失格 シッカク

				株式会社　須田電気商会																																				12,801,500		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				12,848,000		失格 シッカク

				有限会社　エムエム電気工業																																				12,848,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				12,871,000		失格 シッカク

				株式会社　興友社																																				12,885,000		失格 シッカク

				愛光電気　株式会社																																				12,913,730		失格 シッカク

				宇田川電設　株式会社																																				12,914,000		失格 シッカク

				株式会社　平岡電機工事																																				12,959,900		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社																																				12,961,000		失格 シッカク

				熊沢電気　株式会社																																				12,971,000		失格 シッカク

				平野電気　株式会社																																		◎		12,973,300

				株式会社　ＥＳＣ																																				12,984,900

				栄光電設　株式会社																																				12,990,000

				株式会社　太陽システム																																				13,011,000

				株式会社　ジェイ・ティー・エヌ																																				13,214,500

				向洋電機土木　株式会社																																						辞退 ジタイ

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		14,510,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		12,972,300





Sheet2

		

				岡村小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				平野電気　株式会社				◎		12,973,300		0

		2				株式会社　ＥＳＣ				0		12,984,900		0

		3				栄光電設　株式会社				0		12,990,000		0

		4				株式会社　太陽システム				0		13,011,000		0

		5				株式会社　ジェイ・ティー・エヌ				0		13,214,500		0

		6				株式会社　秀栄				0		12,508,100		失格

		7				株式会社　九州電業社				0		12,697,000		失格

		8				フジ電工　株式会社				0		12,752,900		失格

		9				株式会社　須田電気商会				0		12,801,500		失格

		10				株式会社　古賀電気				0		12,848,000		失格

		11				有限会社　エムエム電気工業				0		12,848,000		失格

		12				株式会社　江電社				0		12,871,000		失格

		13				株式会社　興友社				0		12,885,000		失格

		14				愛光電気　株式会社				0		12,913,730		失格

		15				宇田川電設　株式会社				0		12,914,000		失格

		16				株式会社　平岡電機工事				0		12,959,900		失格

		17				丸子電気工事　株式会社				0		12,961,000		失格

		18				熊沢電気　株式会社				0		12,971,000		失格

		19				向洋電機土木　株式会社				0		0		辞退

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		14,510,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		12,972,300





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2056

		件　　　名 ケンメイ						岡村小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				小司

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		株式会社　ジェイ・ティー・エヌ														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2056

		件　　　名 ケンメイ						岡村小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		14,011,164														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,037,864												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				小司

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		株式会社　ジェイ・ティー・エヌ

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2056

						2				件名 ケンメイ																				岡村小学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2056

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										岡村小学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		契約の ケイヤク										株式会社　ジェイ・ティー・エヌ																								代表取締役　　平野　忠弘 ダイヒョウトリシマリヤクヒラノタダヒロ

		相手方 アイテカタ

														14,011,164

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前11時50分										業者数 ギョウシャスウ										19						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,037,864

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																株式会社　ジェイ・ティー・エヌ

																								$12,973,300

																								$14,011,164

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								中、南、磯子





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		株式会社　秀栄		12,508,100

		株式会社　九州電業社		12,697,000

		フジ電工　株式会社		12,752,900

		株式会社　須田電気商会		12,801,500

		株式会社　古賀電気		12,848,000

		有限会社　エムエム電気工業		12,848,000

		株式会社　江電社		12,871,000

		株式会社　興友社		12,885,000

		愛光電気　株式会社		12,913,730

		宇田川電設　株式会社		12,914,000

		株式会社　平岡電機工事		12,959,900

		丸子電気工事　株式会社		12,961,000

		熊沢電気　株式会社		12,971,000

		平野電気　株式会社		12,973,300

		株式会社　ＥＳＣ		12,984,900

		栄光電設　株式会社		12,990,000

		株式会社　太陽システム		13,011,000

		株式会社　ジェイ・ティー・エヌ		13,214,500

		向洋電機土木　株式会社		0
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2055

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										篠原中学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										港北区篠原町１３４２番地３

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$15,180,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						鶴見区内又は港北区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										東洋製図工業（株）														・		ケイプリント

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				11		時 ジ		40		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2055

		工事件名 コウジケンメイ										篠原中学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												篠原中学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2055						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				11		時 ジ		40		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												15,180,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										19								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		鶴見、港北																				担当　 タントウ		森本 モリモト										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		B				弘電工　株式会社 ヒロデンコウカブシキカイシャ																																								港北区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		A				向栄電気工業　株式会社																																								港北区								2																						鶴見						Ａ																														鶴見、港北、表彰者、

		B				株式会社　共拓社																																								港北区								3																						港北						Ｂ																														港北、表彰者、

		A				窪倉電設　株式会社																																								港北区								4																						表彰者																																				表彰者、

		A				扶桑電機　株式会社																																								港北区								5																						0																																				0

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		B				藤澤電設工業　株式会社																																								鶴見区								8																						0																																				0

		B				三由工業　株式会社																																								港北区								9																						0																																				0

		A				ＪＦＥテクノス　株式会社																																								鶴見区								10																						0																																				0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								11																						0																																				0

		B				末廣電気　株式会社																																								港北区								12																						0																																				0

		A				山正電気工事　株式会社																																								鶴見区								13																						0																																				0

		A				東邦電設　株式会社																																								鶴見区								14																						0																																				0

		A				浜川電気　株式会社																																								鶴見区								15																						0																																				0

		A				東洋電装　株式会社																																								鶴見区								16																						0																																				0

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								17

		A				小保エンジニアリング　株式会社																																								港北区								18

		B				株式会社　アイキン電機工業																																								港北区								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		篠原中学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		弘電工　株式会社		港北区		B								13328000

		2		向栄電気工業　株式会社		港北区		A								13434000

		3		株式会社　共拓社		港北区		B								13578000

		4		窪倉電設　株式会社		港北区		A								13547000

		5		扶桑電機　株式会社		港北区		A								13572000

		6		株式会社　古賀電気		南区		B								13441000

		7		株式会社　江電社		鶴見区		A								13479000

		8		藤澤電設工業　株式会社		鶴見区		B								13197000

		9		三由工業　株式会社		港北区		B								13405400

		10		ＪＦＥテクノス　株式会社		鶴見区		A								13438000

		11		株式会社　九州電業社		南区		B								13298000

		12		末廣電気　株式会社		港北区		B								14580000

		13		山正電気工事　株式会社		鶴見区		A								13579800

		14		東邦電設　株式会社		鶴見区		A								13454000

		15		浜川電気　株式会社		鶴見区		A								13537000

		16		東洋電装　株式会社		鶴見区		A								13645000

		17		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								13567000

		18		小保エンジニアリング　株式会社		港北区		A								13381000

		19		株式会社　アイキン電機工業		港北区		B								14421000

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2055

		工事名 コウジメイ				篠原中学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前11時40分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		弘電工　株式会社

