
大和村入札執行結果表（公表用）

株式会社心拓 9,218,000円

有限会社高倉産業 9,200,000円 最低入札

有限会社傅建設 9,215,000円

有限会社フジケン 9,210,000円

有限会社大勇建設 19,170,000円

株式会社大和建設 19,160,000円

株式会社東海建設工業 19,130,000円 最低入札

福本建設株式会社 19,180,000円

有限会社大勇建設 19,260,000円

株式会社大和建設 19,210,000円

株式会社東海建設工業 19,200,000円 最低入札

福本建設株式会社 19,250,000円

奥建築設計事務所 1,620,000円

有限会社鬼塚設計 1,610,000円

酒井建築事務所 1,600,000円 最低入札

豊岡設計室 1,620,000円

株式会社嘉川設計 1,640,000円

有限会社心拓 885,000円

有限会社高倉産業 895,000円

有限会社傅建設 880,000円 最低入札

有限会社フジケン 890,000円

株式会社心拓 4,500,000円

有限会社高倉産業 4,488,000円 最低入札

有限会社傅建設 4,494,000円
6 平成26年12月22日

平成26年度施行
まほろば大和満喫ルート創出事業

4,946,400円 4,847,040円

有限会社傅建設

3 平成26年12月5日

有限会社高倉産業

5 平成26年12月22日
平成26年度施行
防火水槽解体工事（国直地区）

972,000円 9,500,400円

4 平成26年12月22日
平成26年度施行
大和村防災関連整備次号設計監理
業務委託

1,771,200円 1,728,000円 酒井建築事務所

平成25年度施行
村道大棚名音線道路改良工事（2
工区）

20,844,000円 20,736,000円 株式会社東海建設工業

有限会社高倉産業

2 平成26年12月5日
平成26年度施行
村道津名久線等舗装修繕工事（2
工区）

20,725,200円 20,660,400円
株式会社　東海建設工
業

入札者名 入札価格 備考

1 平成26年12月5日
平成26年度施行
村道津名久線等舗装修繕工事（1
工区）

10,108,800円 9,936,000円

番号 入札日 入札名
予定価格

（税込み）
落札価格

（税込み）
落札者

大 和 村



大和村入札執行結果表（公表用）

入札者名 入札価格 備考番号 入札日 入札名
予定価格

（税込み）
落札価格

（税込み）
落札者

有限会社フジケン 4,490,000円

株式会社心拓 606,000円

有限会社高倉産業 600,000円

有限会社傅建設 605,000円

有限会社フジケン 595,000円 最低入札

有限会社大勇建設 44,480,000円

株式会社大和建設 44,104,596円 最低入札

株式会社東海建設工業 44,390,000円

福本建設株式会社 44,300,000円

有限会社大勇建設 16,617,000円 最低入札

株式会社大和建設 16,635,000円

株式会社東海建設工業 16,645,000円

福本建設株式会社 16,640,000円

株式会社大勇建設 17,540,000円

株式会社大和建設 17,520,000円

株式会社東海建設工業 17,500,000円 最低入札

福本建設株式会社 17,550,000円

株式会社大勇建設 22,640,000円

株式会社大和建設 22,605,000円

株式会社東海建設工業 22,630,000円

福本建設株式会社 22,590,000円 最低入札

株式会社心拓 5,560,000円 最低入札

有限会社高倉産業 5,620,000円

有限会社傅建設 5,600,000円

11 平成26年12月22日

12 平成26年12月22日
平成26年度施行
26災第１１８号マテリア川河川災
害復旧工事

6,112,800円 6,004,800円 株式会社心拓

10 平成26年12月22日
平成26年度施行
26災第１２３・１２４号奄美中央
線・宝田線道路災害復旧工事

18,964,800円 18,900,000円

有限会社大勇建設

平成26年度施行
26災第１２５号大棚名音線道路災
害復旧工事

24,472,800円 24,397,200円 福本建設株式会社

7 平成26年12月22日

株式会社東海建設工業

9 平成26年12月22日
平成26年度施行
26災第１２０・１２１・１２２号
湯湾釜線道路災害復旧工事

