平成24年度 菊川市物品製造等入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

事

業

名

№1

納品場所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名

指名（公募）業者名

㈲葵興商

㈱トヨタレンタリース浜松、㈱レンタルのニッケン浜松営業
所、㈲葵興商、オリックス自動車㈱浜松支店、東京オートリー
ス㈱名古屋支店

1 24 H24.4.17

平成24年度 緊急雇用創出事業
市道施設管理用車両レンタル業務

市役所

\840,000

\680,000

2 24 H24.4.17

平成24年度
菊川市役所公用車更新業務

市役所

\2,032,000

\1,580,000

3 24 H24.4.27

平成24年度 市単独事業
電話交換機更新（賃貸借）業務

小笠支所

\3,486,000

\3,234,000

ＪＡ三井ﾘｰｽ㈱静岡支店、富士通ﾘｰｽ㈱静岡支店、日立ｷｬﾋﾟ
日立キャピタル㈱ ﾀﾙ㈱、NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱静岡支店、ﾘｺｰﾘｰｽ㈱中部支
所、静銀ﾘｰｽ㈱中遠営業所

消防本部

\1,625,000

\1,534,000

㈲木戸紺屋本店

4 24 H24.4.27 平成24年度 消防団活動服購入業務

㈱オートクルージン ㈲葵興商、㈲鈴木モータース、㈲ヤマダ商会、㈲オガサ自
グアカホリ
動車、㈲柴田モータース、㈱オートクルージングアカホリ

旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、㈲木戸紺屋本店、㈱日
消機械工業、㈱東海消防機材商会 静岡営業所

㈲葵興商、㈱河原崎商事菊川、㈱日消機械工業、㈱畠山ポ
\14,750,000 静岡森田ポンプ㈱ ンプ製作所、旭産業㈱ 浜松営業所、㈱日本防火研究所、
静岡森田ポンプ㈱、平和産業㈱

5 24 H24.5.17

平成24年度
消防団CD-1型消防自動車購入業務

下半済

\15,550,000

6 24 H24.5.30

平成24年度
菊川市文化振興計画冊子印刷製本業務

下平川

\545,000

\486,000

7 24 H24.5.30

平成24年度 菊川市小学生・中学生・幼
稚園児交流事業用バス借上事業

菊川市内
小・中学校・
幼稚園

\1,948,000

\1,699,000

役所

\5,217,600

NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱静岡支店、JA三井リース㈱静岡支
\4,798,800 日本電子計算機㈱ 店、日本電子計算機㈱、静銀リース㈱中遠営業所、東海
リース㈱静岡営業所

公立幼稚
園保育園

\3,700,000

\3,300,000 ㈱河原崎商事菊川

平成24年度
8 24 H24.6.14 菊川市期日前・不在者投票システムリー
ス事業

㈲デザインオフィス ㈲共立印刷、斎藤写植、㈲ライトスクエア、松本印刷㈱、㈲
エム・エス・シー デザインオフィスエム・エス・シー
日本トラベル
サービス㈲

日本ﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈲、遠州鉄道㈱中遠観光営業所、国際観
光㈱西部統括営業所・㈱静岡ﾂｰﾘｽﾄ、静鉄ｼﾞｮｲｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ㈱
営業課掛川

9 24 H24.6.29

平成24年度
発電機搭載バルーン投光機整備事業

㈱河原崎商事菊川、㈱小松防研管理事務所、旭産業㈱浜
松営業所、平和産業㈱、㈱東海消防機材商会 静岡営業所

10 24 H24.6.29

平成24年度
菊川市滞納整理システムリース事業

役所

\310,800

\283,000

JA三井リース㈱
静岡支店

NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱静岡支店、JA三井リース㈱静岡支
店、日本電子計算機㈱、静銀リース㈱中遠営業所、東海
リース㈱静岡営業所

