
東京ワックス株式会社

株式会社エヌテックサービス

97,140,000

98,000,000
98,600,000
98,800,000

96,660,000

97,500,000

日本美装株式会社

ビソー工業株式会社

91,000,000
91,500,000

株式会社アビック

95,500,000

円

落札候補者

円

見　　　積　　　額第　　１　　回

円

　　　入札日　令和　２年　３月　３日（火）

第　　２　　回 備　　　　　　　考

入　　　　札　　　　額

令和２年度熊谷スポーツ文化公園施設管理業務委託

株式会社サンワックス

93,200,000

業　　務　　名　　称

業　　　者　　　名

92,200,000

99,000,000

94,750,000

日本環境クリアー株式会社

常陽メンテナンス株式会社　

関東ビル管理株式会社

極東ビル管理株式会社 99,200,000

94,000,000
93,500,000

株式会社ＴＳビルシステム

株式会社オーチュー埼玉支店

有限会社戸口工業

旭ビル管理株式会社

株式会社ビルテック　

新生ビルテクノ株式会社　

株式会社サービスエース 99,600,000

99,900,000
99,800,000

タフカ株式会社

摘　　　　　　要

入　　札　　結　　果　　表

株式会社日本環境ビルテック

アイル・コーポレーション株式会社

99,100,000



No.１

入　　札　　結　　果　　表

入札日　令和２年３月３日（火）

業　　務　　名　　称 令和２年度熊谷スポーツ文化公園建築物清掃業務委託

業　　　者　　　名

入　　　　札　　　　額

第　　１　　回 第　　　　　回 見　　　積　　　額 備　　　　　　　考

円 円 円

ビソー工業株式会社 78,400,000 落札候補者

旭ビル管理株式会社 79,800,000

株式会社サンワックス 79,900,000

株式会社ＴＳビルシステム 79,930,000

株式会社アビック 79,950,000

アイル・コーポレーション株式会社 80,000,000

株式会社エヌテックサービス 80,100,000

株式会オーチュー 80,350,000

関東ビル管理株式会社 80,400,000

新生ビルテクノ株式会社 80,700,000

株式会社昭和綜合サービス 80,800,000

東京ワックス株式会社 81,000,000

常陽メンテナンス株式会社 81,100,000

株式会社西部綜合サービス 81,300,000

タフカ株式会社 81,380,000

摘　　　　　　要



No.２

摘　　　　　　要

株式会社サービスエース 89,000,000

日本美装株式会社 82,500,000

太陽管財株式会社 83,000,000

株式会社日本環境ビルテック 82,000,000

株式会社むさしビルクリーナー 82,350,000

株式会社ミザック 81,900,000

有限会社戸口工業

極東ビル管理株式会社 82,000,000

日本環境クリア―株式会社 81,600,000

第　　１　　回

株式会社ビルテック 81,800,000

円 円 円

81,560,000

業　　　者　　　名

入　　　　札　　　　額

入　　札　　結　　果　　表

入札日　令和２年３月３日（火）

業　　務　　名　　称 令和２年度熊谷スポーツ文化公園建築物清掃業務委託

第　　　　　回 見　　　積　　　額 備　　　　　　　考



入　　札　　結　　果　　表

有限会社柴崎造園

株式会社武井農場

18,700,000

浅見緑地建設株式会社

18,500,000
18,500,000

株式会社新井緑地建設

18,000,000
18,200,000
18,300,000

令和２年度熊谷スポーツ文化公園（東地区）園地管理業務委託

株式会社久保造園土木

18,400,000

業　　務　　名　　称

業　　　者　　　名 見　　　積　　　額第　　１　　回

円

入札日　令和２年　３月　３日（火）

第　　２　　回 備　　　　　　　考

入　　　　札　　　　額

円

落札候補者

円

株式会社森緑園

株式会社日本グリーン企画

摘　　　　　　要

株式会社篠原造園 18,900,000



第　　１　　回 第　　２　　回 見　　　積　　　額 備　　　　　　　考

