
R04 入札結果（工事 ）

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

株式会社筑紫商会 株式会社藤野組

中央設備株式会社 株式会社丸藤産業

有限会社太成興業 有限会社開衛設備

株式会社共和設備工業 有限会社ムサシ工業 株式会社三愛建設工業 那珂川営業所

株式会社山本配管工業所 株式会社カワキタ

株式会社三機産業 春日営業所 古賀設備有限会社

有限会社馬場崎設備 水研工業株式会社

九有電子工業株式会社 株式会社　木村電気工事店

株式会社九州ＡＶ 株式会社平和電興

株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業シス
テム 九州支店

株式会社電盛社 福岡支店

アユミ電業株式会社 株式会社日本電子

古賀設備有限会社 株式会社中原工務店 春日営業所 中央設備株式会社

株式会社三機産業 春日営業所 株式会社藤野組 株式会社丸藤産業

水研工業株式会社 株式会社共和設備工業 有限会社太成興業

株式会社トキワ設備 春日営業所 株式会社筑紫商会

株式会社共和設備工業 中央設備株式会社

株式会社三機産業 春日営業所 株式会社トキワ設備 春日営業所

有限会社太成興業 株式会社中原工務店 春日営業所

株式会社筑紫商会 株式会社丸藤産業

株式会社カワキタ 有限会社ムサシ工業

古賀設備有限会社 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

水研工業株式会社

株式会社共和設備工業 株式会社トキワ設備 春日営業所

株式会社三機産業 春日営業所 株式会社中原工務店 春日営業所

有限会社太成興業 株式会社丸藤産業

中央設備株式会社

株式会社カワキタ 有限会社ムサシ工業

株式会社三愛建設工業 那珂川営業所

水研工業株式会社

有限会社馬場崎設備

入江建設株式会社 有限会社吉弘工務店

永田建設株式会社

大社建設株式会社

株式会社大名建設

協和機電工業株式会社 福岡支店 理水化学株式会社 福岡支店

株式会社ケイ・イー・エス 福岡支店

株式会社水機テクノス 九州支店

株式会社前澤エンジニアリングサービ
ス 九州営業所

落札業者 指名業者

5月12日
片縄北5丁目配水管布設工事
(第2工区)

那珂川市片縄北5丁目地内 ¥21,500,000 ¥22,830,000 ¥16,839,000 株式会社山本配管工業所

入札日 入札件名 場所 落札金額 予定価格 最低制限価格

5月12日 有限会社開衛設備
王塚台3丁目配水管布設替工
事(第1-3工区)及び消火栓移
設工事

那珂川市王塚台3丁目地内 ¥37,990,000 ¥39,020,000 ¥29,107,000

¥34,684,000 株式会社藤野組5月26日
春日1丁目配水管布設替工事
(第1工区)

春日市春日1丁目地内 ¥43,800,000 ¥46,300,000

(設定なし) 九有電子工業株式会社5月12日
大会議室マイクシステム更新
工事

春日市原町2丁目30-2　春日那珂川水道
企業団

¥2,780,000 ¥4,020,900

¥49,886,000 株式会社筑紫商会

6月23日
国道385号線道路改良工事に
伴う配水管布設工事（別所第
4工区）

那珂川市大字別所地内 - - - 流会

6月23日
はしもと橋架替工事に伴う導・
配水管布設替工事

那珂川市大字別所地内 ¥66,500,000 ¥67,469,000

¥29,077,000 有限会社太成興業7月14日
王塚台3丁目配水管布設替工
事(第1-5工区)

那珂川市王塚台3丁目地内 ¥37,800,000 ¥39,380,000

- 流会7月21日
白水ヶ丘2丁目消火栓設置工
事

春日市白水ヶ丘2丁目地内 - -

株式会社前澤エンジニアリングサービ
ス 九州営業所

8月4日
東隈浄水場中央監視室シャッ
ター設置工事

那珂川市東隈1丁目9-1　東隈浄水場内 ¥1,360,000 ¥2,960,000 (設定なし) 永田建設株式会社

8月4日
埋金浄水場No.3号送水ポン
プ吐出弁取替工事

那珂川市埋金815-1　埋金浄水場内 ¥5,900,000 ¥6,055,000 (設定なし)



