
件名 担当課 入札・見積年月日 落札者 契約金額(円)

大黒ふ頭海岸保全施設詳細設計業務委託 建設第一課 平成30年11月2日
サンコーコンサルタント株式会社横浜支
店

32,351,400

帆船日本丸大規模改修 保全管理課 平成30年11月6日
ジャパンマリンユナイテッド株式会社横
浜事業所

432,000,000

横浜港客船セミナー業務委託 客船事業推進課 平成30年11月7日 一般社団法人横浜港振興協会 13,824,000

山下ふ頭２号岸壁補修設計業務委託 建設第一課 平成30年11月9日
中央復建コンサルタンツ株式会社横浜営
業所

13,284,000

大黒ふ頭測量業務委託（３０－１） 建設第一課 平成30年11月21日 株式会社第一測量 2,227,500

新港ふ頭客船ターミナルCIQ施設内装等設計業務委託 客船事業推進課 平成30年11月22日 株式会社梓設計 7,959,600

埋立事業会計経理処理システム移設委託 政策調整課 平成30年11月22日 株式会社ＢＳＮアイネット 1,180,440

横浜ベイブリッジ歩行者道設備修繕等業務委託 客船事業推進課 平成30年11月22日 三洋装備株式会社 26,928,720

横浜港の海外広報促進等業務委託 客船事業推進課 平成30年11月29日 横浜川崎国際港湾株式会社 4,999,320

本牧ふ頭Ａ突堤道路整備計画検討業務委託（その２） 物流企画課 平成30年11月29日
株式会社高島テクノロジーセンター横浜
営業所

4,212,000

横浜港内航空撮影記録業務委託 賑わい振興課 平成30年11月30日 シティアクセス株式会社 1,836,000

平成30年度港湾局委託契約入札結果等
＜11月実施分＞



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） 39,910,000

1回目 2回目 最終見積

〇 29,955,000

30,060,000

30,060,000

30,067,500

30,112,500

30,150,000

30,900,000

31,200,000

32,000,000

39,000,000

40,000,000

40,000,000

43,000,000

45,000,000

46,400,000

50,000,000

58,000,000

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

※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。

中央復建コンサルタンツ株式会社横浜営業所

株式会社日本港湾コンサルタント

株式会社ダイヤコンサルタント神奈川事務所

セントラルコンサルタント株式会社横浜営業所

日本シビックコンサルタント株式会社神奈川営業所

第一復建株式会社横浜事務所

パシフィックコンサルタンツ株式会社横浜事務所

日本工営株式会社神奈川事務所

株式会社エイト日本技術開発横浜支店

基礎地盤コンサルタンツ株式会社横浜支店

中央開発株式会社東京支社神奈川支店

株式会社高島テクノロジーセンター横浜営業所

株式会社福山コンサルタント神奈川営業所

三洋テクノマリン株式会社横浜営業所

株式会社建設技術研究所横浜事務所

株式会社東京建設コンサルタント神奈川事務所

三井共同建設コンサルタント株式会社横浜営業所

復建調査設計株式会社横浜事務所

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

サンコーコンサルタント株式会社横浜支店

株式会社ニュージェック神奈川事務所

八千代エンジニヤリング株式会社横浜センター

株式会社オリエンタルコンサルタンツ神奈川事務所

大日本コンサルタント株式会社横浜支店

応用地質株式会社横浜支店

株式会社東光コンサルタンツ横浜営業所

中央コンサルタンツ株式会社横浜事務所

発注担当課 建設第一課 契約金額（円） 32,351,400

平成30年11月2日

大黒ふ頭海岸保全施設詳細設計業務委託

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 29,932,500



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

○ 400,000,000

563,000,000

辞退

辞退

辞退

※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。

東亜鉄工株式会社

京浜ドック株式会社

株式会社ＩＭＣ

株式会社横浜工作所

平成30年11月6日

帆船日本丸大規模改修

指名競争入札

発注担当課 保全管理課 契約金額（円） 432,000,000

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横浜事業所



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

○ 12,800,000

※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。

平成30年11月7日

横浜港客船セミナー業務委託

随意契約

発注担当課 客船事業推進課 契約金額（円） 13,824,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

