
  入　札   経   緯   書  

１．入札番号 103

２．物  品  名 サージカルマスク

３．数　  　量 １式

５．納入期限 令和2年9月30日

                                                   
           指   名   業   者   名 

                   見　　　積      金      額

  第1回目金額（円）   第2回目金額（円）

６．入札記録表

入札日 令和2年6月11日 15：00～ 入札場所 ４階　大会議室

４．納入場所 市が指定する場所

R02 - 

ケアサークル井原企業組合 辞退

大津寄教材社 辞退

合資会社柳本商店 辞退

有限会社 スバル 辞退

イバラ事務機 4,851,000◎

有限会社 大山文具店 辞退

タカヤ株式会社 辞退

落　札　者 イバラ事務機

契約金額 5,336,100 円 485,100 円うち消費税額及び地方
消費税額

備　　　　考 

567



  入　札   経   緯   書  

１．入札番号 99

２．物  品  名 空気清浄機（加湿機能付き、幼稚園分）

３．数　  　量 76台

５．納入期限 令和2年7月22日

                                                   
           指   名   業   者   名 

                   見　　　積      金      額

  第1回目金額（円）   第2回目金額（円）

６．入札記録表

入札日 令和2年6月11日 15：10～ 入札場所 ４階　大会議室

４．納入場所 市内１３幼稚園

R02 - 

有限会社 孝美舞台 3,792,400

大津寄教材社 辞退

株式会社 渡辺金物店 2,697,924

株式会社 日本電気工業所 2,964,000

川田金物有限会社 辞退

株式会社 報国電設 2,888,000

坂本電機工業有限会社 辞退

有限会社 昭電社 2,605,280◎

有限会社 矢吹管工 辞退

合資会社柳本商店 辞退

三村電器 3,040,000

有限会社 アイエス電機 3,418,670

タカヤ株式会社 3,222,400

有限会社 三宅電機 3,116,000

落　札　者 有限会社 昭電社

契約金額 2,865,808 円 260,528 円うち消費税額及び地方
消費税額

備　　　　考 

557



  入　札   経   緯   書  

１．入札番号 104

２．物  品  名 空気清浄機（加湿機能付き、中学校分）

３．数　  　量 100台

５．納入期限 令和2年7月22日

                                                   
           指   名   業   者   名 

                   見　　　積      金      額

  第1回目金額（円）   第2回目金額（円）

６．入札記録表

入札日 令和2年6月11日 15：15～ 入札場所 ４階　大会議室

４．納入場所 市内５中学校

R02 - 

有限会社 孝美舞台 4,990,000

大津寄教材社 辞退

株式会社 渡辺金物店 3,520,000

株式会社 日本電気工業所 3,800,000

川田金物有限会社 辞退

株式会社 報国電設 6,771,000

坂本電機工業有限会社 辞退

有限会社 昭電社 3,395,000◎

有限会社 矢吹管工 辞退

合資会社柳本商店 辞退

三村電器 4,000,000

有限会社 アイエス電機 4,490,000

タカヤ株式会社 4,240,000

有限会社 三宅電機 4,100,000

落　札　者 有限会社 昭電社

契約金額 3,734,500 円 339,500 円うち消費税額及び地方
消費税額

備　　　　考 

556



  入　札   経   緯   書  

１．入札番号 105

２．物  品  名 空気清浄機（加湿機能付き、小学校分）

３．数　  　量 183台

５．納入期限 令和2年7月22日

                                                   
           指   名   業   者   名 

                   見　　　積      金      額

  第1回目金額（円）   第2回目金額（円）

６．入札記録表

入札日 令和2年6月11日 15：20～ 入札場所 ４階　大会議室

４．納入場所 市内１３小学校

R02 - 

有限会社 孝美舞台 9,131,700

大津寄教材社 辞退

株式会社 渡辺金物店 6,441,600

株式会社 日本電気工業所 7,320,000

川田金物有限会社 辞退

株式会社 報国電設 6,700,000

坂本電機工業有限会社 辞退

有限会社 昭電社 6,211,020◎

有限会社 矢吹管工 辞退

合資会社柳本商店 辞退

三村電器 7,320,000

有限会社 アイエス電機 7,600,000

タカヤ株式会社 7,759,200

有限会社 三宅電機 7,503,000

落　札　者 有限会社 昭電社

契約金額 6,832,122 円 621,102 円うち消費税額及び地方
消費税額

備　　　　考 

569