R04 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

西部ポンプ機工株式会社 株式会社エンジンドック

共立機巧株式会社 大阪支店
有限会社イー・シー・エス・エンジニアリ
ング

環境エンヂニアリング株式会社

東機械工業　株式会社

株式会社トキワ設備 春日営業所 株式会社共和設備工業

中央設備株式会社 株式会社三機産業 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

シティプラン株式会社 有限会社真鍋建設

有限会社木下土木 株式会社畑中土木

株式会社成世建設 有限会社白石建設

有限会社三苫建設 株式会社渡辺土木

株式会社筑紫商会 有限会社開衛設備

有限会社太成興業

株式会社藤野組

株式会社山本配管工業所

隔測計装株式会社 株式会社エース・ウォーター

株式会社秀電社 西日本オートメーション株式会社

株式会社九州日立

末松九機 株式会社

安藤工事株式会社 橋口工業株式会社 有限会社同和化工

株式会社 栄住産業 技研防水工業有限会社 大光ビルド株式会社

津上産業株式会社 福岡支店 株式会社エムアイタック

東洋建工株式会社 岡部塗装株式会社

鎌田バイオ・エンジニアリング株式会社 三伸機設株式会社

株式会社正興電機製作所 環境電子株式会社

株式会社ケイ・エスクラフト工業

株式会社エース・ウォーター

株式会社トキワ設備 春日営業所 株式会社丸藤産業

中央設備株式会社 株式会社共和設備工業

株式会社中原工務店 春日営業所 株式会社山本配管工業所

株式会社藤野組 有限会社開衛設備

株式会社ティシーエー 有限会社白石建設

株式会社三起工 株式会社渡辺土木

有限会社木下土木

有限会社三苫建設

株式会社トキワ設備 春日営業所 株式会社丸藤産業 有限会社ムサシ工業

中央設備株式会社 株式会社山本配管工業所 水研工業株式会社

株式会社中原工務店 春日営業所 有限会社開衛設備

株式会社藤野組 有限会社馬場崎設備

流会

※　応札額同一により、立会人による
      くじで落札決定

有限会社ムサシ工業

10月20日
下梶原2丁目配水管布設替工
事及び消火栓移設工事

那珂川市下梶原2丁目地内 ¥44,000,000 ¥46,720,000 ¥34,752,000

10月13日
下代久事川取水に伴う補償
工事(第9、10、11、12、13、
14、15、16、17、18地区)

那珂川市大字市ノ瀬地内 - - -

9月8日
庁舎及び原町浄水場管理棟
屋上防水改修工事

春日市原町2丁目30番地2他 ¥17,500,000 ¥49,831,000 (設定なし) 安藤工事株式会社

¥676,000 有限会社開衛設備

9月8日 (設定なし) 隔測計装株式会社

9月8日

埋金浄水場他2ヶ所流量計更
新工事

株式会社三機産業 春日営業所8月25日
西鉄春日原駅周辺整備事業
に伴う配水管布設替工事(第2
工区)

春日市春日原北町3丁目地内 ¥27,700,000 ¥28,590,000

那珂川市大字埋金及び市ノ瀬地内 ¥11,980,000 ¥19,900,000

株式会社畑中土木9月1日
下代久事川取水に伴う補償
工事(第1、2地区)