				2		向栄電気工業　株式会社

				3		株式会社　共拓社

				4		窪倉電設　株式会社

				5		扶桑電機　株式会社

				6		株式会社　古賀電気

				7		株式会社　江電社

				8		藤澤電設工業　株式会社

				9		三由工業　株式会社

				10		ＪＦＥテクノス　株式会社

				11		株式会社　九州電業社

				12		末廣電気　株式会社

				13		山正電気工事　株式会社

				14		東邦電設　株式会社

				15		浜川電気　株式会社

				16		東洋電装　株式会社

				17		丸子電気工事　株式会社

				18		小保エンジニアリング　株式会社

				19		株式会社　アイキン電機工業

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2055																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														篠原中学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												15,180,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		篠原中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				藤澤電設工業　株式会社						13,197,000		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社						13,298,000		失格 シッカク

				弘電工　株式会社						13,328,000		失格 シッカク

				小保エンジニアリング　株式会社						13,381,000		失格 シッカク

				三由工業　株式会社						13,405,400		失格 シッカク

				向栄電気工業　株式会社						13,434,000		失格 シッカク

				ＪＦＥテクノス　株式会社						13,438,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						13,441,000		失格 シッカク

				東邦電設　株式会社						13,454,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社						13,479,000		失格 シッカク

				浜川電気　株式会社						13,537,000		失格 シッカク

				窪倉電設　株式会社						13,547,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社				◎		13,567,000

				扶桑電機　株式会社						13,572,000

				株式会社　共拓社						13,578,000

				山正電気工事　株式会社						13,579,800

				東洋電装　株式会社						13,645,000

				株式会社　アイキン電機工業						14,421,000

				末廣電気　株式会社						14,580,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		15,180,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		13,559,100





公示用

		

		篠原中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前11時40分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				藤澤電設工業　株式会社																																				13,197,000		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社																																				13,298,000		失格 シッカク

				弘電工　株式会社																																				13,328,000		失格 シッカク

				小保エンジニアリング　株式会社																																				13,381,000		失格 シッカク

				三由工業　株式会社																																				13,405,400		失格 シッカク

				向栄電気工業　株式会社																																				13,434,000		失格 シッカク

				ＪＦＥテクノス　株式会社																																				13,438,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				13,441,000		失格 シッカク

				東邦電設　株式会社																																				13,454,000		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				13,479,000		失格 シッカク

				浜川電気　株式会社																																				13,537,000		失格 シッカク

				窪倉電設　株式会社																																				13,547,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社																																		◎		13,567,000

				扶桑電機　株式会社																																				13,572,000

				株式会社　共拓社																																				13,578,000

				山正電気工事　株式会社																																				13,579,800

				東洋電装　株式会社																																				13,645,000

				株式会社　アイキン電機工業																																				14,421,000

				末廣電気　株式会社																																				14,580,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		15,180,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		13,559,100





Sheet2

		

				篠原中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				丸子電気工事　株式会社				◎		13,567,000		0

		2				扶桑電機　株式会社				0		13,572,000		0

		3				株式会社　共拓社				0		13,578,000		0

		4				山正電気工事　株式会社				0		13,579,800		0

		5				東洋電装　株式会社				0		13,645,000		0

		6				株式会社　アイキン電機工業				0		14,421,000		0

		7				末廣電気　株式会社				0		14,580,000		0

		8				藤澤電設工業　株式会社				0		13,197,000		失格

		9				株式会社　九州電業社				0		13,298,000		失格

		10				弘電工　株式会社				0		13,328,000		失格

		11				小保エンジニアリング　株式会社				0		13,381,000		失格

		12				三由工業　株式会社				0		13,405,400		失格

		13				向栄電気工業　株式会社				0		13,434,000		失格

		14				ＪＦＥテクノス　株式会社				0		13,438,000		失格

		15				株式会社　古賀電気				0		13,441,000		失格

		16				東邦電設　株式会社				0		13,454,000		失格

		17				株式会社　江電社				0		13,479,000		失格

		18				浜川電気　株式会社				0		13,537,000		失格

		19				窪倉電設　株式会社				0		13,547,000		失格

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		15,180,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		13,559,100





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2055

		件　　　名 ケンメイ						篠原中学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				森本

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		ＪＦＥテクノス　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2055

		件　　　名 ケンメイ						篠原中学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		14,652,360														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,085,360												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				森本

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		ＪＦＥテクノス　株式会社

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2055

						2				件名 ケンメイ																				篠原中学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2055

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										篠原中学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		契約の ケイヤク										ＪＦＥテクノス　株式会社																								代表取締役　　田通　三雄 ダイヒョウトリシマリヤクタツウミツオ

		相手方 アイテカタ

														14,652,360

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前11時40分										業者数 ギョウシャスウ										19						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,085,360

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																ＪＦＥテクノス　株式会社

																								$13,567,000

																								$14,652,360

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								鶴見、港北





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		藤澤電設工業　株式会社		13,197,000

		株式会社　九州電業社		13,298,000

		弘電工　株式会社		13,328,000

		小保エンジニアリング　株式会社		13,381,000

		三由工業　株式会社		13,405,400

		向栄電気工業　株式会社		13,434,000

		ＪＦＥテクノス　株式会社		13,438,000

		株式会社　古賀電気		13,441,000

		東邦電設　株式会社		13,454,000

		株式会社　江電社		13,479,000

		浜川電気　株式会社		13,537,000

		窪倉電設　株式会社		13,547,000

		丸子電気工事　株式会社		13,567,000

		扶桑電機　株式会社		13,572,000

		株式会社　共拓社		13,578,000

		山正電気工事　株式会社		13,579,800

		東洋電装　株式会社		13,645,000

		株式会社　アイキン電機工業		14,421,000

		末廣電気　株式会社		14,580,000
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2044

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										都筑区茅ケ崎南一丁目１１番１号

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$19,720,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						鶴見区内又は都筑区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										関東コピー（株）														・		（有）サン・アート

