
入札結果

発注課

入札方式

落札金額

第１回入札金額(円)
結　　果

第２回入札金額(円)
結　　果

第３回入札金額(円)
結　　果

最終見積額(円)
結　　果

¥28,425,000.-

¥28,920,000.-

¥28,605,000.-

¥28,620,000.-

¥28,215,000.-

¥28,380,000.-

¥30,384,000.-

¥28,845,000.-

¥28,552,500.-

¥26,362,500.-

最低制限価格未満

¥30,045,000.-

¥28,395,000.-

¥29,197,500.-

¥28,620,000.-

¥28,215,000.-

¥28,822,500.-

¥29,032,500.-

¥28,695,000.-

¥28,215,000.-

落札

¥37,000,000.-

予定価格超過

¥28,357,500.-

¥26,625,000.-

最低制限価格未満

¥38,800,000.-

予定価格超過

¥28,845,000.-

¥34,580,000.-

¥34,670,000.-

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

昭和測量設計株式会社

三和測量株式会社

株式会社アルファ測量設計開発

有限会社セイコー測量

株式会社第一測量

ラソス株式会社

株式会社中央工測事務所

株式会社五十嵐測量設計事務所

エミー測量設計有限会社

池田測量設計株式会社

東京レコン株式会社

株式会社総和技研

石井測量設計株式会社

和晃測量株式会社

株式会社新都市設計

安武測量設計株式会社

シグマ測量設計株式会社23

24

25

26

20

21

22

17

18

19

14

15

16

港南測量設計株式会社

株式会社東栄測量コンサルタント

11

12

13 株式会社川久保企画

礎測量設計株式会社

１

２

６

10

７

８

９

株式会社建成社

株式会社創和技術

¥28,215,000.-

　狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その１）件　名

　建築局企画部
　建築防災課

　公募型指名競争入札

３

５

４

株式会社創和測量コンサルタンツ

中央測量技術株式会社

株式会社トーアテック

入札日時
　平成31年３月25日
　午後１時00分

落札者名

入札場所 　関内トーセイビル２　11階会議室

東京レコン株式会社

入札参加業者



入札結果

発注課

入札方式

落札金額

第１回入札金額(円)
結　　果

第２回入札金額(円)
結　　果

第３回入札金額(円)
結　　果

最終見積額(円)
結　　果

¥24,420,000.-

最低制限価格未満

¥24,345,000.-

最低制限価格未満

¥24,517,500.-

最低制限価格未満

¥24,630,000.-

¥32,450,000.-

¥24,150,000.-

最低制限価格未満

¥24,067,500.-

最低制限価格未満

¥24,180,000.-

最低制限価格未満

¥24,720,000.-

¥24,352,500.-

最低制限価格未満

¥25,815,000.-

¥24,345,000.-

最低制限価格未満

¥24,750,000.-

¥24,207,500.-

最低制限価格未満

¥24,330,000.-

最低制限価格未満

¥24,727,500.-

¥24,172,500.-

最低制限価格未満

¥24,547,500.-

落札

¥32,000,000.-

¥24,945,000.-

¥25,875,000.-

¥32,330,000.-

¥24,180,000.-

最低制限価格未満

¥24,277,500.-

最低制限価格未満

¥32,430,000.-

¥25,042,500.-

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

件　名 　狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その２）

入札日時
　平成31年３月25日
　午後１時45分

　建築局企画部
　建築防災課

入札場所 　関内トーセイビル２　11階会議室 　公募型指名競争入札

落札者名 株式会社総和技研 ¥24,547,500.-

入札参加業者

１ 株式会社創和測量コンサルタンツ

２ 中央測量技術株式会社

３ 株式会社トーアテック

４ 株式会社建成社

５ 株式会社創和技術

６ ラソス株式会社

７ 株式会社第一測量

８ 港南測量設計株式会社

９ 株式会社東栄測量コンサルタント

10 有限会社セイコー測量

11 株式会社中央工測事務所

12 礎測量設計株式会社

13 株式会社川久保企画

14 株式会社アルファ測量設計開発

15 三和測量株式会社

16 昭和測量設計株式会社

17 石井測量設計株式会社

18 株式会社総和技研

19 池田測量設計株式会社

20 エミー測量設計有限会社

21 株式会社五十嵐測量設計事務所

25 和晃測量株式会社