入　　札　　結　　果　　表
入札日　令和２年　３月　３日（火）

業　　務　　名　　称 令和２年度熊谷スポーツ文化公園（西地区）園地管理業務委託

11,000,000 落札候補者

業　　　者　　　名

入　　　　札　　　　額

株式会社久保造園土木 15,000,000

円 円 円

株式会社新井緑地建設

株式会社武井農場 16,500,000

浅見緑地建設株式会社 12,000,000

株式会社森緑園 17,000,000

株式会社日本グリーン企画 16,400,000

有限会社柴崎造園 16,850,000

株式会社篠原造園 17,350,000

摘　　　　　　要



摘　　　　　　要

株式会社オキナヤ 4,200,000

円 円 円

株式会社長井電機 4,100,000 落札候補者

業　　　者　　　名

入　　　　札　　　　額

第　　１　　回 第　　２　　回 見　　　積　　　額 備　　　　　　　考

入　　札　　結　　果　　表

入札日　令和２年３月２４日（火）

業　　務　　名　　称 令和２年度熊谷スポーツ文化公園消防設備保守点検業務委託



株式会社鈴木造園

見　　　積　　　額

　　　　　　　　　　　円　　　　　　　円　　　　　　　円

20,900,000 落札候補者

35,500,000

26,500,000

第　　１　　回

業　　務　　名　　称

業　　　者　　　名

　　令和２年度こども動物自然公園園地管理業務委託（二次区域含む）

入　　　　　　　　札　　　　　　　　額

第　　２　　回 備　　　　　　　考

失格

国土緑工株式会社

アート緑化土木株式会社

森林公園観光株式会社

入 札 結 果 表

入札日　令和２年３月４日（水）

摘　　　　　　要

株式会社松柳園 27,000,000



株式会社TSビルシステム 17,658,000

17,555,000

17,488,000

旭ビル管理株式会社 17,350,000

ビソー工業株式会社

株式会社サンワックス

有限会社戸口工業 17,888,000

極東ビル管理株式会社

太陽管財株式会社 17,250,000

17,250,000

17,180,000

17,300,000

入 札 結 果 表

入札日　令和２年３月６日（金）

入　　　　　　　　札　　　　　　　　額

業　　務　　名　　称 　　令和２年度上尾運動公園運動場清掃業務委託

業　　　者　　　名

株式会社むさしビルクリーナー

株式会社日本シンライサービス

摘　　　　　　要

アイル・コーポレーション株式会社

株式会社アビック埼玉中央支店

株式会社エヌテックサービス

株式会社日本環境ビルテック埼玉本社

日本環境クリアー株式会社

株式会社昭和綜合サービス

第　　１　　回 第　　２　　回

12,700,000

備　　　　　　　考

落札候補者

見　　　積　　　額

　　　　　　　　　　　円　　　　　　　円 　　　　　　　円

17,100,000

17,000,000

12,960,000

16,800,000

16,980,000



　辞退

10,000,000

14,000,000

　　　　　　　　　　　円　　　　　　　円 　　　　　　　円

20,500,000

14,200,000

9,200,000

備　　　　　　　考

落札候補者

見　　　積　　　額

入　　　　　　　　札　　　　　　　　額

第　　１　　回 第　　２　　回

7,890,000

業　　　者　　　名

株式会社好樹園

株式会社庭研

摘　　　　　　要

株式会社中村植産造園

株式会社ベストグリーン

日本植物園株式会社

吉村造園株式会社

株式会社テラヤマ

中田造園株式会社

入札日　令和２年３月６日（金）

業　　務　　名　　称 　　令和２年度上尾運動公園園地管理業務委託

入 札 結 果 表

21,500,000



日本植物園株式会社

見　　　積　　　額

　　　　　　　　　　　円　　　　　　　円

12,900,000

12,500,000

備　　　　　　　考

　落札候補者

第　　２　　回

9,500,000

9,700,000

12,000,000

12,400,000

　　　　　　　円

大野園芸興業株式会社

株式会社好樹園

株式会社埼玉植物園

株式会社八廣園

株式会社横山園芸

株式会社テラヤマ

東光ローンコンサルタント(株)