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				9		時 ジ		50		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2044

		工事件名 コウジケンメイ										茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2044						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				9		時 ジ		50		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												19,720,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										12								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		鶴見、都筑																				担当　 タントウ		小司 コツカサ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								2																						鶴見						Ａ																														鶴見、都筑、表彰者、

		B				株式会社　とんぼ電工																																								都筑区								3																						都筑						Ｂ																														都筑、表彰者、

		B				藤澤電設工業　株式会社																																								鶴見区								4																						表彰者																																				表彰者、

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								5																						0																																				0

		B				有限会社　ケーズプランニング																																								都筑区								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		B				協栄電機　株式会社																																								都筑区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		A				山正電気工事　株式会社																																								鶴見区								8																						0																																				0

		A				東邦電設　株式会社																																								鶴見区								9																						0																																				0

		A				浜川電気　株式会社																																								鶴見区								10																						0																																				0

		A				東洋電装　株式会社																																								鶴見区								11																						0																																				0

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								12																						0																																				0

		0																																												0								13																						0																																				0

		0																																												0								14																						0																																				0

		0																																												0								15																						0																																				0

		0																																												0								16																						0																																				0

		0																																												0								17

		0																																												0								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		株式会社　古賀電気		南区		B								17462000

		2		株式会社　江電社		鶴見区		A								17698000

		3		株式会社　とんぼ電工		都筑区		B								17713000

		4		藤澤電設工業　株式会社		鶴見区		B								17452000

		5		株式会社　九州電業社		南区		B								17394000

		6		有限会社　ケーズプランニング		都筑区		B								17669000

		7		協栄電機　株式会社		都筑区		B								17537750

		8		山正電気工事　株式会社		鶴見区		A								17694800

		9		東邦電設　株式会社		鶴見区		A								17533000

		10		浜川電気　株式会社		鶴見区		A								17498000

		11		東洋電装　株式会社		鶴見区		A								17726000

		12		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								17680000

		13		0		0		0								0

		14		0		0		0								0

		15		0		0		0								0

		16		0		0		0								0

		17		0		0		0								0

		18		0		0		0								0

		19		0		0		0								0

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2044

		工事名 コウジメイ				茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前9時50分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		株式会社　古賀電気

				2		株式会社　江電社

				3		株式会社　とんぼ電工

				4		藤澤電設工業　株式会社

				5		株式会社　九州電業社

				6		有限会社　ケーズプランニング

				7		協栄電機　株式会社

				8		山正電気工事　株式会社

				9		東邦電設　株式会社

				10		浜川電気　株式会社

				11		東洋電装　株式会社

				12		丸子電気工事　株式会社

				13		0

				14		0

				15		0

				16		0

				17		0

				18		0

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2044																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												19,720,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				株式会社　九州電業社						17,394,000		失格 シッカク

				藤澤電設工業　株式会社						17,452,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						17,462,000		失格 シッカク

				浜川電気　株式会社						17,498,000		失格 シッカク

				東邦電設　株式会社						17,533,000		失格 シッカク

				協栄電機　株式会社						17,537,750		失格 シッカク

				有限会社　ケーズプランニング				◎		17,669,000

				丸子電気工事　株式会社						17,680,000

				山正電気工事　株式会社						17,694,800

				株式会社　江電社						17,698,000

				株式会社　とんぼ電工						17,713,000

				東洋電装　株式会社						17,726,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		19,720,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,665,300





公示用

		

		茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前9時50分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				株式会社　九州電業社																																				17,394,000		失格 シッカク

				藤澤電設工業　株式会社																																				17,452,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				17,462,000		失格 シッカク

				浜川電気　株式会社																																				17,498,000		失格 シッカク

				東邦電設　株式会社																																				17,533,000		失格 シッカク

				協栄電機　株式会社																																				17,537,750		失格 シッカク

				有限会社　ケーズプランニング																																		◎		17,669,000

				丸子電気工事　株式会社																																				17,680,000

				山正電気工事　株式会社																																				17,694,800

				株式会社　江電社																																				17,698,000

				株式会社　とんぼ電工																																				17,713,000

				東洋電装　株式会社																																				17,726,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		19,720,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,665,300





Sheet2

		

				茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				有限会社　ケーズプランニング				◎		17,669,000		0

		2				丸子電気工事　株式会社				0		17,680,000		0

		3				山正電気工事　株式会社				0		17,694,800		0

		4				株式会社　江電社				0		17,698,000		0

		5				株式会社　とんぼ電工				0		17,713,000		0

		6				東洋電装　株式会社				0		17,726,000		0

		7				株式会社　九州電業社				0		17,394,000		失格

		8				藤澤電設工業　株式会社				0		17,452,000		失格

		9				株式会社　古賀電気				0		17,462,000		失格

		10				浜川電気　株式会社				0		17,498,000		失格

		11				東邦電設　株式会社				0		17,533,000		失格

		12				協栄電機　株式会社				0		17,537,750		失格

		13				0				0		0		0

		14				0				0		0		0

		15				0				0		0		0

		16				0				0		0		0

		17				0				0		0		0

		18				0				0		0		0

		19				0				0		0		0

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		19,720,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		17,665,300





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2044

		件　　　名 ケンメイ						茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				小司

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		有限会社　ケーズプランニング														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2044

		件　　　名 ケンメイ						茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		19,082,520														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,413,520												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				小司

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		有限会社　ケーズプランニング

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2044

						2				件名 ケンメイ																				茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2044

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										茅ケ崎小学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		契約の ケイヤク										有限会社　ケーズプランニング																								代表取締役　　中野　　幸志 ダイヒョウトリシマリヤクナカノサチシ

		相手方 アイテカタ

														19,082,520

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前9時50分										業者数 ギョウシャスウ										12						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,413,520

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																有限会社　ケーズプランニング

																								$17,669,000

																								$19,082,520

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								鶴見、都筑





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		株式会社　九州電業社		17,394,000

		藤澤電設工業　株式会社		17,452,000

		株式会社　古賀電気		17,462,000

		浜川電気　株式会社		17,498,000

		東邦電設　株式会社		17,533,000

		協栄電機　株式会社		17,537,750

		有限会社　ケーズプランニング		17,669,000

		丸子電気工事　株式会社		17,680,000

		山正電気工事　株式会社		17,694,800

		株式会社　江電社		17,698,000

		株式会社　とんぼ電工		17,713,000

		東洋電装　株式会社		17,726,000
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2050

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										矢向中学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										鶴見区矢向一丁目８番２４号