26 株式会社都市企画開発

22 シグマ測量設計株式会社

23 安武測量設計株式会社

24 株式会社新都市設計



入札結果

発注課

入札方式

落札金額

第１回入札金額(円)
結　　果

第２回入札金額(円)
結　　果

第３回入札金額(円)
結　　果

最終見積額(円)
結　　果

¥23,670,000.-

最低制限価格未満

¥23,745,000.-

最低制限価格未満

¥23,745,000.-

最低制限価格未満

¥23,767,500.-

落札

¥31,390,000.-

¥23,542,500.-

最低制限価格未満

¥23,775,000.-

¥23,767,500.-

¥23,767,500.-

¥23,758,000.-

最低制限価格未満

¥23,182,500.-

最低制限価格未満

¥23,752,500.-

最低制限価格未満

¥23,685,000.-

最低制限価格未満

¥23,760,000.-

最低制限価格未満

¥23,722,500.-

最低制限価格未満

¥23,767,500.-

¥23,767,500.-

¥31,500,000.-

¥23,767,500.-

¥23,670,000.-

最低制限価格未満

¥23,767,500.-

¥23,760,000.-

最低制限価格未満

¥23,767,500.-

¥23,760,000.-

最低制限価格未満

¥31,600,000.-

¥23,785,000.-

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

件　名 　狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その３）

入札日時
　平成31年３月25日
　午後２時30分

　建築局企画部
　建築防災課

入札場所 　関内トーセイビル２　11階会議室 　公募型指名競争入札

落札者名 株式会社建成社 ¥23,767,500.-

入札参加業者

１ 株式会社創和測量コンサルタンツ

２ 中央測量技術株式会社

３ 株式会社トーアテック

４ 株式会社建成社

５ 株式会社創和技術

６ ラソス株式会社

７ 株式会社第一測量

８ 港南測量設計株式会社

９ 株式会社東栄測量コンサルタント

10 有限会社セイコー測量

11 株式会社中央工測事務所

12 礎測量設計株式会社

13 株式会社川久保企画

14 株式会社アルファ測量設計開発

15 三和測量株式会社

16 昭和測量設計株式会社

17 石井測量設計株式会社

18 株式会社総和技研

19 池田測量設計株式会社

20 エミー測量設計有限会社

21 株式会社五十嵐測量設計事務所

25 和晃測量株式会社

26 株式会社都市企画開発

22 シグマ測量設計株式会社

23 安武測量設計株式会社

24 株式会社新都市設計



入札結果

発注課

入札方式

落札金額

第１回入札金額(円)
結　　果

第２回入札金額(円)
結　　果

第３回入札金額(円)
結　　果

最終見積額(円)
結　　果

¥25,402,500.-

¥25,410,000.-

¥25,440,000.-

¥33,870,000.-

¥33,580,000.-

¥25,402,500.-

¥25,402,500.-

¥25,402,500.-

¥25,417,500.-

¥25,426,000.-

¥27,532,500.-

¥25,410,000.-

¥25,522,500.-

¥25,410,000.-

¥25,410,000.-

¥25,402,500.-

¥25,410,000.-

¥33,700,000.-

¥25,410,000.-

¥25,807,500.-

¥25,402,500.-

¥25,410,000.-

¥25,402,500.-

¥25,402,500.-

落札

¥33,800,000.-

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

件　名 　狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その４）

入札日時
　平成31年３月25日
　午後３時15分

　建築局企画部
　建築防災課

入札場所 　関内トーセイビル２　11階会議室 　公募型指名競争入札

落札者名 株式会社新都市設計 ¥25,402,500.-

入札参加業者

１ 株式会社創和測量コンサルタンツ

２ 中央測量技術株式会社

３ 株式会社トーアテック

４ 株式会社建成社

５ 株式会社創和技術

６ ラソス株式会社

７ 株式会社第一測量

８ 港南測量設計株式会社

９ 株式会社東栄測量コンサルタント

10 有限会社セイコー測量

11 株式会社中央工測事務所

12 礎測量設計株式会社

13 株式会社川久保企画

14 株式会社アルファ測量設計開発

15 三和測量株式会社

16 昭和測量設計株式会社

17 石井測量設計株式会社

18 株式会社総和技研

19 池田測量設計株式会社

25 和晃測量株式会社

22 シグマ測量設計株式会社

23 安武測量設計株式会社

24 株式会社新都市設計

