
入札結果（工事）

有限会社太成興業 春日営業所 株式会社トキワ設備　春日営業所

中央設備株式会社 株式会社丸藤産業

株式会社共和設備工業 有限会社開衛設備

株式会社吉竹設備工業 株式会社筑紫商会

有限会社ムサシ工業 株式会社山本配管工業所

水研工業株式会社 株式会社馬場崎設備

株式会社カワキタ

株式会社三機産業　春日営業所

蔵田工業株式会社 株式会社エンジンドック

大日機設工業株式会社 エスエスエンジニア株式会社

株式会社ケイ・エスクラフト工業

西部ポンプ機工株式会社

株式会社ドーワテクノス
環境システム営業部福岡営業部

飯塚電機工業株式会社 福岡支店

株式会社旺計社 福岡支店 末松九機株式会社

西日本オートメーション株式会社

東京計器株式会社 北九州営業所

株式会社横手技研 三伸機設株式会社

株式会社ウォーターテック西日本支店 株式会社菅原福岡営業所

隔測計装株式会社 協和機電工業株式会社福岡支店

第一制電機株式会社 株式会社水機テクノス九州支店

有限会社太成興業春日営業所 株式会社吉竹設備工業

中央設備株式会社 株式会社トキワ設備春日営業所

株式会社中原工務店春日営業所 株式会社三機産業春日営業所

株式会社共和設備工業 株式会社筑紫商会

株式会社テクノ菱和　九州支店 空研工業株式会社

サンユニティ－株式会社 株式会社九州日立

株式会社電友社 千代田興産株式会社　本社営業統括部

大橋エアシステム株式会社 九電テクノシステムズ株式会社

有限会社宮原商店 株式会社成世建設 株式会社吉山建設

シティプラン株式会社 株式会社ティシーエー 株式会社渡辺土木

株式会社龍建設工業 有限会社木下土木

アビル工業株式会社 小倉建設株式会社

有限会社宮原商店 株式会社成世建設 株式会社吉山建設

シティプラン株式会社 株式会社ティシーエー 株式会社渡辺土木

株式会社龍建設工業 有限会社木下土木

アビル工業株式会社 小倉建設株式会社

有限会社石場建設 有限会社橋口建設

有限会社後藤技研 山近工業株式会社

有限会社真鍋建設

株式会社畑中土木

7,660,000 7,980,000

設定なし 西部ポンプ機工株式会社7月10日
埋金取水場取水ポンプ更新
工事

那珂川市埋金取水場内 1,245,000 1,505,880

炭焼配水池他２ヶ所調節計取
換工事

那珂川市内 10,550,000 11,330,000

落札業者 指名業者

6月4日
国道３８５号線道路拡幅工事
に伴う導・配水管布設替工事
（西隈第1工区）

那珂川市西隈２丁目及び大字別所地内 36,480,000 38,200,000 29,352,000 有限会社開衛設備

入札日 入札件名 場所 落札金額 予定価格 最低制限価格

5,907,000 水研工業株式会社6月26日
現人橋乙金線道路改良工事
に伴う配水管布設工事(第3工
区)

那珂川市仲3丁目地内

7月10日
埋金浄水場アルカリ度計設置
工事

那珂川市埋金815-1　埋金浄水場内 7,580,000 8,020,000 設定なし 株式会社旺計社 福岡支店

設定なし 大橋エアシステム株式会社7月17日 庁舎空調設備更新工事 春日市原町二丁目30番地2 35,000,000 40,000,000

設定なし 隔測計装株式会社

7月17日
中原1丁目地内配水管布設替
工事及び消火栓移設工事

那珂川市中原１丁目地内 39,700,000 41,420,000 31,671,000 中央設備株式会社

7月17日

81,625,000 有限会社木下土木

8月4日
西畑川取水に伴う堰及び水
路改修工事(別所地区第4工
区)

那珂川市大字別所地内 14,400,000 14,860,000 10,762,000 シティプラン株式会社

8月4日
新幹線トンネル湧水(上梶原)
取水に伴う堰及び水路等整
備工事(第7-2工区)

那珂川市大字東隈及び大字仲地内 105,000,000 108,302,000

8月4日
猿山川取水に伴う水路等整
備工事(第2工区)