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$17,060,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						鶴見区内又は港北区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										関東コピー（株）														・		東洋製図工業（株）

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				10		時 ジ		50		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2050

		工事件名 コウジケンメイ										矢向中学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												矢向中学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2050						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				10		時 ジ		50		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												17,060,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										18								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		鶴見、港北																				担当　 タントウ		小司 コツカサ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		B				弘電工　株式会社 ヒロデンコウカブシキカイシャ																																								港北区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		A				向栄電気工業　株式会社																																								港北区								2																						鶴見						Ａ																														鶴見、港北、表彰者、

		B				株式会社　共拓社																																								港北区								3																						港北						Ｂ																														港北、表彰者、

		A				窪倉電設　株式会社																																								港北区								4																						表彰者																																				表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								5																						0																																				0

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		B				藤澤電設工業　株式会社 フジサワデンセツコウギョウカブシキカイシャ																																								鶴見区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		B				三由工業　株式会社 サンヨシコウギョウカブシキカイシャ																																								港北区								8																						0																																				0

		A				ＪＦＥテクノス　株式会社																																								鶴見区								9																						0																																				0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								10																						0																																				0

		B				末廣電気　株式会社																																								港北区								11																						0																																				0

		A				山正電気工事　株式会社																																								鶴見区								12																						0																																				0

		A				東邦電設　株式会社																																								鶴見区								13																						0																																				0

		A				浜川電気　株式会社																																								鶴見区								14																						0																																				0

		A				東洋電装　株式会社																																								鶴見区								15																						0																																				0

		A				丸子電気工事　株式会社																																								青葉区								16																						0																																				0

		A				小保エンジニアリング　株式会社																																								港北区								17

		B				株式会社　アイキン電機工業																																								港北区								18

		0																																												0								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		矢向中学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		弘電工　株式会社		港北区		B								15018000

		2		向栄電気工業　株式会社		港北区		A								15090000

		3		株式会社　共拓社		港北区		B								15278000

		4		窪倉電設　株式会社		港北区		A								15250000

		5		株式会社　古賀電気		南区		B								15106000

		6		株式会社　江電社		鶴見区		A								15251000

		7		藤澤電設工業　株式会社		鶴見区		B								14832000

		8		三由工業　株式会社		港北区		B								15046100

		9		ＪＦＥテクノス　株式会社		鶴見区		A								15151500

		10		株式会社　九州電業社		南区		B								14996000

		11		末廣電気　株式会社		港北区		B								16400000

		12		山正電気工事　株式会社		鶴見区		A								15282900

		13		東邦電設　株式会社		鶴見区		A								15142000

		14		浜川電気　株式会社		鶴見区		A								15238000

		15		東洋電装　株式会社		鶴見区		A								15335000

		16		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								15269000

		17		小保エンジニアリング　株式会社		港北区		A								15030000

		18		株式会社　アイキン電機工業		港北区		B								15294820

		19		0		0		0								0

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2050

		工事名 コウジメイ				矢向中学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前10時50分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		弘電工　株式会社

				2		向栄電気工業　株式会社

				3		株式会社　共拓社

				4		窪倉電設　株式会社

				5		株式会社　古賀電気

				6		株式会社　江電社

				7		藤澤電設工業　株式会社

				8		三由工業　株式会社

				9		ＪＦＥテクノス　株式会社

				10		株式会社　九州電業社

				11		末廣電気　株式会社

				12		山正電気工事　株式会社

				13		東邦電設　株式会社

				14		浜川電気　株式会社

				15		東洋電装　株式会社

				16		丸子電気工事　株式会社

				17		小保エンジニアリング　株式会社

				18		株式会社　アイキン電機工業

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2050																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														矢向中学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												17,060,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		矢向中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				藤澤電設工業　株式会社						14,832,000		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社						14,996,000		失格 シッカク

				弘電工　株式会社						15,018,000		失格 シッカク

				小保エンジニアリング　株式会社						15,030,000		失格 シッカク

				三由工業　株式会社						15,046,100		失格 シッカク

				向栄電気工業　株式会社						15,090,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						15,106,000		失格 シッカク

				東邦電設　株式会社						15,142,000		失格 シッカク

				ＪＦＥテクノス　株式会社						15,151,500		失格 シッカク

				浜川電気　株式会社						15,238,000		失格 シッカク

				窪倉電設　株式会社				◎		15,250,000

				株式会社　江電社						15,251,000

				丸子電気工事　株式会社						15,269,000

				株式会社　共拓社						15,278,000

				山正電気工事　株式会社						15,282,900

				株式会社　アイキン電機工業						15,294,820

				東洋電装　株式会社						15,335,000

				末廣電気　株式会社						16,400,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		17,060,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,244,800





公示用

		

		矢向中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前10時50分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				藤澤電設工業　株式会社																																				14,832,000		失格 シッカク

				株式会社　九州電業社																																				14,996,000		失格 シッカク

				弘電工　株式会社																																				15,018,000		失格 シッカク

				小保エンジニアリング　株式会社																																				15,030,000		失格 シッカク

				三由工業　株式会社																																				15,046,100		失格 シッカク

				向栄電気工業　株式会社																																				15,090,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				15,106,000		失格 シッカク

				東邦電設　株式会社																																				15,142,000		失格 シッカク

				ＪＦＥテクノス　株式会社																																				15,151,500		失格 シッカク

				浜川電気　株式会社																																				15,238,000		失格 シッカク

				窪倉電設　株式会社																																		◎		15,250,000

				株式会社　江電社																																				15,251,000

				丸子電気工事　株式会社																																				15,269,000

				株式会社　共拓社																																				15,278,000

				山正電気工事　株式会社																																				15,282,900

				株式会社　アイキン電機工業																																				15,294,820

				東洋電装　株式会社																																				15,335,000

				末廣電気　株式会社																																				16,400,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		17,060,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,244,800





Sheet2

		

				矢向中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				窪倉電設　株式会社				◎		15,250,000		0

