
入札結果報告

予定価格 請負者所在地 契約年月日

請負代金 商号又は名称 着工年月日

(請負率) 代表者職氏名 完成年月日

(株)桑本建築設計事務所

3,402,000 米子市東町177番地 H29.4.26 溝口放課後児童クラブ H29.4.26 (株)清水設計

　　改築工事実施設計　一式 (株)平設計

株式会社　平設計 H29.4.27 入札回数 (株)白兎設計事務所

3,348,000 1 回 (株)堀尾建築設計事務所

代表取締役　足立　收平 H29.7.20
(98.4%)

(株)大丸水機

2,030,400 米子市目久美町３４番地２ H29.4.27 岸本温泉ゆうあいパル H29.4.26 (株)ティビィエム
冷暖房・換気設備機器保守点検　一式 (株)モチダ

株式会社　ティビィエム H29.4.28 衛生設備機器保守点検　　　　　一式 入札回数
2,019,600 源泉設備機器保守点検　　　　　一式 2 回

代表取締役　赤井　優 H30.3.31 サウナ設備機器保守点検　　　　一式

(99.5%)

有限会社　アリオン
1,925,640 鳥取県西伯郡伯耆町吉長54番地4 H29.4.28 大幡・幡郷地区 H29.4.26 有限会社　今井組

　修繕一式 有限会社　下村建設
有限会社　藤本組 H29.4.28 入札回数 有限会社　中島工業

1,879,200 1 回 有限会社　藤本組
代表取締役 藤本俊彦 H30.3.28

(97.6%)

有限会社　アリオン
1,870,560 鳥取県西伯郡伯耆町久古1050番地 H29.4.28 八郷地区 H29.4.26 有限会社　今井組

　修繕一式 有限会社　下村建設
有限会社　下村建設 H29.4.28 入札回数 有限会社　中島工業

1,825,200 1 回 有限会社　藤本組
代表取締役 下村秀一 H30.3.28

(97.6%)

有限会社　アリオン
1,932,120 鳥取県西伯郡伯耆町谷川240-1 H29.4.28 日光地区 H29.4.26 有限会社　今井組

　修繕一式 有限会社　下村建設
有限会社　中島工業 H29.4.28 入札回数 有限会社　中島工業

1,890,000 1 回 有限会社　藤本組
代表取締役　中島誠 H30.3.28

(97.8%)

2,010,960 鳥取県西伯郡伯耆町溝口162-1 H29.4.28 溝口地区 H29.4.26 有限会社　アリオン
　修繕一式 有限会社　今井組

有限会社　アリオン H29.4.28 入札回数 有限会社　下村建設
1,965,600 1 回 有限会社　中島工業

代表取締役　坂田光德 H30.3.28 有限会社　藤本組
(97.7%)
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1,918,080 鳥取県西伯郡伯耆町宇代845-4 H29.4.28 二部地区 H29.4.26 有限会社　アリオン
　修繕一式 有限会社　今井組

有限会社　今井組 H29.4.28 入札回数 有限会社　下村建設
1,879,200 1 回 有限会社　中島工業

代表取締役　今井俊雄 H30.3.28 有限会社　藤本組
(98.0%)

シンワ技研コンサルタント㈱

31,795,200 米子市昭和町２５番地1 H29.04.26 地籍調査業務 H29.04.26 サンイン技術コンサルタント㈱

小野 【調査面積　　1.84k㎡】 ㈱エースプラン
小町 サンイン技術コンサルタント H29.04.27 入札回数 ㈱ヒノコンサルタント
金廻 株式会社 西谷技術コンサルタント㈱米子営業所

岸本 代表取締役社長 H30.02.28 ダイニチ技研㈱
口別所 30,564,000 大野木　昭夫 1 回 ㈱ウエスコ米子支店
久古 鳥取県土地改良事業団体連合会

(96.1%) 有限会社　江府技研コンサルタント

サンイン技術コンサルタント㈱

1,688,040 米子市東福原8丁目28番18号 H29.04.26 公図・丈量図の数値情報化 H29.04.26 ㈱ヒノコンサルタント
＜公　図＞　大内、福兼 西谷技術コンサルタント㈱米子営業所

吉長 西谷技術コンサルタント H29.04.26 入札回数 ㈱ウエスコ米子支店
1,620,000 株式会社米子営業所 1 回 鳥取県土地改良事業団体連合会

所長　福田　薫 H29.11.10 ＜丈量図＞　米子道　外 有限会社　江府技研コンサルタント

(96.0%)

2,849,040 米子市昭和町２５番地1 H29.04.26 サンイン技術コンサルタント㈱

公図・丈量図の数値情報化 H29.04.26 ㈱ヒノコンサルタント
サンイン技術コンサルタント H29.04.26 ＜公　図＞　福岡、小野 西谷技術コンサルタント㈱米子営業所

吉長 2,700,000 株式会社 　　　　　　　小町、金廻 入札回数 ㈱ウエスコ米子支店
株式会社 　　　　　　　宇代 1 回 鳥取県土地改良事業団体連合会

(94.8%) 代表取締役社長　大野木　昭夫 H29.11.10 ＜丈量図＞　ふるさと農道　外 有限会社　江府技研コンサルタント

(株)平設計

1,404,000 米子市東町177番地 H29.4.27 点字ブロック屋内設置Ｌ＝２６ｍ H29.4.26 (株)清水設計

トイレ便器取替　３ヶ所 (株)堀尾建築設計事務所

株式会社　平設計 H29.4.28 調理室改修　Ａ＝38.5㎡ 入札回数
1,350,000 多目的トイレ設置　Ａ＝10.8㎡ 3 回

代表取締役　足立　收平 Ｈ29.12.20
(96.2%)
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