17,982,000円 17,946,360円

8 平成26年12月22日
平成26年度施行
26災第１１９号湯湾釜国直線道路
災害復旧工事

48,114,000円 47,632,963円 株式会社大和建設

6 平成26年12月22日
平成26年度施行
まほろば大和満喫ルート創出事業

4,946,400円 4,847,040円

平成26年度施行
保育所避難扉フェンス取付工事

658,800円 642,600円 有限会社フジケン

有限会社高倉産業

大 和 村



大和村入札執行結果表（公表用）

入札者名 入札価格 備考番号 入札日 入札名
予定価格

（税込み）
落札価格

（税込み）
落札者

有限会社フジケン 5,630,000円

株式会社心拓 8,250,000円

有限会社高倉産業 8,150,000円

有限会社傅建設 8,130,000円 最低入札

有限会社フジケン 8,200,000円

株式会社心拓 11,400,000円

有限会社高倉産業 11,380,000円

有限会社傅建設 11,395,000円

有限会社フジケン 11,330,000円 最低入札

株式会社心拓 8,123,000円

有限会社高倉産業 8,114,000円 最低入札

有限会社傅建設 8,119,000円

有限会社フジケン 8,118,000円

株式会社心拓 8,780,000円 最低入札

有限会社高倉産業 8,820,000円

有限会社傅建設 8,800,000円

有限会社フジケン 8,850,000円

株式会社心拓 7,450,000円

有限会社高倉産業 7,430,000円

有限会社傅建設 7,480,000円

有限会社フジケン 7,400,000円 最低入札

株式会社傅建設 5,560,000円 最低入札

福本建設株式会社 5,600,000円

有限会社フジケン 5,650,000円

有限会社フジケン7,992,000円

有限会社傅建設6,004,800円6,134,400円

平成26年12月22日

平成26年12月22日

平成26年12月22日

平成26年12月22日
平成26年度施行
団体営農業集落排水事業東部地区
26-1工区

15

17

18

16 9,644,400円 9,482,400円 株式会社心拓

平成26年度施行
団体営農業集落排水事業東部地区
26-9工区

平成26年度施行
26災第128号名音志戸勘線道路災
害復旧工事

平成26年度施行
団体営農業集落排水事業東部地区
26-8工区

8,942,400円

有限会社傅建設

8,110,800円

8,763,120円 有限会社高倉産業

14 平成26年12月22日
平成26年度施行
26災第127号湯湾岳道路災害復旧
工事

12,420,000円 12,236,400円 有限会社フジケン

13 平成26年12月22日
平成26年度施行
26災第126号前山線道路災害復旧
工事

8,964,000円 8,780,400円

12 平成26年12月22日
平成26年度施行
26災第１１８号マテリア川河川災
害復旧工事

6,112,800円 6,004,800円 株式会社心拓

大 和 村



大和村入札執行結果表（公表用）

入札者名 入札価格 備考番号 入札日 入札名
予定価格

（税込み）
落札価格

（税込み）
落札者

有限会社傅建設 5,540,000円

福本建設株式会社 5,565,000円

有限会社フジケン 5,510,000円 最低入札

株式会社心拓 895,000円

有限会社高倉産業 900,000円

有限会社傅建設 890,000円 最低入札

有限会社フジケン 905,000円

株式会社心拓 10,000,000円 最低入札

有限会社高倉産業 10,100,000円

有限会社傅建設 10,040,000円

有限会社フジケン 10,110,000円

有限会社傅建設6,004,800円6,134,400円平成26年12月22日18

20 平成26年12月22日
平成26年度施行
県単交通安全施設整備事業

982,800円 961,200円 有限会社傅建設

19 平成26年12月22日
平成26年度施行
団体営農業集落排水事業東部地区
26-10工区

6,037,200円 5,950,800円 有限会社フジケン

平成26年度施行
団体営農業集落排水事業東部地区
26-9工区

21 平成26年12月22日
平成26年度施行
大棚地区配水管移設工事

10,951,200円 10,800,000円 株式会社心拓

大 和 村