那珂川市大字市ノ瀬地内 ¥2,800,000 ¥3,343,000

那珂川市大字埋金815-1 ¥10,200,000 ¥10,200,000

(設定なし) 共立機巧株式会社 大阪支店8月4日
原町浄水場PAC注入設備増
設工事

春日市原町2丁目38-2　原町浄水場内 ¥2,350,000 ¥2,385,000

白水ヶ丘2丁目消火栓設置工
事

春日市白水ヶ丘2丁目地内 ¥950,000 ¥960,000

¥21,081,000

¥2,509,000

(設定なし) 環境電子株式会社

10月6日
春日1丁目配水管布設替工事
（第2工区）及び消火栓設置工
事

春日市春日1丁目地内 ¥40,500,000 ¥40,810,000 ¥30,162,000 株式会社共和設備工業

10月6日
埋金浄水場水質自動監視装
置更新工事



R04 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

シティプラン株式会社 株式会社畑中土木

有限会社木下土木 有限会社後藤技研

株式会社成世建設

有限会社真鍋建設

株式会社 栄住産業 技研防水工業有限会社 大光ビルド株式会社

津上産業株式会社 福岡支店 株式会社エムアイタック

東洋建工株式会社 株式会社ハットリ

橋口工業株式会社 有限会社同和化工

株式会社トキワ設備 春日営業所 有限会社開衛設備 株式会社三愛建設工業 那珂川営業所

中央設備株式会社 有限会社馬場崎設備

株式会社中原工務店 春日営業所 株式会社カワキタ

株式会社藤野組 水研工業株式会社

新明和アクアテクサービス株式会社 九
州センター

株式会社テクネ

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

大管工業株式会社

蔵田工業株式会社 株式会社　共栄機工商会

株式会社アイワ 福岡営業所

シティプラン株式会社

有限会社木下土木

株式会社畑中土木

有限会社後藤技研

株式会社トキワ設備 春日営業所 株式会社藤野組 水研工業株式会社

中央設備株式会社 有限会社開衛設備 古賀設備有限会社

有限会社太成興業 有限会社馬場崎設備

株式会社中原工務店 春日営業所 株式会社カワキタ

株式会社トキワ設備 春日営業所 有限会社開衛設備 古賀設備有限会社

中央設備株式会社 有限会社馬場崎設備

有限会社太成興業 株式会社カワキタ

株式会社藤野組 水研工業株式会社

株式会社ティシーエー 株式会社成世建設 有限会社白石建設

株式会社三起工 有限会社三苫建設 株式会社渡辺土木

シティプラン株式会社 有限会社真鍋建設 有限会社後藤技研

有限会社木下土木 株式会社畑中土木

株式会社ティシーエー 株式会社成世建設 有限会社白石建設

株式会社三起工 有限会社三苫建設 株式会社渡辺土木

シティプラン株式会社 有限会社真鍋建設 有限会社後藤技研

有限会社木下土木 株式会社畑中土木

株式会社ティシーエー 株式会社成世建設 有限会社白石建設

株式会社三起工 有限会社三苫建設 株式会社渡辺土木

シティプラン株式会社 有限会社真鍋建設 有限会社後藤技研

有限会社木下土木 株式会社畑中土木

12月1日
王塚台3丁目配水管布設替工
事(第1-4工区)

那珂川市王塚台3丁目地内 ¥32,700,000 ¥34,630,000 ¥25,478,000 株式会社中原工務店 春日営業所

12月1日 昇町5丁目配水管布設替工事 春日市昇町5丁目地内 － － － 流会

11月4日

下代久事川取水に伴う補償
工事(第9、10、11、12、13、
14、15、16、17、18地区)(その
2)

那珂川市大字市ノ瀬地内 － － － 流会

11月10日 山田取水場改修工事
那珂川市大字山田1344-1　山田取水場
内

¥2,050,000 ¥2,800,000 (設定なし) 大光ビルド株式会社

11月24日
下代久事川取水に伴う補償
工事(第19、20、22、23、24、
25、29、30地区）

那珂川市大字市ノ瀬地内 － － － 流会

11月10日
片縄北5丁目配水管布設工事
（第1工区）

那珂川市片縄北5丁目地内 ¥29,000,000 ¥29,900,000 ¥21,969,000 株式会社三愛建設工業 那珂川営業所

11月17日
NO.1西浦送水ポンプ・モー
ター分解整備工事

那珂川市王塚台3-9　(炭焼配水池場内) ¥2,750,000 ¥4,090,000 (設定なし) 蔵田工業株式会社

12月14日
下代久事川取水に伴う補償
工事(第9、10地区)

