
件名 担当課 入札・見積年月日 落札者 契約金額(円)

山下ふ頭１号上屋解体工事（その１）に伴う工事監理等業務委託 保全管理課 平成30年5月8日 株式会社白川設計 7,236,000

山下厚生施設解体工事（その２）に伴う監理業務委託（その３） 保全管理課 平成30年5月11日 株式会社飯田善彦建築工房 1,476,921

横浜港港湾情報システム機器セットアップ業務委託 管財第一課 平成30年5月15日
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会
社

34,560,000

帆船日本丸改修計画基礎調査業務委託 賑わい振興課 平成30年5月17日 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 24,192,000

横浜港港湾統計管理システム機器更新委託 物流運営課 平成30年5月18日 日本電気株式会社　神奈川支社 50,976,000

南本牧ふ頭建設工事・Ｅ街区周辺下水道詳細設計業務委託（その２） 建設第二課 平成30年5月22日 日本設計株式会社 7,992,000

大黒ふ頭３号物揚場背後地道路設計業務委託 建設第一課 平成30年5月24日 日建コンサルタンツ株式会社 6,156,000

横浜港内水域利用実態調査（その２） 政策調整課 平成30年5月29日 いであ株式会社 9,720,000

平成30年度山下ふ頭建物・営業調査業務委託（その１）
山下ふ頭再
開発調整課

平成30年5月29日
株式会社ワイ・エム・補償コンサルタン
ト

16,632,000

平成30年度山下ふ頭建物・営業調査業務委託（その２）
山下ふ頭再
開発調整課

平成30年5月29日 株式会社エクサム 23,436,000

平成30年度山下ふ頭建物・営業調査業務委託（その３）
山下ふ頭再
開発調整課

平成30年5月29日 株式会社京浜調査設計 21,006,000

平成30年度山下ふ頭建物・営業調査業務委託（その４）
山下ふ頭再
開発調整課

平成30年5月29日 インターサイト株式会社 22,680,000

平成30年度港湾局委託契約入札結果等
＜５月実施分＞



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

1回目 2回目 最終見積

○ 6,700,000

※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。

平成30年5月8日

山下ふ頭１号上屋解体工事（その１）に伴う工事監理等業務委託

随意契約

発注担当課 保全管理課 契約金額（円） 7,236,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社白川設計



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

1回目 2回目 最終見積

○ 1,367,520

※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。

平成30年5月11日

山下厚生施設解体工事（その２）に伴う監理業務委託（その３）

随意契約

発注担当課 保全管理課 契約金額（円） 1,476,921

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社飯田善彦建築工房



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

1回目 2回目 最終見積

○ 32,000,000

※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。

平成30年5月15日

横浜港港湾情報システム機器セットアップ業務委託

随意契約

発注担当課 管財第一課 契約金額（円） 34,560,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

1回目 2回目 最終見積

○ 22,400,000

※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。

平成30年5月17日

帆船日本丸改修計画基礎調査業務委託

随意契約

発注担当課 賑わい振興課 契約金額（円） 24,192,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

