
10 時 10 分

◎＝落札者　

第　1　回

13,321,900 失格

◎ 13,469,600
13,474,000
13,477,000
13,482,000
13,488,000
13,497,800
13,530,000
13,563,000
14,800,000
15,010,000
15,069,000

辞退

入札予定額（円） 15,070,000
最低制限価格（円） 13,348,400

市 民 病 院 外 来 ほ か 照 明 改 修 工 事 入 札 顛 末 書

業　　　者　　　名

株 式 会 社 電 成 社

株式会社 通信設備エンジニアリング

平 成 25 年 11 月 28 日

神 電 設 備 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 ツ イ ン コ ム ネ ッ ト

メ ル ビ ッ ク 電 工 株 式 会 社

株 式 会 社 九 州 電 業 社

愛 光 電 気 株 式 会 社

誠 友 テ ク ノ ス 株 式 会 社

入札額（消費税を除く）（円）
落札者

株 式 会 社 江 電 社

横 森 電 気 工 業 株 式 会 社

新 興 電 設 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 共 栄 社

窪 倉 電 設 株 式 会 社


	公示用


確認表

		指名通知書　送付確認表 シメイツウチショソウフカクニンヒョウ

																																																通知日 ツウチビ						平成 ヘイセイ				25				年 ネン		11		月 ガツ		13				日 ニチ

				工事件名 コウジケンメイ												市民病院外来ほか照明改修工事 シミンビョウインガイライショウメイカイシュウコウジ																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ						2830												営繕課 エイゼンカ				建築第一係 ケンチクダイイチカカリ										641-3122

				入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												41606.0																														0.4236111111111111												執行 シッコウ																		設備課 セツビカ				建築第二係 ケンチクダイニカカリ										641-3125

																								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																																																								電気係 デンキカカリ										663-8031

																				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																																																												機械係 キカイカカリ										663-8032

				図渡し日時
場所 ズワタニチジバショ												41593.0																														9時00分～正午まで ジフンショウゴ																														技術管理課 ギジュツカンリカ				技術管理係 ギジュツカンリカカリ										349-5217

																								公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　　営繕部 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エイゼンブ																																																								企画調整係 キカクチョウセイカカリ										306-7276

																				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																																																								主任技術者 シュニンギジュツシャ								配置 ハイチ						主任技術者届 シュニンギジュツシャトドケ

				工事担当課・係 コウジタントウカカカリ												設備課 セツビカ												電気係 デンキカカリ										契約担当課・係 ケイヤクタントウカカカリ														総　務 フサツトム						課 カ				契約係 ケイヤクカカリ														監理技術者 カンリギジュツシャ								専任配置 センニンハイチ						配置技術者（変更）届 ハイチギジュツシャヘンコウトドケ

				問合せ先 トイアワサキ														663-8031																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																								受領確認 ジュリョウカクニン				11		月 ガツ		12		日 ニチ

				予定価格 ヨテイカカク												15,070,000																				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

				工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				26				年 ネン		3				月 ガツ		10				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										13								者 シャ

				入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ				電気 デンキ						細目 サイモク				電気設備工事 デンキセツビコウジ						技術者 ギジュツシャ				主任技術者 シュニンギジュツシャ								配置 ハイチ				提出書類 テイシュツショルイ						主任技術者届 シュニンギジュツシャトドケ								担当 タントウ				清水 シミズ

		ランク				業者名 ギョウシャメイ																				ＴＥＬ										ＦＡＸ										表彰年度 ヒョウショウネンド								通知書チェック項目 ツウチショコウモク														再確認 サイカクニン		受領
確認 ジュリョウカクニン

																																																						契約番号 ケイヤクバンゴウ		図渡し日 ズワタビ		入札日 ニュウサツビ		予定価格 ヨテイカカク		工期 コウキ		発送日 ハッソウビ		技術者 ギジュツシャ

		A				株式会社　江電社 カブシキカイシャエデンシャ																				572-5341										575-7747										鶴見区																														区リスト ク						ランク

