
入 札 結 果 表

案件名称
地方独立行政法人大阪産業技術研究所森之宮センター

研究本棟他外壁改修工事

入札形式 一般競争入札(郵送による入札)

入札日時 令和２年６月 25 日（木）午前 11 時 00 分

履行場所 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 森之宮センター

契約期間 契約締結日より令和３年３月 19 日（金）

入札結果 落札者決定 備考 くじ引きにより落札者を決定

落札業者名 株式会社ニシケン

契約金額 ￥143,099,000 (消費税及び地方消費税相当額を含む)

予定価格 ￥153,048,000(消費税及び地方消費税相当額を除く)

最低制限価格 ￥130,000,000 (消費税及び地方消費税相当額を除く)

受付順 業者名称 入札金額(税抜) 摘要 立会

1 株式会社日動 ¥137,743,000 ○

2 株式会社協栄リノベイション ¥139,090,000 ○

3 株式会社清和建設 ¥137,743,000
4 株式会社栄進建設 ¥137,743,000
5 株式会社伊藤工務店 ¥138,355,000
6 中村建設工業株式会社 ¥138,759,000
7 アキツ工業株式会社 ¥138,516,000
8 アオバ建設工業株式会社 ¥138,436,000
9 北成建設株式会社 ¥135,830,000
10 株式会社北陽 ¥136,977,000
11 咲山建設株式会社 ¥138,918,000
12 山本建設工業株式会社 ¥138,999,000
13 株式会社長谷部組 ¥138,598,000
14 株式会社北嶋建設 ¥138,010,000
15 株式会社ハマダエンジニアリング ¥130,090,000
16 高知建設株式会社 ¥137,743,000
17 吉宝建設株式会社 ¥139,321,000
18 株式会社ブルーム ¥139,237,000
19 有限会社丸永建設 ¥135,294,000
20 株式会社笠井工務店 ¥139,643,000



受付順 業者名称 入札金額(税抜) 摘要 立会

21 株式会社芝野工務店 入札書不着

22 規工川建設株式会社 ¥139,564,000
23 株式会社ナカノフドー建設大阪支社 ¥139,100,000
24 株式会社アスカ 無効

25 リフレックス株式会社 ¥138,990,000
26 寛仁建設株式会社 ¥137,645,000
27 株式会社拓工建設 ¥139,079,000
28 株式会社ケイテック 無効

29 株式会社長谷川工務店 ¥137,743,000
30 橋本建設株式会社 ¥139,700,000
31 株式会社ニシケン ¥130,090,000 落札

32 東南建設工業株式会社 ¥137,743,000
33 株式会社ニッシンクリエート ¥138,838,000
34 鳴世建設株式会社 ¥137,742,000
35 有限会社センシュウ ¥139,316,000
36 株式会社益田組 ¥138,626,000
37 花田建設株式会社 ¥137,890,000
38 株式会社共創技建 無効

39 株式会社タシロ 無効

40 錦建設株式会社 ¥137,743,000
41 株式会社能勢工務店 ¥137,666,000
42 株式会社池田邦工務店 ¥137,743,000
43 株式会社富永工務店 ¥139,660,000
44 株式会社大森工務店 ¥136,518,000
45 安積建設株式会社大阪営業所 ¥138,663,000
46 日本メックス株式会社関西支店 ¥138,662,000
47 三晃建設株式会社 入札書不着

48 株式会社ニュービルド ¥138,130,000
49 株式会社カネヤマ ¥136,311,000
50 株式会社大伸クリエイト ¥139,018,000
51 株式会社 AY建設 ¥139,012,000
52 株式会社トーワ技研工業 ¥137,740,000



受付順 業者名称 入札金額(税抜) 摘要 立会

53 長瀬建設株式会社 ¥140,426,000
54 日生建設株式会社 ¥138,911,000
55 第一基礎設計株式会社 無効

56 アイ・ケイ・ケイ有限会社 無効

57 株式会社山本工務店 ¥139,059,000
58 株式会社アクシス 無効

59 株式会社三田工務店大阪支店 ¥149,000,000
60 山陽建設工業株式会社 ¥139,161,000
61 株式会社ソトムラ ¥137,743,000
62 株式会社西田塗装店 辞退

63 株式会社ループ ¥137,743,000
64 株式会社 Gokou ¥138,770,000
65 大倭殖産株式会社大阪営業所 ¥139,804,000
66 株式会社鴻友建設 無効

67 大竹建設株式会社 無効

68 株式会社リ・コート ¥139,200,000
69 加島建設株式会社 入札書不着

70 株式会社岩城工務店 ¥137,743,000
71 株式会社大和建設 ¥138,733,000
72 株式会社ＫＧコンストラクション ¥138,820,000
73 株式会社明地工務店 ¥139,988,000
74 株式会社鈴木工務店 ¥138,515,000
75 株式会社渡辺塗装 ¥137,740,000
76 株式会社今重興産 ¥137,743,000
77 楠公建設株式会社 ¥139,150,000
78 太閤木下建設株式会社 ¥140,777,000
79 株式会社小林塗装店 入札書不着

80 株式会社マニエラ ¥138,237,000
81 株式会社ハック ¥137,529,000
82 株式会社Ｔ．Ｍａｘ ¥137,740,000
83 池田建設株式会社 無効

84 株式会社タモツコーポレーション ¥139,424,000



受付順 業者名称 入札金額(税抜) 摘要 立会

85 株式会社鳥居工務店 辞退

86 田中建設株式会社 ¥138,677,000
87 外谷技建工業株式会社 ¥138,743,000
88 株式会社前田組 ¥138,945,000
89 株式会社オーヒュッテ組 ¥138,680,000
90 株式会社城東 無効

91 株式会社Ａ・Ｓ・Ｐ ¥131,000,000
92 株式会社イズミクス 無効

93 株式会社ハマテック 無効

94 株式会社エコテック ¥139,273,000
95 協伸工業株式会社 無効

96 株式会社ヘイワ ¥140,804,000
97 西浩建設株式会社 ¥138,863,000
98 株式会社中塚工務所 ¥137,743,000
99 昌栄建設株式会社 ¥139,276,000
100 栗本建設工業株式会社 ¥151,300,000
101 高分子株式会社 無効

102 株式会社橋本建設 ¥139,400,000
103 永興建設株式会社 無効

104 株式会社大栄建設工業 ¥137,743,000
105 タケダ建設株式会社 ¥137,798,000
106 株式会社メッシュ ¥131,620,000
107 株式会社山本土建 ¥137,700,000
108 関西リフレ株式会社 ¥133,150,000
109 名工建設株式会社 ¥137,743,000
110 株式会社太陽建設 ¥139,075,000
111 有限会社ハンワ 辞退

112 株式会社藤井工業 無効

113 株式会社アーク ¥139,484,000
114 株式会社三国建設 入札書不着

115 株式会社杉建設 ¥139,021,000
116 株式会社ジャン ¥140,000,000



受付順 業者名称 入札金額(税抜) 摘要 立会

117 株式会社ワイテック ¥138,000,000
118 株式会社カーサ・プランニング ¥137,890,000
119 西野建設工業株式会社 ¥139,219,000
120 大容建設株式会社大阪支店 ¥139,091,000
121 株式会社テイエム技建 無効

122 道岡建設工業株式会社 ¥139,224,000
123 株式会社ニューウォール工務店 入札書不着

124 高松テクノサービス株式会社 ¥137,780,000
125 株式会社東大阪土建 ¥140,444,000
126 有限会社道栄建設 ¥139,493,000
127 株式会社一技研工業 ¥139,886,000