ジャパンマリンユナイテッド株式会社



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

1回目 2回目 最終見積

○ 47,200,000

※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。

平成30年5月18日

横浜港港湾統計管理システム機器更新委託

随意契約

発注担当課 物流運営課 契約金額（円） 50,976,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

日本電気株式会社　神奈川支社



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

予定価格(税抜き:円） 7,620,000

1回目 2回目 最終見積

○ 7,400,000

7,500,000

7,550,000

7,550,000

7,570,000

7,580,000

7,600,000

7,600,000

7,650,000

7,800,000

7,800,000

7,800,000

7,850,000

7,950,000

8,000,000

※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。

日本設計株式会社

発注担当課 建設第二課 契約金額（円） 7,992,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

平成30年5月22日

南本牧ふ頭建設工事・Ｅ街区周辺下水道詳細設計業務委託（その２）

公募型指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 5,715,000

株式会社近代エンヂニアリング

日本総合技術開発株式会社

日本土木設計株式会社

横浜エンジニアリング株式会社

日建コンサルタンツ株式会社

株式会社開発技術コンサルタント

トップエンジニアリング株式会社

株式会社横浜コンサルティングセンター

株式会社共和技術コンサルタンツ

株式会社クリエート

株式会社東伸企画設計

日本都市整備株式会社

株式会社アジア共同設計コンサルタント

株式会社コーセツコンサルタント



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

予定価格(税抜き:円） 5,890,000

1回目 2回目 最終見積

〇 5,700,000

5,800,000

5,800,000

5,840,000

5,880,000

5,890,000

5,950,000

6,000,000

※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。

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

日建コンサルタンツ株式会社

株式会社相信設計

株式会社カナコン

日本都市整備株式会社

株式会社コーセツコンサルタント

株式会社横浜コンサルティングセンター

株式会社近代エンヂニアリング

株式会社高島テクノロジーセンター

発注担当課 建設第一課 契約金額（円） 6,156,000

平成30年5月24日

大黒ふ頭３号物揚場背後地道路設計業務委託

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 4,417,500



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

1回目 2回目 最終見積

○ 9,000,000

※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。

平成30年5月29日

横浜港内水域利用実態調査（その２）

随意契約

発注担当課 政策調整課 契約金額（円） 9,720,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

いであ株式会社



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

予定価格(税抜き:円） 15,750,000

1回目 2回目 最終見積

〇 15,400,000

15,500,000

15,600,000

15,610,000

15,650,000

15,750,000

15,800,000

15,900,000

16,200,000

※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。

株式会社日本作品研究所

株式会社用地

株式会社横浜補償

株式会社広彩コンサルタント

株式会社コーエーコンサルタント

株式会社ポニヨン・エンタープライズ

株式会社京浜調査設計

株式会社五永建築コンサルタント

平成30年5月29日

平成30年度山下ふ頭建物・営業調査業務委託（その１）                   

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 11,812,500

発注担当課  山下ふ頭再開発調整課 契約金額（円） 16,632,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社ワイ・エム・補償コンサルタント



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

予定価格(税抜き:円） 22,390,000

1回目 2回目 最終見積

〇 21,700,000

21,900,000

21,900,000

22,000,000

22,000,000

22,100,000

22,190,000

22,300,000

※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。

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社エクサム

五代コンサルタント株式会社

株式会社新協コンサルタント

創デザイン有限会社

インターサイト株式会社

株式会社ビーシープラニング

株式会社日本ビルディング

株式会社ＳＧ補償コンサルタント

発注担当課  山下ふ頭再開発調整課 契約金額（円） 23,436,000

平成30年5月29日

平成30年度山下ふ頭建物・営業調査業務委託（その２）

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 16,792,500



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

予定価格(税抜き:円） 20,090,000

1回目 2回目 最終見積

〇 19,450,000

19,550,000

19,700,000

19,750,000

19,800,000

19,900,000

19,900,000

19,950,000

19,950,000

※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。

株式会社横浜補償

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社京浜調査設計

株式会社ワイ・エム・補償コンサルタント

株式会社五永建築コンサルタント

株式会社広彩コンサルタント

株式会社用地

株式会社日本作品研究所

株式会社ポニヨン・エンタープライズ

株式会社コーエーコンサルタント

発注担当課  山下ふ頭再開発調整課 契約金額（円） 21,006,000

平成30年5月29日

平成30年度山下ふ頭建物・営業調査業務委託（その３）

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 15,067,500



入札（見積）結果

入札（見積）日

件　　　　  名

入札・契約方法

予定価格(税抜き:円） 21,350,000

1回目 2回目 最終見積

〇 21,000,000

21,140,000

21,200,000

21,200,000

21,300,000

21,350,000

21,390,000

21,700,000

※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。

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

インターサイト株式会社

創デザイン有限会社

株式会社ＳＧ補償コンサルタント

株式会社新協コンサルタント

五代コンサルタント株式会社

株式会社エクサム

株式会社日本ビルディング

株式会社ビーシープラニング

発注担当課  山下ふ頭再開発調整課 契約金額（円） 22,680,000

平成30年5月29日

平成30年度山下ふ頭建物・営業調査業務委託（その４）

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 16,012,500