		A				新興電設工業　株式会社 シンコウデンセツコウギョウカブシキカイシャ																				241-7711										241-7717										西区																														神奈川 カナガワ						A

		A				横森電気工業　株式会社 ヨコモリデンキコウギョウカブシキカイシャ																				361-7075										361-7227										旭区																														西 ニシ						B

		A				株式会社　共栄社 カブシキカイシャキョウエイシャ																				681-0641										681-0262										中区 ナカク																														中 ナカ						C

		A				窪倉電設　株式会社 クボクラデンセツカブシキカイシャ																				471-9633										471-9724										港北区 コウホクク																														保土ケ谷 ホドガヤ

		A				株式会社　電成社 カブシキカイシャデンセイシャ																				321-3322										321-7084										神奈川区																														旭 アサヒ								※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

		A				メルビック電工　株式会社 デンコウカブシキカイシャ																				434-1886										431-2533										磯子区																														港北 コウホク								※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

		A				愛光電気　株式会社 アイヒカリデンキカブシキカイシャ																				753-5705										753-5706										磯子区																														戸塚 トツカ

		B				株式会社　九州電業社 カブシキカイシャキュウシュウデンギョウシャ																				714-3355										714-3356										南区																														泉 イズミ

		B				神電設備工業　株式会社 シンデンセツビコウギョウカブシキカイシャ																				741-5554										741-5738										保土ケ谷区								10																						瀬谷 セヤ

		B				株式会社　ツインコムネット カブシキカイシャ																				304-3443										302-7124										瀬谷区 セヤク								11																						表彰者 ヒョウショウシャ

		B				株式会社　通信設備エンジニアリング カブシキカイシャツウシンセツビ																				413-3811										413-5050										神奈川区								12

		B				誠友テクノス　株式会社 セイユウカブシキカイシャ																				806-3670										806-3671										泉区 イズミク								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



&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

		

		市民病院外来ほか照明改修工事

				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　江電社		鶴見区		A								13488000

		2		新興電設工業　株式会社		西区		A								13563000

		3		横森電気工業　株式会社		旭区		A								13530000

		4		株式会社　共栄社		神奈川区		A								14800000

		5		窪倉電設　株式会社		港北区		A								15010000

		6		株式会社　電成社		神奈川区		A								15069000

		7		メルビック電工　株式会社		磯子区		A								13474000

		8		愛光電気　株式会社		磯子区		A								13482000

		9		株式会社　九州電業社		南区		B								13477000

		10		神電設備工業　株式会社		保土ケ谷区		B								13321900

		11		株式会社　ツインコムネット		瀬谷区		B								13469600

		12		株式会社　通信設備エンジニアリング		神奈川区		B								0

		13		誠友テクノス　株式会社		泉区		B								13497800

		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				2830

		工事名 コウジメイ				市民病院外来ほか照明改修工事

		入札日時 ニュウサツニチジ				41606.0		0.4236111111111111

		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　江電社

				2		新興電設工業　株式会社

				3		横森電気工業　株式会社

				4		株式会社　共栄社

				5		窪倉電設　株式会社

				6		株式会社　電成社

				7		メルビック電工　株式会社

				8		愛光電気　株式会社

				9		株式会社　九州電業社

				10		神電設備工業　株式会社

				11		株式会社　ツインコムネット

				12		株式会社　通信設備エンジニアリング

				13		誠友テクノス　株式会社

				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



文字の間隔に
注意して入力
すること



（新）指名通知書

																																																		平成 ヘイセイ				25				年 ネン		11				月 ガツ		13				日 ニチ						指名業者 シメイギョウシャ																								宛 アテ

																																																																												株式会社　江電社																								様 サマ

																								指名通知書 シメイツウチショ																																																				新興電設工業　株式会社

																																																																												横森電気工業　株式会社

		誠友テクノス　株式会社																						様 サマ																																																				株式会社　共栄社

																																																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																												窪倉電設　株式会社

