
番号 物品等名 執行課 指名業者名 入札額（円） 落札 落札額（円） 備考
㈱アイネス首都圏営業部 5,000,000 ○
ＡＧＳ㈱ 辞退
ＮＥＣネッツエスアイ㈱関東支店 辞退
㈱富士通マーケティング関越支社 辞退
リコージャパン㈱販売事業本部埼玉支社公共文教営業部 辞退
ＮＴＴファイナンス㈱関東支店 2,750

セコム㈱ 辞退
綜合警備保障㈱埼玉中央支社 2,417 ○
東京センチュリー㈱大宮支店 2,640

フクダ電子西関東販売㈱ 2,700

㈱コーエー 辞退
㈱タナカ東京支社 辞退
㈱ヒロタ 辞退
㈱フラワー企画総合備品レンタルセンター 辞退
㈱レンタルのニッケン加須営業所 辞退
㈱プラス・エー
㈱コーエー 辞退
㈱タナカ東京支社 辞退
㈱ヒロタ 辞退
㈱フラワー企画総合備品レンタルセンター 辞退
㈱レンタルのニッケン加須営業所 辞退
㈱プラス・エー
㈱ディーエムエス 1,980,000 ○
㈱ディーソル 3,200,000

トッパン・フォームズ㈱埼玉営業所 辞退
日本通信紙㈱埼玉出張所 2,900,000

光ビジネスフォーム㈱さいたま営業所 辞退
㈱ディーエムエス 1,980,000 ○
㈱ディーソル 3,200,000

トッパン・フォームズ㈱埼玉営業所 辞退
日本通信紙㈱埼玉出張所 3,200,000

光ビジネスフォーム㈱さいたま営業所 辞退
愛知時計電機㈱大宮営業所 28,832,000

アズビル金門㈱さいたま営業所 26,702,000

柏原計器工業㈱関東営業部千葉営業所 33,125,000

東洋計器㈱北関東支店 26,624,000 ○
㈱ニッコク東京支店 29,850,000

㈱阪神計器製作所関東支店 28,280,500

前澤給装工業㈱埼玉営業所 33,959,000

6

午前11時00分

午前11時09分

参議院議員通常選挙に係る投票
所入場整理券印刷・封入封緘業
務委託

参議院議員通常選挙に係る投票
所入場整理券印刷・封入封緘業
務委託

中止

28,753,920

午前10時３0分
埼玉県知事選挙に係るポスター
掲示場設置及び撤去業務委託

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会
事務局

2,138,400

2,138,400

3 午前10時00分
参議院議員通常選挙に係るポス
ター掲示場設置及び撤去業務委
託

選挙管理委員会
事務局
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5月17日

午前10時00分
量水器（口径13ｍｍ・20ｍｍ・25
ｍｍ・30ｍｍ・40ｍｍ・50ｍｍ・75
ｍｍ・100ｍｍ）

水道施設課

4

中止

5

令和元年度物品等入札結果（５月）

入札（開札）日時

2,610

1 5月9日 午前10時00分
住民基本台帳ネットワークシステ
ム機器更改等

市民課（総合窓
口）

5,400,000

2 5月15日 午前９時３０分
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃
貸借

健康医療課
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㈱内田洋行営業統括グループ 辞退
ＮＥＣネクサソリューションズ㈱公共第二ソリューション事業部 25,232,100

㈱日立システムズ関東甲信越支社営業本部第一営業部 辞退
富士ゼロックス埼玉㈱営業統括部 辞退
富士電機ＩＴソリューション㈱ 辞退
㈱富士通マーケティング関越支社 24,070,000

ミツイワ㈱関東営業部 辞退
リコージャパン㈱販売事業本部埼玉支社公共文教営業部 20,648,000 ○
㈱アイネス首都圏営業部 22,352,000

㈱内田洋行営業統括グループ 辞退
ＡＧＳ㈱ 辞退
日興通信㈱埼玉支社 辞退
富士ゼロックス埼玉㈱営業統括部 辞退
富士電機ＩＴソリューション㈱ 辞退
㈱富士通マーケティング関越支社 37,174,400

ミツイワ㈱関東営業部 辞退
リコージャパン㈱販売事業本部埼玉支社公共文教営業部 辞退
㈱アイネス首都圏営業部 33,533,000 ○
㈱ウォーターエージェンシー埼玉営業所 1,300,000 ○
㈱エステム関東営業所 1,360,000

㈱武田エンジニヤリング 1,360,000

久喜三菱自動車販売㈱ 1,738,000 ○
埼玉スバル㈱久喜店 辞退
㈱すずき技研 1,899,944

㈱ホンダカーズ久喜本社 辞退
㈲山口石油 1,926,170

埼玉トヨタ自動車㈱久喜店 1,585,186

㈱すずき技研 1,571,369 ○
㈱ホンダカーズ久喜本社 1,619,189

㈲山口石油 1,696,960

㈱ウォーターエージェンシー埼玉営業所 7,460,000

㈱コスモリサーチ埼玉営業所 6,880,000

地中エンジニアリング㈱ 4,870,000 ○
東京水道サービス㈱ 7,160,000

㈱日本レップス埼玉営業所 7,300,000

㈱ウォーターエージェンシー埼玉営業所 2,550,000

㈱サンスイ北関東支店 2,170,000

地中エンジニアリング㈱ 1,860,000 ○
㈱東北漏水関東営業所 1,930,000

㈱リクチ漏水調査埼玉営業所 2,100,000

上下水道経営課

14 午前１０時１５分 水管橋点検調査業務委託 水道施設課

13

5月30日

午前１０時００分 制水弁等現地調査業務委託 水道施設課

2,046,000

1,430,000

12 1,693,209

5,357,000

午前１１時１５分
公用車（小型乗用ハイブリッド１
台）購入

鷲宮地区排水ポンプ保守管理業
務委託

道路河川課

11 午前１１時00分
公用車（軽貨物（バン１台・キャブ
オーバー１台））購入

上下水道経営課 1,870,467

22,299,840

5月23日

午前10時00分

午後３時５５分
住民情報システム用端末（３２０
台）

情報推進課 36,215,640

午後３時２５分 職員用端末（２９０台）
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5月21日

5月21日

情報推進課

9

8
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㈱ウォーターエージェンシー埼玉営業所 2,480,000

㈱前澤エンジニアリングサービス関東支店 2,200,000 ○
荏原実業㈱関東支社 2,880,000

昱㈱北関東支店 2,420,000

三協工業㈱北関東営業所 2,400,000

㈱関東マツダ法人事業本部 辞退
久喜三菱自動車販売㈱ 3,718,000 ○
埼玉スバル㈱久喜店 辞退
埼玉トヨタ自動車㈱久喜店 辞退
㈱すずき技研 3,805,260

㈱ホンダカーズ久喜本社 辞退
＊落札額は入札金額に消費税相当額等を加算した金額

4,002,460

15 午前１０時３０分
耐震性緊急貯水槽点検業務委
託

水道施設課 2,376,000

16 5月31日 午後２時１５分 公用車（軽自動車貨物４台）購入
アセットマネジメン
ト推進課
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