		2				株式会社　江電社				0		15,251,000		0

		3				丸子電気工事　株式会社				0		15,269,000		0

		4				株式会社　共拓社				0		15,278,000		0

		5				山正電気工事　株式会社				0		15,282,900		0

		6				株式会社　アイキン電機工業				0		15,294,820		0

		7				東洋電装　株式会社				0		15,335,000		0

		8				末廣電気　株式会社				0		16,400,000		0

		9				藤澤電設工業　株式会社				0		14,832,000		失格

		10				株式会社　九州電業社				0		14,996,000		失格

		11				弘電工　株式会社				0		15,018,000		失格

		12				小保エンジニアリング　株式会社				0		15,030,000		失格

		13				三由工業　株式会社				0		15,046,100		失格

		14				向栄電気工業　株式会社				0		15,090,000		失格

		15				株式会社　古賀電気				0		15,106,000		失格

		16				東邦電設　株式会社				0		15,142,000		失格

		17				ＪＦＥテクノス　株式会社				0		15,151,500		失格

		18				浜川電気　株式会社				0		15,238,000		失格

		19				0				0		0		0

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		17,060,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		15,244,800





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2050

		件　　　名 ケンメイ						矢向中学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				小司

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		窪倉電設　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2050

		件　　　名 ケンメイ						矢向中学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		16,470,000														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,220,000												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				小司

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		窪倉電設　株式会社

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2050

						2				件名 ケンメイ																				矢向中学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2050

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										矢向中学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														今宿小学校ほか１７校教室等照明改修業務

		契約の ケイヤク										窪倉電設　株式会社																								代表取締役　　窪倉　　敏 ダイヒョウトリシマリヤククボクラトシ

		相手方 アイテカタ

														16,470,000

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前10時50分										業者数 ギョウシャスウ										18						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,220,000

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																窪倉電設　株式会社

																								$15,250,000

																								$16,470,000

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								鶴見、港北





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		藤澤電設工業　株式会社		14,832,000

		株式会社　九州電業社		14,996,000

		弘電工　株式会社		15,018,000

		小保エンジニアリング　株式会社		15,030,000

		三由工業　株式会社		15,046,100

		向栄電気工業　株式会社		15,090,000

		株式会社　古賀電気		15,106,000

		東邦電設　株式会社		15,142,000

		ＪＦＥテクノス　株式会社		15,151,500

		浜川電気　株式会社		15,238,000

		窪倉電設　株式会社		15,250,000

		株式会社　江電社		15,251,000

		丸子電気工事　株式会社		15,269,000

		株式会社　共拓社		15,278,000

		山正電気工事　株式会社		15,282,900

		株式会社　アイキン電機工業		15,294,820

		東洋電装　株式会社		15,335,000

		末廣電気　株式会社		16,400,000
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調達公告

		公益財団法人横浜市建築保全公社調達公告版 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャチョウタツコウコクハン

																								第 ダイ		7						号 ゴウ												41,779

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2048

		入札方法 ニュウサツホウホウ										入札書持参による ニュウサツショジサン

		工事件名 コウジケンメイ										左近山中学校教室等照明設備改修工事

		施工場所 セコウバショ										旭区左近山１３３５番地２

		工事概要 コウジガイヨウ										照明器具交換工事
　普通教室及び特別教室等
街路灯・外壁灯交換工事

		工期 コウキ										契約締結の日から平成 ケイヤクテイケツヒヘイセイ														26		年 ネン		9		月 ガツ		19		日 ニチ		まで

		予定価格 ヨテイカカク										$18,400,000												（消費税及び地方消費税を除く） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾ

		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										開札後に公表 カイサツゴコウヒョウ

		入札参加資格 ニュウサツサンカシカク		平成26年度の横浜市入札参加資格登録を有する者で下記の1から7までの条件を満たす者。 ネンドトウロクユウカキジョウケンミモノ

				1		登録工種 トウロクコウシュ						電気

				2		格付等級 カクヅトウキュウ						Ａ・Ｂ

				3		登録細目 トウロクサイモク						電気設備工事

				4		所在地
区分※ ショザイチクブン						市　内　
※横浜市入札参加資格登録の際、登記簿上の本店及び経審申請の主たる営業所が
横浜市外の場合は､「準市内」又は「市外」登録となり、対象外です。 シウチヨコハマシニュウサツサンカシカクトウロクサイトウキボジョウホンテンオヨキョウシンシンセイシュエイギョウジョヨコハマシガイバアイジュンシナイマタシガイトウロクタイショウガイ

				5		所在区
指定 ショザイクシテイ						神奈川区内、旭区内又は緑区内のいずれかに主たる営業所の所在地があること。
※平成25年度(公財)横浜市建築保全公社優良工事施工業者表彰受賞者には、別途通知した対象工種において、所在区指定を免除する。

				6		技術者 ギジュツシャ						電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。当該技術者は開札日において、(1)直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、(2)当該雇用期間が３か月間経過しており、(3)専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない。

				7		その他 タ						なし

		提出書類 テイシュツショルイ		入札者 ニュウサツシャ								(1)入札書(2)工事内訳書(3)設計図書領収書 ニュウサツショコウジウチワケショセッケイトショリョウシュウショ

				落札者 ラクサツシャ								(1)主任技術者届出書  (2)(1)に記載された技術者の雇用(期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）  (3)(1)に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書写し等）

		設計図書の
購入先
申込期限 セッケイトショコウニュウサキモウシコミキゲン										（有）サン・アート														・		関東コピー（株）

												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		23		日 ニチ		午後５時まで ゴゴジ

												詳細については、公益財団法人横浜市建築保全公社の掲示板及び公益財団法人横浜市建築保全公社のホームページを参照すること。 ショウサイコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイジバンオヨコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャサンショウ

		入札期間及び
入札場所 ニュウサツキカンオヨニュウサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		5		月 ガツ		26		日 ニチ		～		平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		4		日 ニチ

												(受付時間は午前9時00分～午後5時00分。ただし正午～午後1時00分までは除く。また土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） ウケツケジカンゴゼンジフンゴゴジフンショウゴゴゴジフンノゾドヨウビニチヨウビオヨシュクサイジツノゾ

												公益財団法人横浜市建築保全公社総務課（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカヨコハマヘイワカイ

		開札予定日時
開札場所 カイサツヨテイニチジカイサツバショ										平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				10		時 ジ		30		分 フン

												公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　（横浜平和ビル８階） コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャカイギシツヨコハマヘイワカイ

		支払い条件 シハラジョウケン										前払金 マエハラキン						する						部分払 ブブンハラ						しない						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求

		建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律第9条第1項に規定する対象工事 ケンセツコウジシザイサイシゲンカカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウコウジ																																												該当しない

		注意事項 チュウイジコウ										入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と
入札金額は一致させること。

		工事担当課 コウジタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		設　備						課 カ		電　気						係 カカリ		電話 デンワ		663-8031

		契約担当課 ケイヤクタントウカ										公益財団法人横浜市建築保全公社　　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																		総　務 ソウツトム						課 カ		契　約 チギリヤク						係 カカリ		電話 デンワ		641-3124

		契約番号 ケイヤクバンゴウ										2048

		工事件名 コウジケンメイ										左近山中学校教室等照明設備改修工事

		入　札　に　係　る　必　要　事　項 イリサツカカヒツヨウコトコウ										　
　【注意事項】

　１、　入札にあたっては、入札書及び工事内訳書を持参すること。工事内訳書には、
     当該工事対応する内容の内訳を記載することとし、工事内訳書の合計金額と入
     札金額は一致させること。

  ２、 　本件工事は、平成25年度に係る契約であり、当該予算が公益財団法人横浜
      市建築保全公社理事会及び横浜市議会において可決されることによって効力を
      生じ、かつ確定するものとする。なお、契約の締結日は平成25年４月１日以降と
      する。
 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。　（この頁は２頁目です。）
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 コウエキ





確認表

		確認表 カクニンヒョウ																																																																												工種コード・名称 コウシュメイショウ												細目コード・名称 サイモクメイショウ

																																																																														07		建築 ケンチク										a		建築工事

				工事件名 コウジケンメイ												左近山中学校教室等照明設備改修工事																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2048						号 ゴウ								17		電気 デンキ										a		電気設備工事

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				26		年 ネン		6		月 ガツ		5		日 ニチ				午前				10		時 ジ		30		分 フン														執行 シッコウ																				18		電気通信 デンキツウシン										b		電話工事

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																						18		電気通信 デンキツウシン										c		放送設備工事 ホウソウセツビコウジ

																				横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																										19		管 カン										a		給排水衛生設備工事

				工事担当課 コウジタントウカ														設　備														課 カ						契約担当課 ケイヤクタントウカ														総　務 フサツトム														課 カ												19		管 カン										b		冷暖房設備工事

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																										19		管 カン										ab		給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事 オヨ

				予定価格 ヨテイカカク												18,400,000																				円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												設　　定 セツサダム																												21		機械器具設置 キカイキグセッチ										z		その他の機械器具工事

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										19								者 シャ														22		消防施設 ショウボウシセツ										a		火災報知設備工事

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気						細目 サイモク				電気設備工事						ランク				Ａ・Ｂ				区 ク		神奈川、旭、緑																				担当　 タントウ		松田 マツダ										契約日： ケイヤクビ								平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		9		日 ニチ		（月） ゲツ				着手期限： チャクシュキゲン										平成 ヘイセイ		26		年 ネン		6		月 ガツ		16		日 ニチ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				FAX										TEL										所在地 ショザイチ																																局契約名： キョクケイヤクメイ								飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		B				逗子電設　株式会社																																								神奈川区								1																						区リスト ク						ランク						主管局：						教育委員会 キョウ

		B				三興電機　株式会社																																								神奈川区								2																						神奈川						Ａ																														神奈川、旭、緑、表彰者、

		B				有限会社　竣光電設																																								旭区								3																						旭						Ｂ																														旭、緑、表彰者、

		B				株式会社　古賀電気																																								南区								4																						緑																																				緑、表彰者、

		A				株式会社　江電社																																								鶴見区								5																						表彰者																																				表彰者、

		A				ナトリ電設　株式会社																																								緑区								6																						0								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク																												0

		B				株式会社　キャット カブシキカイシャ																																								旭区								7																						0								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク																												0

		B				妙光電機　株式会社 ミョウヒカリデンキカブシキカイシャ																																								旭区								8																						0																																				0

		B				強電プラント工事　株式会社																																								神奈川区								9																						0																																				0

		B				株式会社　五晃電気																																								神奈川区								10																						0																																				0

		A				京浜電設　株式会社																																								神奈川区								11																						0																																				0

		A				清進電設　株式会社																																								神奈川区								12																						0																																				0

		B				株式会社　九州電業社																																								南区								13																						0																																				0

		A				株式会社　電成社																																								神奈川区								14																						0																																				0

		A				メルビック電工　株式会社																																								神奈川区								15																						0																																				0

		B				株式会社　日動電設																																								緑区								16																						0																																				0

		B				株式会社　コスモ																																								旭区								17

		A				横森電気工業　株式会社																																								旭区								18

		A				丸子電気工事　株式会社 マルコデンキコウジカ																																								青葉区								19

		0																																												0								20

		0																																												0								21

		0																																												0								22

		0																																												0								23

		0																																												0								24

		0																																												0								25

		0																																												0								26

		0																																												0								27

		0																																												0								28

		0																																												0								29

		0																																												0								30

		0																																												0								31



&C※　会社名等に誤りがあった場合は、すぐに総務課に連絡をしてください。



指名業者一覧

		

		左近山中学校教室等照明設備改修工事

				業　　者　　名 ギョウモノメイ		所在地 ショザイチ		ランク		条件
（工種） ジョウケンコウシュ		条件
（細目） ジョウケンサイモク		条件
（ランク） ジョウケン		入札金額 ニュウサツキンガク