11 24 H24.6.29

平成24年度
菊川市コミュニティバス車両購入事業

役所

\21,666,666

\17,591,000

㈲オガサ自動車

㈲葵興商、㈲柴田モータース、㈲オガサ自動車、㈲鈴木
モータース、㈱オートクルージングアカホリ、㈲園田自動車、
㈲ヤマダ商会

12 24 H24.7.11

平成24年度 菊川市指定ごみ袋購入業
務

棚草

\4,636,600

\4,023,900

サーモ包装㈱

ハマポリ酒井産業㈱、サーモ包装㈱、オークラパックス㈱、
㈱関東オークラ

平成24年度 菊川市物品製造等入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

13 24 H24.7.11

事

業

名

平成24年度 プリンタトナーカートリッジ購
入業務

№2

納品場所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

㈱ヨシダ菊川店、小林クリエイト㈱浜松営業所、静岡日電ビ
ジネス㈱、㈱東京ディエスジャパン浜松店

\5,430,000

静岡日電
ビジネス㈱

アイキ㈱ 菊川営業所、静岡日電ビジネス㈱、㈱富士通エフ
サス 浜松支店、㈱フューチャーイン 静岡支店、教育産業
㈱ 浜松営業所、㈱シムラ 菊川営業部

\2,832,000

\2,690,000

㈱中松

ホシザキ東海㈱掛川営業所、マルゼン厨機㈱、㈱中松、静
岡アイホー調理機㈱、㈱原川商店

市役所

\1,656,000

\544,200

㈱ヨシダ菊川店

㈱シムラ菊川営業部、アイキ㈱菊川営業所、㈱ヨシダ菊川
店、㈲小笠地区教育用品、㈱デザイン・オフィス

半済

\1,728,000

\1,392,000

㈱日消機械工業

㈱河原崎商事菊川、平和産業㈱、旭産業㈱浜松営業所、㈱
日消機械工業、㈱木戸紺屋本店

小笠支所
他１０箇所

\7,910,000

\7,235,000

旭産業㈱
浜松営業所

㈱河原崎商事菊川、㈱小松防研監理事務所、㈲サンメン菊
川、旭産業㈱ 浜松営業所、大学産業㈱、平和産業㈱、セ
ルコ㈱ 掛川営業所、㈱コンツナ

学校給食
センター

\270

\270

袴田燃料㈱

㈲クレマツ、㈱浜崎商店、㈲石山商店、丸加プロパン黒田商
店、袴田燃料㈱、㈱内山石油、遠州夢咲農業協同組合、イ
ワタニ静岡㈱ 菊川営業所

\1,874,500

\795,000

㈲サンメン菊川

㈱河原崎商事菊川、㈱小松防研監理事務所、㈲サンメン菊
川、㈱ハマビ、㈲サングリーン

\765,000

\617,000

14 24 H24.7.11 平成24年度 庁内情報系PC購入業務

役所

\6,996,000

平成24年度
15 24 H24.7.11 菊川学校給食センター給食用食器購入
事業

加茂

平成24年度
16 24 H24.7.23 菊川市役所印刷機導入（賃貸借及び保
守）業務
H24.8.8 平成24年度 消防団 ホース購入業務

18 24

平成24年度 大規模地震対策総合支援
H24.8.8 事業
災害用備蓄食糧（アルファ米）購入業務

指名（公募）業者名

㈱東京ディエス
ジャパン浜松店

役所

17 24

落札業者名

19 24 H24.9.20

平成24年度 菊川学校給食センター
プロパンガス購入事業

20 24 H24.10.17

平成24年度
菊川市公共施設消火器更新業務

21 24 H24.10.31

平成24年度 小学校理科教育用備品購
入

各小学校

\1,457,000

\1,400,000

㈲ワイエスデー

㈲小笠地区教育用品、アイキ㈱菊川営業所、㈱ヨシダ菊川
店、㈲ワイエスデー、鶴田図書教材

22 24 H24.10.31

平成24年度 自庁印刷用専用用紙印刷
業務

役所

\3,662,000

\2,256,400

小林クリエイト㈱
浜松営業所

松本印刷㈱、トッパン・フォームズ㈱浜松営業所、小林クリエ
イト㈱ 浜松営業所、中部印刷㈱

平成24年度
23 24 H24.10.31 水道料金賦課・徴収事務等の外部委託
業務

全域

\201,078,600

\160,110,000

シーデーシー
情報システム㈱

㈱フューチャーイン静岡支店、㈱ジェネッツ、シーデーシー
情報システム㈱、第一環境㈱中部支店

24 24 H24.11.14 平成24年度 庁内情報系PR更新業務

役所

\3,125,000

\967,000

静岡日電
ビジネス㈱

アイキ㈱菊川営業所、㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、静
和事務機㈱菊川市店、㈲鈴木無線、静岡日電ビジネス㈱、ﾘｺｰ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱浜松事業所、ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ㈱浜松営業所

全域

平成24年度 菊川市物品製造等入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

事

業

名

№3

納品場所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名

指名（公募）業者名

平成25年１月27日執行予定
25 24 H24.11.14 菊川市長・市議会議員選挙用選挙公報 役所本庁舎
作成業務

\576,000

\245,700

㈱松本印刷

㈲ライトスクエア、㈲共立印刷、斎藤写植、㈱ケーアンドワ
イ、㈱松本印刷、㈱アビサレ、㈱幸栄グラフィック、松本印刷
㈱

平成24年度 菊川市ごみ収集カレンダー
環境推進課
印刷製本業務（平成25年度版）

\1,038,060

\494,500

齋藤写植

㈱ｱﾌﾟﾗｲｽﾞ 磐田営業所、松本印刷㈱、齋藤写植、中部印
刷㈱、㈲)ﾗｲﾄｽｸｴｱ、㈲ﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽｴﾑ・ｴｽ・ｼｰ