一般社団法人横浜港振興協会



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） 12,670,000

1回目 2回目 最終見積

7,650,000
最低制限価格未満

8,100,000
最低制限価格未満

8,770,000
最低制限価格未満

8,970,000
最低制限価格未満

9,045,000
最低制限価格未満

○ 12,300,000

13,000,000

13,500,000

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

※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。

中央復建コンサルタンツ株式会社横浜営業所

大日本コンサルタント株式会社横浜支店

平成30年11月9日

山下ふ頭２号岸壁補修設計業務委託

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 9,502,500

発注担当課 建設第一課 契約金額（円） 13,284,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

日本エンジニアリング株式会社

サンコーコンサルタント株式会社横浜支店

株式会社アジア共同設計コンサルタント

株式会社高島テクノロジーセンター横浜営業所

株式会社協和コンサルタンツ横浜営業所

三井共同建設コンサルタント株式会社横浜営業所

五洋建設株式会社横浜営業支店

新日本開発工業株式会社横浜事務所

株式会社東京建設コンサルタント神奈川事務所

株式会社新日本コンサルタント横浜支店

株式会社フジヤマ横浜営業所



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） 2,750,000

1回目 2回目 最終見積

1,905,000
最低制限価格未満

1,920,000
最低制限価格未満

2,032,500
最低制限価格未満

〇 2,062,500
くじ

2,062,500

2,062,500

2,062,500

2,062,500

2,062,500

2,062,500

2,062,500

2,062,500

2,070,000

2,070,000

2,117,500

2,150,000

2,680,000

2,700,000

2,700,000

2,750,000

2,860,000

※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。

発注担当課 建設第一課 契約金額（円） 2,227,500

平成30年11月21日

大黒ふ頭測量業務委託（３０－１）

公募型指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 2,062,500

落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

有限会社セイコー測量

大同情報技術株式会社

株式会社創和測量コンサルタンツ

株式会社総和技研

有限会社勝貴測量設計

業　者　名

株式会社トーアテック

株式会社アルファ測量設計開発

安武測量設計株式会社

株式会社中央工測事務所

昭和測量設計株式会社

株式会社創和技術

株式会社DSM

株式会社テクノ・サーベイ

株式会社建成社

中央測量技術株式会社

株式会社第一測量

港南測量設計株式会社

東京レコン株式会社

株式会社川久保企画

株式会社アイエー測量設計

有限会社ランド・プラニング



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

○ 7,370,000

※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11月22日

新港ふ頭客船ターミナルCIQ施設内装等設計業務委託

随意契約

発注担当課 客船事業推進課 契約金額（円） 7,959,600

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社梓設計



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

○ 1,093,000

※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11月22日

埋立事業会計経理処理システム移設委託

随意契約

発注担当課 政策調整課 契約金額（円） 1,180,440

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社ＢＳＮアイネット



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

○ 24,934,000

26,651,850

26,744,600

辞退

辞退

※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。

京浜サービス株式会社

平成30年11月22日

横浜ベイブリッジ歩行者道設備修繕等業務委託

指名競争入札

発注担当課 客船事業推進課 契約金額（円） 26,928,720

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

三洋装備株式会社

株式会社清光社

株式会社ヨコソー

オーディーエー株式会社



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

○ 4,629,000

※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11月29日

横浜港の海外広報促進等業務委託

随意契約

発注担当課 客船事業推進課 契約金額（円） 4,999,320

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

横浜川崎国際港湾株式会社



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） 4,040,000

1回目 2回目 最終見積

○ 3,900,000

3,980,000

4,040,000

4,040,000

4,200,000

4,220,000

4,270,000

4,350,000

※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

日建コンサルタンツ株式会社

株式会社コーセツコンサルタント

株式会社カナコン

株式会社相信設計

日本都市整備株式会社

平成30年11月29日

本牧ふ頭Ａ突堤道路整備計画検討業務委託（その２）

指名競争入札

最低制限価格(税抜き:円) 3,030,000

発注担当課 物流企画課 契約金額（円） 4,212,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

株式会社高島テクノロジーセンター横浜営業所



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

○ 1,700,000

4,375,000

5,000,000

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。

平成30年11月30日

横浜港内航空撮影記録業務委託

公募型指名競争入札

発注担当課 賑わい振興課 契約金額（円） 1,836,000

業　者　名 落札
　　　　　　入札（見積） 金額　　　　（単位：円）

シティアクセス株式会社

大同情報技術株式会社

有限会社スタジオ遠山

株式会社川久保企画