20 エミー測量設計有限会社

21 株式会社五十嵐測量設計事務所



入札結果

発注課

入札方式

落札金額

第１回入札金額(円)
結　　果

第２回入札金額(円)
結　　果

第３回入札金額(円)
結　　果

最終見積額(円)
結　　果

¥25,215,000.-

落札

¥25,207,500.-

最低制限価格未満

¥25,215,000.-

¥33,620,000.-

¥25,207,500.-

最低制限価格未満

¥25,215,000.-

¥25,215,000.-

¥25,207,500.-

最低制限価格未満

¥25,210,500.-

最低制限価格未満

¥24,562,500.-

最低制限価格未満

¥26,077,500.-

¥25,155,000.-

最低制限価格未満

¥25,207,500.-

最低制限価格未満

¥25,215,000.-

¥25,215,000.-

¥25,222,500.-

¥33,500,000.-

¥25,222,500.-

¥25,215,000.-

¥25,215,000.-

¥25,207,500.-

最低制限価格未満

¥25,215,000.-

¥33,230,000.-

¥25,147,500.-

最低制限価格未満

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

件　名 　狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その５）

入札日時
　平成31年３月25日
　午後４時00分

　建築局企画部
　建築防災課

入札場所 　関内トーセイビル２　11階会議室 　公募型指名競争入札

落札者名 株式会社創和測量コンサルタンツ ¥25,215,000.-

入札参加業者

１ 株式会社創和測量コンサルタンツ

２ 中央測量技術株式会社

３ 株式会社トーアテック

４ 株式会社建成社

５ ラソス株式会社

６ 株式会社第一測量

７ 港南測量設計株式会社

８ 株式会社東栄測量コンサルタント

９ 有限会社セイコー測量

10 株式会社中央工測事務所

11 礎測量設計株式会社

12 株式会社川久保企画

13 株式会社アルファ測量設計開発

14 三和測量株式会社

15 昭和測量設計株式会社

16 石井測量設計株式会社

17 株式会社総和技研

18 池田測量設計株式会社

19 エミー測量設計有限会社

20 株式会社五十嵐測量設計事務所

24 株式会社都市企画開発

21 シグマ測量設計株式会社

22 安武測量設計株式会社

23 株式会社新都市設計



入札結果

発注課

入札方式

落札金額

第１回入札金額(円)
結　　果

第２回入札金額(円)
結　　果

第３回入札金額(円)
結　　果

最終見積額(円)
結　　果

¥32,000,000.-

¥24,757,500.-

¥24,750,000.-

¥33,000,000.-

¥24,735,000.-

最低制限価格未満

¥24,757,500.-

¥24,757,500.-

¥24,757,500.-

¥24,757,500.-

¥24,750,000.-

¥24,750,000.-

¥24,750,000.-

¥24,742,500.-

最低制限価格未満

¥24,750,000.-

¥24,750,000.-

落札

¥24,750,000.-

¥32,900,000.-

¥30,000,000.-

¥24,757,500.-

¥24,757,500.-

¥24,742,500.-

最低制限価格未満

¥24,757,500.-

¥32,640,000.-

¥24,755,000.-

※落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合は、くじにより決定しています。

件　名 　狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託（その６）

入札日時
　平成31年３月25日
　午後４時45分

　建築局企画部
　建築防災課

入札場所 　関内トーセイビル２　11階会議室 　公募型指名競争入札

落札者名 昭和測量設計株式会社 ¥24,750,000.-

入札参加業者

１ 株式会社創和測量コンサルタンツ

２ 中央測量技術株式会社

３ 株式会社トーアテック

４ 株式会社建成社

５ ラソス株式会社

６ 株式会社第一測量

７ 港南測量設計株式会社

８ 株式会社東栄測量コンサルタント

９ 有限会社セイコー測量

10 株式会社中央工測事務所

11 礎測量設計株式会社

12 株式会社川久保企画

13 株式会社アルファ測量設計開発

14 三和測量株式会社

15 昭和測量設計株式会社

16 石井測量設計株式会社

17 株式会社総和技研

18 池田測量設計株式会社

19 エミー測量設計有限会社

20 株式会社五十嵐測量設計事務所

24 株式会社都市企画開発

21 シグマ測量設計株式会社

22 安武測量設計株式会社

23 株式会社新都市設計
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