26 24 H24.11.26

平成24年度 大規模地震対策等総合支
27 24 H24.11.26 援事業
水防活動用救命胴衣購入業務

堀之内倉庫

\1,620,000

\1,368,000

平和産業㈱

平成24年度 菊川市長選挙及び菊川市
28 24 H24.12.12 議会議員選挙
ポスター掲示場設置・撤去業務委託

全域

\4,286,000

\2,490,000

㈱サイン工房
ＦＵＬＬ

菊川市立
総合病院

\6,571,000

\6,305,000 ㈱フューチャーイン

㈱フューチャーイン 静岡支店、日本電気㈱ 浜松支店、日
興通信㈱ 静岡支社、㈱浜名湖国際頭脳センター

菊川市立
総合病院

\1,800,000

\1,800,000

㈱千代田、㈱丸協酸素商会

29 24 H24.12.12

平成24年度 菊川市立総合病院
地方公営企業会計システム導入事業

30 24 H25.2.25 平成25年度 医療ガス設備保守管理業務

㈱千代田

㈱河原崎商事菊川、平和産業㈱、旭産業株式会社 浜松営
業所、㈱小松防研管理事務所、大学産業㈱

静和事務機㈱菊川支店、㈱サイン工房ＦＵＬＬ

31 24 H25.2.25

平成25年度 検査排水処理施設
保守点検業務

菊川市立
総合病院

\1,700,000

\1,660,000

32 24 H25.2.25

平成25年度 合併処理浄化槽
維持管理業務

菊川市立
総合病院

\840,000

\840,000

ニッケン消毒㈱

33 24 H25.2.25

平成25年度 院内消毒・貯水槽
清掃業務委託

菊川市立
総合病院

\950,000

\880,000

㈱マルマ

34 24 H25.2.25

平成25年度 一般廃棄物運搬処理委託
業務

菊川市立
総合病院

\714,000

\700,000

中遠環境保全㈱

菊川市立
総合病院

\820,000

\820,000

日興電機通信㈱ 日興電機通信㈱、セルコ㈱掛川営業所

下平川

\876,000

\870,000

㈱ｴｽﾋﾟｰｴｽたくみ

35 24 H25.2.25 平成25年度 消防設備保守点検業務

36 24 H25.2.25

平成25年度 菊川市中央公民館
舞台、照明、音響業務委託

㈲菊川生活環境 ㈲菊川生活環境センター、中遠環境保全㈱、ニッケン消毒
センター
㈱
㈲菊川生活環境センター、中遠環境保全㈱、ニッケン消毒
㈱
㈱マルマ、㈱オリジン・コーポレーション、ニッケン消毒㈱
中遠環境保全㈱、㈱サンメンテナンス菊川営業所、遠州運
輸㈱、㈱故紙センタートヨタ 菊川営業所、㈱中部カレット