																																																理事長　大槻　哲夫 リジチョウオオツキテツオ																												株式会社　電成社

		次により、指名競争入札を行いますので、通知します。 ツギシメイキョウソウニュウサツオコナツウチ																																																																										メルビック電工　株式会社

		（今回の指名競争入札は、優良工事施工業者表彰者を対象に行うものです。） コンカイシメイキョウソウニュウサツユウリョウコウジセコウギョウシャヒョウショウシャタイショウ																																																																										愛光電気　株式会社

																																																																												株式会社　九州電業社

		契約番号 ケイヤクバンゴウ														2830																																										入札方法 ニュウサツホウホウ								入札 ニュウサツ										神電設備工業　株式会社

		工事件名（工種） コウジケンメイコウシュ														市民病院外来ほか照明改修工事																																																												株式会社　ツインコムネット

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														41593.0																																				9時00分～正午迄 ジフンショウゴマデ																								株式会社　通信設備エンジニアリング

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　　営繕部																																																												誠友テクノス　株式会社

																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																																																												0

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ														41606.0																																				0.4236111111111111												入札 ニュウサツ												0

																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　　																																																												0

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階																																																												0

		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												電気係										契約担当課
問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ														総務課 ソウムカ												契約係 ケイヤクカカリ

																				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												$15,070,000																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		3				月 ガツ		10				日 ニチ		まで

		入札回数 ニュウサツカイスウ										2				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																																																																		該当無 ガイトウム

		注意事項 チュウイジコウ								○		入札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。 ニュウサツキボウバアイサンカショテイジタイトドケテイシュツ

										○		入札書は当公社ホームページよりダウンロードし、入札に参加してください。 ニュウサツショトウコウシャニュウサツサンカ

										○		入札書の下部の工事内訳書には、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。 ニュウサツショカブコウジ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

										○		上記で定める入札方法によらない入札は無効とします。 ジョウキサダニュウサツホウホウニュウサツムコウ

										○		入札回数は２回とします。 ニュウサツカイスウカイ

										○		施工現場に電気工事業に係る主任技術者を配置すること。当該技術者は恒常的な雇用関係にあり、雇用期間3カ月間を経過していること。また、他の専任を要する工事に従事していない者を配置すること。
落札後、主任技術者届及び資格・雇用等証明する書類を提出すること。

																																																																														.

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、公益財団法人横浜市建築保全公
社契約規程、横浜市公共工事の前払金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ヤクキテイヨコハマシコウキョウコウジマエバラキンカンキソクサダ

										○		入札の公平・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。 ニュウサツ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

																		11				月 ガツ		14				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





顛末書

		

		市民病院外来ほか照明改修工事　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						13,321,900		失格 シッカク

				株式会社　ツインコムネット				◎		13,469,600

				メルビック電工　株式会社						13,474,000

				株式会社　九州電業社						13,477,000

				愛光電気　株式会社						13,482,000

				株式会社　江電社						13,488,000

				誠友テクノス　株式会社						13,497,800

				横森電気工業　株式会社						13,530,000

				新興電設工業　株式会社						13,563,000

				株式会社　共栄社						14,800,000

				窪倉電設　株式会社						15,010,000

				株式会社　電成社						15,069,000

				株式会社　通信設備エンジニアリング								辞退 ジタイ

				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		15,070,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		13,348,400





公示用

		

		市民病院外来ほか照明改修工事　入札顛末書

																41606.0																								0.4236111111111111

																																										◎＝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																																				13,321,900		失格 シッカク

				株式会社　ツインコムネット																																		◎		13,469,600

				メルビック電工　株式会社																																				13,474,000

				株式会社　九州電業社																																				13,477,000

				愛光電気　株式会社																																				13,482,000

				株式会社　江電社																																				13,488,000

				誠友テクノス　株式会社																																				13,497,800

				横森電気工業　株式会社																																				13,530,000

				新興電設工業　株式会社																																				13,563,000

				株式会社　共栄社																																				14,800,000

				窪倉電設　株式会社																																				15,010,000

				株式会社　電成社																																				15,069,000

				株式会社　通信設備エンジニアリング																																						辞退 ジタイ

				0

				0

				0

																																								入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		15,070,000

																																								最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		13,348,400





Sheet2

		