安行園芸株式会社

入札日　令和２年３月３日（火）

入　　　　　　　　札　　　　　　　　額

委　託　業　務　名　称 　令和２年度　戸田公園 園地管理業務委託

業　　　者　　　名 第　　１　　回

14,000,000

入 札 結 果 表

中田造園株式会社

14,000,000

14,800,000

15,231,000



株式会社横山園芸

株式会社中新造園

大野園芸興業株式会社

株式会社好樹園

株式会社埼玉植物園

安行園芸株式会社

株式会社八廣園

株式会社サンエー緑化

株式会社深野造園

有限会社宝亀園

埼玉グリーンサービス株式会社

日本植物園株式会社

株式会社テラヤマ

株式会社東武園芸

14,000,000

13,300,000

14,000,000

12,900,000

13,000,000

12,000,000

12,000,000

11,800,000

11,400,000

14,200,000

入　札　結　果　表

13,800,000

辞　退

　　　　　　　円 　　　　　　　円

12,500,000

12,400,000

　　　　　　　　　　　円

落札候補者

入　札　額

第　　１　　回 第　　２　　回 備　　　　　　　考見　　　積　　　額

摘　　　　　　要

入札日　令和２年３月４日（水）　

業　　務　　名　　称

業　　　者　　　名

令和２年度しらこばと公園園地管理業務委託



摘　　　　　　要

入札日　令和２年３月４日（水）

業　　務　　名　　称

業　　　者　　　名

株式会社東武園芸

令和２年度吉川地区江戸川広域運動公園維持管理業務委託

入　札　額

第　　１　　回 第　　２　　回 備　　　　　　　考見　　　積　　　額

　　　　　　　　　　　円

8,500,000

落札候補者

8,700,000

　　　　　　　円 　　　　　　　円

宮部造園土木株式会社 7,600,000

有限会社宝亀園

入　札　結　果　表

株式会社サンエー緑化

株式会社中新造園 8,800,000

株式会社深野造園 8,650,000

8,550,000



摘　　　　　　要

入札日　　令和2年3月10日（火）

見　　　積　　　額

　　　　　　　　　　　円

業　　務　　名　　称

入 札 結 果 表

11,000,000

  川越公園園地管理業務委託

入　　　　　　　　札　　　　　　　　額

第　　１　　回 第　　２　　回

落札候補者

業　　　者　　　名

株式会社山岸造園

　　　　　　　円

株式会社渋谷造園土木

備　　　　　　　考

11,000,000

株式会社大門造園 10,900,000

　　　　　　　円

10,400,000

10,500,000

　　　　　　　円

10,680,000

株式会社小川造園建設

株式会社田島造園

並木造園株式會社



見　　　積　　　額

　　　　　　　　　　　円　　　　　　　円 　　　　　　　円

34,000,000

32,500,000

備　　　　　　　考

　落札候補者16,000,000

27,000,000

27,800,000

28,000,000

株式会社大利根造園

有限会社帯津造園

有限会社小林造園

株式会社栗原造園

株式会社片倉造園土木

株式会社ベストグリーン

吉村造園株式会社

株式会社つかさグリーン建設

株式会社大川緑地開発

入札日　令和２年３月６日（金）

入　　　　　　　　札　　　　　　　　額

委　託　業　務　名　称 　羽生水郷公園 園地管理業務委託

業　　　者　　　名 第　　１　　回

入 札 結 果 表

第　　２　　回

34,800,000

40,000,000

30,000,000



摘　　　　　　要

入札日　令和２年３月１０日（火）

吉村造園株式会社

株式会社大川緑地開発

業　　務　　名　　称

業　　　者　　　名

入 札 結 果 表

第　　２　　回 見　　　積　　　額

　　　　　　　円 　　　　　　　円 　　　　　　　　　　　円　　　　　　　円

　令和２年度　加須はなさき公園園地管理業務委託

入　　　　　　　　札　　　　　　　　額

第　　１　　回

落札候補者

第　　３　　回 備　　　　　　　考

5,250,000

10,000,000

10,000,000

9,000,000

株式会社大利根造園 7,000,000

5,500,000

7,000,000株式会社つかさグリーン建設

有限会社帯津造園

株式会社栗原造園

株式会社片倉造園土木

有限会社小林造園

株式会社大利根造園

10,000,000

16,000,000
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