㈱ステージ・ループ、㈱ＳＢＳプロモーション、㈱日本シア
ターサービス、㈱エスピーエスたくみ、㈱アス

平成24年度 菊川市物品製造等入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

事

業

名

№4

納品場所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名

指名（公募）業者名

平成25年度 菊川市中央公民館・小笠図
37 24 H25.2.25 書館
機械機器保守点検業務委託

下平川

\3,851,000

\3,800,000

菱和設備㈱
掛川営業所

㈱旭冷暖、㈱協立メンテナンス・サービス、日管㈱掛川支
店、菱和設備㈱掛川営業所、荏原実業㈱静岡支社

38 24 H25.2.25

平成25年度 菊川市立図書館
菊川文庫冷暖房及び空調設備保守点検

堀之内

\1,310,000

\1,150,000

日管㈱掛川支店

㈱旭冷暖、㈱協立メンテナンス・サービス、日管㈱掛川支
店、菱和設備㈱掛川営業所、荏原実業㈱静岡支社

39 24 H25.2.25

平成25年度 菊川市役所本庁舎
空調設備等保守点検業務委託

市役所

\1,598,000

\1,470,000

日管㈱掛川支店

協立電機㈱袋井営業所、日管㈱掛川支店、㈱城南メンテナ
ンス、菱和設備㈱掛川営業所、㈱協立メンテナスサービス

40 24 H25.2.25

平成25年度 菊川市役所本庁舎
環境衛生管理業務

市役所

\477,000

\440,000

41 24 H25.2.25

平成25年度 大型複写機導入（賃貸借及
び保守）業務

市役所

\2,880,000

\1,161,000

42 24 H25.2.25

平成24年度 宿直用寝具賃貸借業務（そ
役所本庁舎
の２）

\778,160

\747,472

43 24 H25.3.12

平成25年度 平尾下水処理場 維持管理
業務委託

\2,484,000

\2,200,000

44 24 H25.3.12

平成25年度 菊川学校給食センター
厨房機器保守点検業務委託

菊川学校給
食センター

\570,000

\540,000

45 24 H25.3.12

平成25年度 菊川市立小学校
高圧受電設備保守点検業務委託

菊川市立小
学校

\1,294,800

\1,293,600

46 24 H25.3.12

平成25年度 菊川学校給食センター
プロパンガス購入事業

菊川学校給
食センター

\290

\275

丸加プロパン
黒田商店

㈲クレマツ､㈱浜崎商店､㈲石山商店､丸加プロパン黒田商
店､袴田燃料㈱､遠州夢咲農業協同組合､イワタニ静岡㈱菊
川営業所

47 24 H25.3.12

平成25年度 菊川学校給食センター
排水処理施設保守点検委託

菊川学校給
食センター

\3,216,000

\3,216,000

東海プラント㈱

ヤマダユニア㈱､東海プラント㈱､㈱ウォーターエージェン
シー静岡営業所､ニッケン消毒㈱､静岡ビル保善㈱

48 24 H25.3.12

平成25年度 菊川市立小・中学校
昇降機保守点検業務委託

菊川市立
小・中学校

\1,814,400

\632,400

平尾

㈱協立メンテナス ㈱ハマビ、東海ビル管理㈱袋井営業所、㈱科研、㈱セイビ
サービス
東海、㈱協立メンテナスサービス
富士ゼロックス静岡㈱マーケティング本部、静和事務機㈱菊
富士ｾﾞﾛｯｸｽ静岡㈱
川支店、㈱シムラ菊川営業部、アイキ㈱菊川営業所、㈱ヨシ
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部