那珂川市大字市ノ瀬地内 ¥2,950,000 ¥3,150,000 ¥2,397,000 有限会社後藤技研

12月14日
下代久事川取水に伴う補償
工事(第12、13、14地区)

那珂川市大字市ノ瀬地内 ¥2,000,000 ¥2,052,000 ¥1,562,000 有限会社白石建設

¥5,700,000 ¥5,791,000 ¥4,407,000 有限会社木下土木12月14日
下代久事川取水に伴う補償
工事(第18地区)

那珂川市大字市ノ瀬地内



R04 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

進興設備工業株式会社 空研工業株式会社 工事部
三菱電機ビルソリューションズ株式会社
九州支社

株式会社曙設備工業所 株式会社菱熱 株式会社千代田工業所

山本設備工業株式会社
株式会社太平エンジニアリング 九州支
店

大橋エアシステム株式会社 株式会社テクノ菱和 九州支店

株式会社ティシーエー 有限会社白石建設

有限会社木下土木 有限会社後藤技研

有限会社三苫建設

株式会社畑中土木

株式会社ティシーエー 有限会社白石建設

有限会社木下土木 有限会社後藤技研

有限会社三苫建設

株式会社畑中土木

株式会社共和設備工業 株式会社丸藤産業

株式会社三愛建設工業 那珂川営業所 株式会社山本配管工業所

株式会社三機産業 春日営業所

株式会社筑紫商会

株式会社キユウレキ 浅治建設株式会社

株式会社南協 進誠工業株式会社

平嶋舗装工業株式会社 株式会社那珂舗装

堀田建設工業株式会社 筑前道路工業 株式会社

アルプス工業株式会社 株式会社浜田

隔測計装株式会社 株式会社リオス 春日営業所

株式会社木村電気工事店

千代田興産株式会社 本社営業統括部

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 株式会社三愛建設工業 那珂川営業所

株式会社山本配管工業所

株式会社丸藤産業

1月20日
西鉄春日原駅周辺整備事業
に伴う配水管布設替工事（第
3工区）

春日市春日原北町3丁目地内 ¥23,300,000 ¥23,570,000 ¥17,262,000 株式会社三機産業 春日営業所

¥1,150,000 ¥1,187,000 ¥899,000 有限会社木下土木

1月11日
下代久事川取水に伴う補償
工事(第19、20地区)

那珂川市大字市ノ瀬地内 － － － 流会

1月12日
井尻第２取水場導水管布設
工事

那珂川市大字別所544-1
（井尻第２取水場）

¥6,250,000 ¥6,360,000 ¥4,560,000 株式会社三機産業 春日営業所

12月15日 原町浄水場空調機更新工事 春日市原町2丁目38-2　原町浄水場 ¥4,980,000 ¥5,370,000 (設定なし)
株式会社太平エンジニアリング
九州支店

1月11日
下代久事川取水に伴う補償
工事(第30地区）

那珂川市大字市ノ瀬地内

1月19日
埋金浄水場高圧ケーブル及
び埋金取水場引込開閉器盤
取替工事

那珂川市埋金815-1、大字市ノ瀬341-1 ¥5,000,000 ¥5,750,000 (設定なし) 隔測計装株式会社

1月19日
下梶原2丁目配水管布設替工
事に伴う舗装復旧工事

那珂川市下梶原2丁目地内 ¥8,500,000 ¥8,601,000 ¥6,622,000 株式会社那珂舗装