				市民病院外来ほか照明改修工事　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　ツインコムネット				◎		13,469,600

		2				メルビック電工　株式会社						13,474,000

		3				株式会社　九州電業社						13,477,000

		4				愛光電気　株式会社						13,482,000

		5				株式会社　江電社						13,488,000

		6				誠友テクノス　株式会社						13,497,800

		7				横森電気工業　株式会社						13,530,000

		8				新興電設工業　株式会社						13,563,000

		9				株式会社　共栄社						14,800,000

		10				窪倉電設　株式会社						15,010,000

		11				株式会社　電成社						15,069,000

		12				神電設備工業　株式会社						13,321,900		失格 シッカク

		13				株式会社　通信設備エンジニアリング								辞退 ジタイ

		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

						0

												入札予定額（円） ニュウサツヨテイガクエン		15,070,000

												最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		13,348,400





仮決定

																																41606.0

		　（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総務課　契約係 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ケイヤクカカ

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2830

		件　　　名 ケンメイ						市民病院外来ほか照明改修工事

		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

		＊平成25年11月29日（金）15:00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。 ヘイセイネンガツニチキン

		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 ヘイセイ		25		年 ネン		12		月 ガツ		2		日（月）に送付いたします。 ニチゲツソウフ

						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



００/００/００と入力



決定通知

																										41610.0

		　　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総務課　契約係 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ケイヤクカカ

		株式会社　ツインコムネット														様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						2830

		件　　　名 ケンメイ						市民病院外来ほか照明改修工事

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		14,143,080														（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     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								673,480												】		【収入印紙代    ￥						15,000				】

		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



００/００/００と入力



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　ツインコムネット

																												様 サマ

																																																				財団法人横浜市建築保全公社 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								田島　　秀一 タジマシュウイチ

				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																				2830

						2				件名 ケンメイ																				市民病院外来ほか照明改修工事

						3				公告日 コウコクヒ																				平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ

						4				開札日 ヒラフダヒ																				12:00:00 AM

						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								25				―		1				―		2830

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

		指名競争入札 シメイキョウソウニュウサツ

										市民病院外来ほか照明改修工事

		工 事名 コウコトメイ

										病院経営局 ビョウインケイエイキョク														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																														市民病院施設改修業務

		契約の ケイヤク										株式会社　ツインコムネット																						代表取締役　　小味山　義明 ダイヒョウトリシマリヤクコアジヤマヨシアキ

		相手方 アイテカタ

														14,143,080

		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				25				年 ネン		12				月 ガツ		2				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				25				年 ネン		12				月 ガツ		9				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		3				月 ガツ		10				日 ニチ				支出科目 シシュツカモク								　　　2　事業活動支出
　　　（１）事業費支出　　ﾅ　工事請負費支出 ジギョウカツドウシシュツコウジウケオイヒシシュツ

		入札日時 ニュウサツニチジ								41606.0																0.4236111111111111								業者数 ギョウシャスウ										13						者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$673,480

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								15,000

		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																第2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　ツインコムネット

																								$13,469,600

																								$14,143,080

		(備考）				入札条件								＜工種＞						電気						＜細目＞						電気設備工事												＜格付＞						主任技術者

														＜選定区＞								0





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		13,321,900

		株式会社　ツインコムネット		13,469,600

		メルビック電工　株式会社		13,474,000

		株式会社　九州電業社		13,477,000

		愛光電気　株式会社		13,482,000

		株式会社　江電社		13,488,000

		誠友テクノス　株式会社		13,497,800

		横森電気工業　株式会社		13,530,000

		新興電設工業　株式会社		13,563,000

		株式会社　共栄社		14,800,000

		窪倉電設　株式会社		15,010,000

		株式会社　電成社		15,069,000

		株式会社　通信設備エンジニアリング		0
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