
開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

工事名 舞洲工場消防設備修繕 

契約管理番号 2020303 

入札方式 事後審査型制限付一般競争入札 

工種 消防施設工事 

落札方式 価格競争 

工事場所 舞洲工場  

開札日時 2021/01/15 10:00:00 

予定価格(税抜) 765,000円  

基準評価値

設計額又は見積額(税抜)

調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし 
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)

物件等級 等級なし 

発注方式 単体（単体企業、事業協同組合） 

添付ファイル

課所名 総務部　経理課 

備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額 

株式会社エリアテック  500,000  落札 



開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

工事名 鶴見工場防火ダンパー修繕 

契約管理番号 2020305 

入札方式 事後審査型制限付一般競争入札 

工種 消防施設工事 

落札方式 価格競争 

工事場所 鶴見工場  

開札日時 2021/01/15 10:08:00 

予定価格(税抜) 836,000円  

基準評価値

設計額又は見積額(税抜)

調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし 
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)

物件等級 等級なし 

発注方式 単体（単体企業、事業協同組合） 

添付ファイル

課所名 総務部　経理課 

備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額 

株式会社ボーサイ  636,000  落札  

ホーチキサービス株式会社  795,000  

木内ポンプ株式会社  840,000  



開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

工事名 東淀工場誘導灯器具取替修繕 

契約管理番号 2020304 

入札方式 事後審査型制限付一般競争入札 

工種 消防施設工事 

落札方式 価格競争 

工事場所 東淀工場  

開札日時 2021/01/15 10:05:00 

予定価格(税抜) 1,032,000円  

基準評価値

設計額又は見積額(税抜)

調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし 
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)

物件等級 等級なし 

発注方式 単体（単体企業、事業協同組合） 

添付ファイル

課所名 総務部　経理課 

備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額 

伊藤電気株式会社  568,000  落札  

マルヤ電気株式会社  644,000  

北山電気工事株式会社  751,000  

株式会社興亜電業社  790,000  

三ツ矢電工株式会社  1,080,000  

ホーチキサービス株式会社  1,150,000  

株式会社鐵興  1,491,000  

株式会社ユーズシステム  1,515,000  

株式会社大一商会  1,679,000  



開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

工事名 西淀工場防火防煙ダンパー修繕 

契約管理番号 2020306 

入札方式 事後審査型制限付一般競争入札 

工種 消防施設工事 

落札方式 価格競争 

工事場所 西淀工場  

開札日時 2021/01/15 10:12:00 

予定価格(税抜) 1,515,000円  

基準評価値

設計額又は見積額(税抜)

調査基準価格/最低制限価格区分 区分なし 
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜)

物件等級 等級なし 

発注方式 単体（単体企業、事業協同組合） 

添付ファイル

課所名 総務部　経理課 

備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額 

東光防災株式会社  1,450,000  落札 



開札結果 落札者決定

年度 2020年度 

工事名 北港処分地（夢洲１区）荷役クレーン解体撤去工事 

契約管理番号 2020308 

入札方式 事後審査型制限付一般競争入札 

工種 解体工事 

落札方式 価格競争 

工事場所 大阪市此花区夢洲東１丁目地先　北港処分地（夢洲１区）  

開札日時 2021/01/19 11:35:00 

予定価格(税抜) 2,061,000円  

基準評価値

設計額又は見積額(税抜)

調査基準価格/最低制限価格区分 最低制限価格 
調査基準価格(税抜)
/最低制限価格(税抜) 1,848,000円  

物件等級 等級なし 

発注方式 単体（単体企業、事業協同組合） 

添付ファイル

課所名 総務部　経理課 

備考

※本画面上記載の金額は全て税抜きです。

※添付ファイルは必ず「保存」を選択し、ダウンロードした後に開いて下さい。

入札経過（赤色で表示されているのは落札業者です。） 

業者名
第１回 第２回 第３回 随意契約

摘要
金額(税抜) 金額(税抜) 金額(税抜) 金額 

大舞金属株式会社  4,098,000  2,120,000  2,050,000  落札  

栄光産業株式会社  3,830,000  2,490,000  

株式会社大松土建  3,714,000  2,580,000  

辰巳興業  4,200,000  2,679,000  

株式会社ツバサ建業  4,390,000  2,830,000  

株式会社テイク  4,619,000  2,845,000  

株式会社杉組  4,273,000  2,872,000  

有限会社ダイナ建設  3,480,000  2,883,000  

株式会社フットワン  4,688,000  3,012,000  

山尾建設株式会社  3,886,000  3,050,000  

株式会社網本工務店  4,405,000  3,092,000  

錦建設工業株式会社  3,800,000  3,100,000  

合建株式会社  4,056,000  3,131,000  

西野建設工業株式会社  3,919,000  3,263,000  

株式会社林総業  4,025,000  3,263,000  

八木興業  3,560,000  3,300,000  

弘建設株式会社  3,992,000  3,347,000  

株式会社ヘイワ  4,092,000  3,394,000  

西浩建設株式会社  4,237,000  3,436,000  

株式会社杉建設  4,652,000  3,479,000  

株式会社幸和組  3,581,000  未受領  

株式会社大朋建設  3,612,000  未受領  

有限会社玉寄工業  3,659,000  未受領  

株式会社広正建設  3,786,000  未受領  

株式会社野村工業  3,818,000  未受領  

株式会社マルシン  3,849,000  未受領  

株式会社倉本組  3,955,000  未受領  

株式会社太志工業  4,127,000  未受領  

西海金属株式会社  4,161,000  未受領  

株式会社渡邊商店  4,306,000  未受領  

晃新工業株式会社  4,338,000  未受領  

株式会社岩本建材店  4,374,000  未受領  

株式会社ライト  4,437,000  未受領  

株式会社村山組  4,470,000  未受領  

エイホウコーポレーション株式会社  4,509,000  未受領  

学建工業株式会社  4,542,000  未受領  

株式会社伸和興業  4,580,000  未受領 