ダ菊川店
㈱ヤマシタコーポレーション静岡事業所、小山㈱静岡営業
㈱ﾔﾏｼﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ
所、㈱レンティック中部、ワタキューセイモア㈱静岡営業所、
ﾝ静岡事業所
エースクリーニング㈱
アクアインテック㈱

㈱ウォーターエージェンシー静岡営業所、アクアインテック
㈱、中遠環境保全㈱

㈱中松

㈱ＳＫシステム､静岡アイホー調理機㈱､㈱中松､タニコー㈱
浜松営業所､㈱原川商店､ホシザキ東海㈱掛川営業所

(一財)中部電気保 (一財)中部電気保安協会掛川営業所、中野電気保安管理
安協会掛川営業所 事務所、鈴木電気管理技術事務所

㈱東海ビルメンテナス浜松営業所、三菱電機ビルテクノサー
ｼﾝﾄﾞﾗｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱
ビス㈱静岡支店、総合サービス㈱、日本リフト工業㈱、シンド
浜松支店
ラーエレベータ㈱浜松支店

平成24年度 菊川市物品製造等入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

事

業

名

№5

納品場所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

49 24 H25.3.12

平成25年度 菊川市立小中学校・幼稚園
消防設備保守点検業務委託

菊川市立
小・中学
校、幼稚園

\1,188,280

\900,000

50 24 H25.3.12

平成25年度 市営住宅給水施設点検業
務委託

加茂・本所

\660,000

\638,000

平成25年度 市単独事業
赤土（小笠
51 24 H25.3.12 小笠支所庁舎空調設備保守点検業務委
支所内）
託

\783,000

\730,000

平成25年度 菊川市総合保健福祉セン
52 24 H25.3.12 ター
施設総合管理業務委託

半済

\9,261,000

\9,120,000

53 24 H25.3.22 磁気媒体遠隔保管管理業務委託

役所

\1,508,000

\860,900

落札業者名

㈲サンメン菊川

指名（公募）業者名

㈱小松防研監理事務所、㈱河原崎商事菊川営業所、㈱ハ
マビ、㈲サンメン菊川、㈱サンメンテナンス菊川営業所

㈱協立メンテナス ㈱協立メンテナスサービス、日管㈱掛川支店、大学産業㈱、
サービス
㈱サンメンテナンス菊川営業所、㈱ハマビ
菱和設備㈱
掛川営業所

協立電機㈱袋井営業所、日管㈱掛川支店、㈱城南メンテナ
ンス、菱和設備㈱掛川営業所、㈱協立メンテナスサービス

フジ都市開発㈱

㈱東海ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅｽ浜松営業所、㈱サン浜松営業所、㈱協立ﾒﾝﾃﾅ
ｽｻｰﾋﾞｽ、㈱ﾀﾞｲｹﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ静岡支店、フジ都市開発㈱、㈱ﾒﾝﾃｯｸｶ
ﾝｻﾞｲ、ﾔﾏﾀﾞﾕﾆｱ㈱、㈱静岡ｾｲｺｰ、東海ビル管理㈱ 袋井営業所、
㈱東海ﾋﾞﾙｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ、㈱城南ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

㈱ﾜﾝﾋﾞｼｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ ㈱ワンビシアーカイブズ名古屋支店、㈱NTT西日本−東海静岡営
業部、NECフィールディング㈱
名古屋支店