那珂川市大字市ノ瀬地内 17,000,000 17,538,000 12,638,000 有限会社真鍋建設



入札結果（工事）

落札業者 指名業者入札日 入札件名 場所 落札金額 予定価格 最低制限価格

有限会社石場建設 有限会社橋口建設

有限会社後藤技研 山近工業株式会社

有限会社真鍋建設

株式会社畑中土木

株式会社中原工務店春日営業所 株式会社三愛建設工業那珂川営業所

株式会社丸藤産業 古賀設備有限会社

有限会社ムサシ工業 株式会社山本配管工業所

株式会社カワキタ 有限会社馬場崎設備

アビル工業株式会社 株式会社畑中土木

株式会社成世建設 株式会社吉山建設

株式会社ティシーエー 株式会社渡辺土木

小倉建設株式会社 山近工業株式会社

有限会社ムサシ工業 有限会社馬場崎設備

株式会社三愛建設工業那珂川営業所

古賀設備有限会社

株式会社山本配管工業所

有限会社石場建設 株式会社成世建設 株式会社渡辺土木

有限会社宮原商店 株式会社ティシーエー 山近工業株式会社

株式会社龍建設工業 小倉建設株式会社

アビル工業株式会社 株式会社吉山建設

有限会社石場建設 株式会社成世建設 株式会社渡辺土木

有限会社宮原商店 株式会社ティシーエー 山近工業株式会社

株式会社龍建設工業 小倉建設株式会社

アビル工業株式会社 株式会社吉山建設

有限会社石場建設 株式会社渡辺土木

有限会社宮原商店 有限会社橋口建設

株式会社龍建設工業 有限会社三苫建設

小倉建設株式会社

有限会社ムサシ工業 有限会社馬場崎設備

古賀設備有限会社 株式会社藤野組

株式会社三機産業春日営業所

株式会社山本配管工業所

隔測計装株式会社 第一電建株式会社春日営業所

第一制電機株式会社 株式会社木村電気工事店

テクノシステム株式会社 健和電気株式会社

西日本オートメーション株式会社

有限会社白石建設 有限会社真鍋建設

シティプラン株式会社 有限会社木下土木

株式会社成世建設

株式会社ティシーエー

1,860,000 2,071,000 設定なし 隔測計装株式会社

10月14日
炭焼配水池北側斜面補修工
事

那珂川市内 - - - 流会

11月5日
炭焼配水池北側斜面補修工
事

那珂川市内 - - - 流会

11月5日
国道385号線道路改良工事に
伴う配水管布設替工事(別所
第2工区)

那珂川市大字別所地内 6,000,000 6,510,000 4,745,000 株式会社藤野組

11月5日
埋金浄水場及び埋金取水場
テレメータ取替工事

那珂川市大字埋金及び大字市ノ瀬地内

有限会社後藤技研

8月21日
屋形原須玖線道路建設工事
に伴う配水管布設工事(第2工
区)及び消火栓設置工事

那珂川市片縄東１丁目地内 11,000,000 11,380,000 8,343,000 株式会社カワキタ

8月4日
猿山川取水に伴う水路等整
備工事(第3工区)

那珂川市大字市ノ瀬地内 7,900,000 8,150,000 5,728,000

9月17日
新幹線トンネル湧水(上梶原)
取水に伴う堰及び水路等整
備工事(第6-1工区)

那珂川市大字上梶原及び下梶原地内 31,260,000 32,267,000

43,800,000 45,157,000

国道385号線道路改良工事に
伴う配水管布設工事（山田第
3工区）

那珂川市大字山田地内 5,160,000 5,380,000

24,172,000 株式会社成世建設

34,166,000 株式会社畑中土木

9月3日

9月3日
新幹線トンネル湧水(上梶原)
取水に伴う堰及び水路等整
備工事(第7-1工区)

那珂川市大字東隈及び大字仲地内

3,899,000 株式会社三愛建設工業那珂川営業所

9月17日
新幹線トンネル湧水(上梶原)
取水に伴う堰及び水路等整
備工事(第6-2工区)

那珂川市大字上梶原地内 41,850,000 43,156,000 32,471,000 株式会社ティシーエー



入札結果（工事）

落札業者 指名業者入札日 入札件名 場所 落札金額 予定価格 最低制限価格

大洋電気株式会社　春日営業所 株式会社春崎電気工事　那珂川営業所

株式会社浜田

株式会社渡辺

アルプス工業株式会社

有限会社太成興業 春日営業所 株式会社丸藤産業

株式会社共和設備工業 株式会社筑紫商会

株式会社吉竹設備工業

株式会社トキワ設備 春日営業所

株式会社中原工務店 春日営業所 株式会社丸藤産業

株式会社共和設備工業 株式会社三機産業 春日営業所

株式会社吉竹設備工業 株式会社筑紫商会

株式会社トキワ設備 春日営業所

株式会社横手技研

株式会社アクアエンジニアリング

西部ポンプ機工株式会社

有限会社イー・シー・エス・エンジニアリング

有限会社ムサシ工業 株式会社藤野組

古賀設備有限会社

株式会社山本配管工業所

有限会社馬場崎設備

1月19日
井尻第２取水場ジブクレーン
設置工事

那珂川市別所544-1 1,900,000 2,150,000 設定なし 西部ポンプ機工株式会社

1月19日
国道385号線道路改良工事に
伴う導・配水管布設工事（別
所第2－2工区）

那珂川市大字別所地内 7,000,000 7,070,000 5,167,000 古賀設備有限会社

12月3日
国道385号線道路改良工事に
伴う配水管布設工事（埋金）
及び消火栓設置工事

那珂川市大字埋金地内 6,000,000 6,020,000 4,373,000 有限会社太成興業 春日営業所

11月25日 埋金浄水場非常灯取替工事 那珂川市埋金815-1　埋金浄水場管理棟内 853,000 1,909,000 設定なし 株式会社春崎電気工事　那珂川営業所

1月8日
現人橋乙金線道路改良工事
に伴う導・配水管布設工事
（第4工区）

那珂川市仲３丁目地内 29,500,000 30,240,000 22,640,000 株式会社共和設備工業