		1		逗子電設　株式会社		神奈川区		B								16750000

		2		三興電機　株式会社		神奈川区		B								16385000

		3		有限会社　竣光電設		旭区		B								16275400

		4		株式会社　古賀電気		南区		B								16293000

		5		株式会社　江電社		鶴見区		A								16464000

		6		ナトリ電設　株式会社		緑区		A								16337360

		7		株式会社　キャット		旭区		B								16302400

		8		妙光電機　株式会社		旭区		B								16284000

		9		強電プラント工事　株式会社		神奈川区		B								16449600

		10		株式会社　五晃電気		神奈川区		B								16340000

		11		京浜電設　株式会社		神奈川区		A								16507000

		12		清進電設　株式会社		神奈川区		A								16480000

		13		株式会社　九州電業社		南区		B								16275000

		14		株式会社　電成社		神奈川区		A								16491000

		15		メルビック電工　株式会社		神奈川区		A								16497000

		16		株式会社　日動電設		緑区		B								16317000

		17		株式会社　コスモ		旭区		B								16283900

		18		横森電気工業　株式会社		旭区		A								16514800

		19		丸子電気工事　株式会社		青葉区		A								16483000

		20		0		0		0								0

		21		0		0		0								0

		22		0		0		0								0

		23		0		0		0								0

		24		0		0		0								0

		25		0		0		0								0

		26		0		0		0								0

		27		0		0		0								0

		28		0		0		0								0

		29		0		0		0								0

		30		0		0		0								0

		31		0		0		0								0

		32		0		0		0								0

		33		0		0		0								0

		34		0		0		0								0

		35		0		0		0								0

		36		0		0		0								0

		37		0		0		0								0

		38		0		0		0								0

		39		0		0		0								0

		40		0		0		0								0

		41		0		0		0								0

		42		0		0		0								0

		43		0		0		0								0

		44		0		0		0								0

		45		0		0		0								0





出欠表

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				2048

		工事名 コウジメイ				左近山中学校教室等照明設備改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				平成26年6月5日		午前10時30分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		開札参加業者名 カイサツサンカギョウシャメイ

				1		逗子電設　株式会社

				2		三興電機　株式会社

				3		有限会社　竣光電設

				4		株式会社　古賀電気

				5		株式会社　江電社

				6		ナトリ電設　株式会社

				7		株式会社　キャット

				8		妙光電機　株式会社

				9		強電プラント工事　株式会社

				10		株式会社　五晃電気

				11		京浜電設　株式会社

				12		清進電設　株式会社

				13		株式会社　九州電業社

				14		株式会社　電成社

				15		メルビック電工　株式会社

				16		株式会社　日動電設

				17		株式会社　コスモ

				18		横森電気工業　株式会社

				19		丸子電気工事　株式会社

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0

				30		0

				31		0





指名通知書

																																																第 ダイ						2048																号 ゴウ

																																																		平成 ヘイセイ				0				年 ネン		0				月 ガツ		0				日 ニチ

																								指名通知書 シメイツウチショ

																				様 サマ

																																																公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジン

																																																理事長 リジチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次により、指名型見積もり合わせを行いますので、通知します。 ツギシメイカタミツアオコナツウチ

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														左近山中学校教室等照明設備改修工事																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								見積 ミツモリ

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														0

																0

																0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														平成																																																見積 ミツモリ

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階

		工事担当課　　　問合せ先 コウジタントウカトイアワサキ																		設　備												課 カ						契約担当課　　　問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ																		総　　務 フサツトム												課 カ

																				663-8031																																				641-3124

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												18,400,000														円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												設　　定

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		工　　　期 コウキ																平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ		まで

		見積回数 ミツモリカイスウ										1				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								履行保証（契約保証金） リコウホショウケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 ケンセツコウジカカワシザイサイシゲンカトウカンホウリツダイジョウダイコウキテイタイショウケンセツコウジ

		注意事項 チュウイジコウ								○		見積を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の辞退届を提出してください。 ミツモリキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		見積書は設計図書に添付された所定の用紙を用い、見積に参加してください。 ミツモリショセッケイトショテンプショテイヨウシモチミツモリサンカ

										○		見積書の裏面または別紙による工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載し、工事費内訳書の合計金額と入札額を一致させてください。上記で定める内訳書が提出されない場合は、入札を無効とします。 ミツモリショウラメンベッシコウジヒウチワケショトウガイコウジタイオウナイヨウウチワケキサイコウジヒウチワケショゴウケイキンガクニュウサツガクイッチジョウキサダウチワケショテイシュツバアイニュウサツムコウ

										○		上記２で定める見積方法によらない見積は無効とします。 ジョウキサダミツモリホウホウミツモリムコウ

										○		見積回数は１回とします。 ミツモリカイスウカイ

										○		工事の施工にあたっては、施工現場に配置する技術者や下請け契約の締結等の事項は建設業法の規定を遵守してください。 コウジセコウセコウゲンバハイチギジュツシャシタウケイヤクテイケツトウジコウケンセツギョウホウキテイジュンシュ

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、財団法人横浜市建築保全公社契約規則、横浜市公共工事の前払いに関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキソクヨコハマシコウキョウコウジマエバラカンキソクサダ

										○		見積の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意してください。 ミツモリコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

		※		指名通知書の受領確認の為、下記確認欄にレ点をして、この用紙を返信してください。 シメイツウチショジュリョウカクニンタメカキカクニンランテンヨウシヘンシン

				FAX  (045-664-7055)   ※電話 (045-641-3124)への連絡でも結構です。 デンワレンラクケッコウ

																						月 ガツ						日 ニチ		までにお願い致します ネガイタ																														受領確認欄 ジュリョウカクニンラン



&C



顛末書

		

		左近山中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　1　回 ダイカイ

				株式会社　九州電業社						16,275,000		失格 シッカク

				有限会社　竣光電設						16,275,400		失格 シッカク

				株式会社　コスモ						16,283,900		失格 シッカク

				妙光電機　株式会社						16,284,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気						16,293,000		失格 シッカク

				株式会社　キャット						16,302,400		失格 シッカク

				株式会社　日動電設						16,317,000		失格 シッカク

				ナトリ電設　株式会社						16,337,360		失格 シッカク

				株式会社　五晃電気						16,340,000		失格 シッカク

				三興電機　株式会社						16,385,000		失格 シッカク

				強電プラント工事　株式会社						16,449,600		失格 シッカク

				株式会社　江電社						16,464,000		失格 シッカク

				清進電設　株式会社						16,480,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社						16,483,000		失格 シッカク

				株式会社　電成社						16,491,000		失格 シッカク

				メルビック電工　株式会社						16,497,000		失格 シッカク

				京浜電設　株式会社						16,507,000		失格 シッカク

				横森電気工業　株式会社				◎		16,514,800

				逗子電設　株式会社						16,750,000

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		18,400,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		16,512,000





公示用

		

		左近山中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

																平成26年6月5日																								午前10時30分

																																										◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																								第　1　回 ダイカイ

				株式会社　九州電業社																																				16,275,000		失格 シッカク

				有限会社　竣光電設																																				16,275,400		失格 シッカク

				株式会社　コスモ																																				16,283,900		失格 シッカク

				妙光電機　株式会社																																				16,284,000		失格 シッカク

				株式会社　古賀電気																																				16,293,000		失格 シッカク

				株式会社　キャット																																				16,302,400		失格 シッカク

				株式会社　日動電設																																				16,317,000		失格 シッカク

				ナトリ電設　株式会社																																				16,337,360		失格 シッカク

				株式会社　五晃電気																																				16,340,000		失格 シッカク

				三興電機　株式会社																																				16,385,000		失格 シッカク

				強電プラント工事　株式会社																																				16,449,600		失格 シッカク

				株式会社　江電社																																				16,464,000		失格 シッカク

				清進電設　株式会社																																				16,480,000		失格 シッカク

				丸子電気工事　株式会社																																				16,483,000		失格 シッカク

				株式会社　電成社																																				16,491,000		失格 シッカク

				メルビック電工　株式会社																																				16,497,000		失格 シッカク

				京浜電設　株式会社																																				16,507,000		失格 シッカク

				横森電気工業　株式会社																																		◎		16,514,800

				逗子電設　株式会社																																				16,750,000

				0
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				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		18,400,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		16,512,000
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				左近山中学校教室等照明設備改修工事　入札顛末書

														◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

												第　1　回 ダイカイ

		1				横森電気工業　株式会社				◎		16,514,800		0

		2				逗子電設　株式会社				0		16,750,000		0

		3				株式会社　九州電業社				0		16,275,000		失格

		4				有限会社　竣光電設				0		16,275,400		失格

		5				株式会社　コスモ				0		16,283,900		失格

		6				妙光電機　株式会社				0		16,284,000		失格

		7				株式会社　古賀電気				0		16,293,000		失格

		8				株式会社　キャット				0		16,302,400		失格

		9				株式会社　日動電設				0		16,317,000		失格

		10				ナトリ電設　株式会社				0		16,337,360		失格

		11				株式会社　五晃電気				0		16,340,000		失格

		12				三興電機　株式会社				0		16,385,000		失格

		13				強電プラント工事　株式会社				0		16,449,600		失格

		14				株式会社　江電社				0		16,464,000		失格

		15				清進電設　株式会社				0		16,480,000		失格

		16				丸子電気工事　株式会社				0		16,483,000		失格

		17				株式会社　電成社				0		16,491,000		失格

		18				メルビック電工　株式会社				0		16,497,000		失格

		19				京浜電設　株式会社				0		16,507,000		失格

		20				0				0		0		0

		21				0				0		0		0

		22				0				0		0		0

		23				0				0		0		0

		24				0				0		0		0

		25				0				0		0		0

		26				0				0		0		0

		27				0				0		0		0

		28				0				0		0		0

		29				0				0		0		0

		30				0				0		0		0

		31				0				0		0		0

		32				0				0		0		0

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		18,400,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		16,512,000





仮決定

																																平成26年6月5日

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																								公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																								総務課　契約係

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2048

		件　　　名 ケンメイ						左近山中学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　【消費税額   　　　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】      【収入印紙代     ￥      　　　　        】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊		41796.0						（金）　１５時までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は ケッテイツウチショ						平成		26		年		6		月		9		日		（月）		に送付いたします。

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										工事担当 コウジタントウ				松田

																										℡		663-8031





決定通知

																								平成		26		年		6		月		9		日

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																				総務課　契約係

		横森電気工業　株式会社														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2048

		件　　　名 ケンメイ						左近山中学校教室等照明設備改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		17,835,984														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,321,184												】		【収入印紙代  ￥								10,000						】

		上記工事の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツシャツウチ

																										工事担当 コウジタントウ				松田

																										℡		663-8031

																						※　工事担当者と至急連絡をおとり下さい。 コウジタントウシャシキュウレンラククダ





資格確認結果通知書

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ														号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

														条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書 ジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

		横森電気工業　株式会社

																												様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								大槻　哲夫 オオツキテツオ

				次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。 ツギアンケンニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				2048

						2				件名 ケンメイ																				左近山中学校教室等照明設備改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				41067.0

						4				開札日 ヒラフダヒ																				平成26年6月5日

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

																																																																								（Ａ４）





てん末書

		

																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ								26				―		1				―		2048

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		競争入札 キョウソウニュウサツ

										左近山中学校教室等照明設備改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										教育委員会														業務委託　　契約名 ギョウムイタクケイヤクメイ

		主管局 シュカンキョク																														飯島小学校ほか２２校教室等照明改修その他業務

		契約の ケイヤク										横森電気工業　株式会社																								代表取締役　　横森　　豊 ダイヒョウトリシマリヤクヨコモリユタカ

		相手方 アイテカタ

														17,835,984

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		9				日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		着手期限 チャクシュキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		6				月 ガツ		16				日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない

																																										公益目的事業会計　　修繕事業 コウエキモクテキジギョウカイケイシュウゼンジギョウ

		完成期限 カンセイキゲン								平成 ヘイセイ				26				年 ネン		9				月 ガツ		19				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　　　2　経常費用
　　　　　（１）事業費　　ﾅ　工事請負費 ケイジョウヒヨウコウジウケオイヒ

		入札日時 ニュウサツニチジ								平成26年6月5日														午前10時30分										業者数 ギョウシャスウ										19						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,321,184

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\10,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																横森電気工業　株式会社

																								$16,514,800

																								$17,835,984

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						Ａ・Ｂ

														＜選定区＞								神奈川、旭、緑





Sheet1

		業者名 ギョウシャメイ		入札金額 ニュウサツキンガク

		株式会社　九州電業社		16,275,000

		有限会社　竣光電設		16,275,400

		株式会社　コスモ		16,283,900

		妙光電機　株式会社		16,284,000

		株式会社　古賀電気		16,293,000

		株式会社　キャット		16,302,400

		株式会社　日動電設		16,317,000

		ナトリ電設　株式会社		16,337,360

		株式会社　五晃電気		16,340,000

		三興電機　株式会社		16,385,000

		強電プラント工事　株式会社		16,449,600

		株式会社　江電社		16,464,000

		清進電設　株式会社		16,480,000

		丸子電気工事　株式会社		16,483,000

		株式会社　電成社		16,491,000

		メルビック電工　株式会社		16,497,000

		京浜電設　株式会社		16,507,000

		横森電気工業　株式会社		16,514,800

		逗子電設　株式会社		16,750,000
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