
   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000114 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前09時00分

第８期介護保険ガイドブック印刷
件名

場所 利根町役場

期間 令和 3年 5月15日　から　令和 3年 7月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

（株）現代けんこう出版　代表取締役　砂田　
昌彦

1           ¥528,000                                     

（株）東京法規出版　代表取締役　菅　国典2           ¥872,000                                     

（株）ライズファクトリー　代表取締役　戸田
　その子

3           ¥520,000                                     落札

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）ライズファクトリー　代表取締役　戸田　その子

（２）落札額 （税抜）           ¥520,000

          ¥572,000            ¥52,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）           ¥700,000

（税込）           ¥770,000 うち消費税相当額            ¥70,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000059 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前09時10分

令和３年度　利根町文化センターエレベーター設置工事設計業務委託
件名

場所 利根町文化センター

期間 令和 3年 5月15日　から　令和 4年 3月10日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

（株）青山建築設計事務所　代表取締役　青山
　立美

1         ¥4,000,000                                     

（株）篠崎建築設計事務所　代表取締役　篠﨑
　達

2         ¥3,240,000                                     落札

（株）のあ設計事務所　代表取締役　堀越　泰
樹

3         ¥3,696,560                                     

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）篠崎建築設計事務所　代表取締役　篠﨑　達

（２）落札額 （税抜）         ¥3,240,000

        ¥3,564,000           ¥324,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,060,000

（税込）         ¥4,466,000 うち消費税相当額           ¥406,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000131 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前09時20分

令和３年度　議会会議システムソフト使用料
件名

場所 利根町役場

期間 令和 3年 6月 1日　から　令和 8年 5月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

（株）内田洋行　営業統括グループ　取締役上
席執行役員　営業統括グループ　統括　小柳

1                                                       辞退

（株）ニューライフ　代表取締役　野村　達夫2         ¥1,328,000                                     落札

富士フィルムビジネスイノベーションジャパン
株式会社　茨城支社　支社長　田中　祥之

3         ¥1,348,500                                     

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）ニューライフ　代表取締役　野村　達夫

（２）落札額 （税抜）         ¥1,328,000

        ¥1,460,800           ¥132,800（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,348,500

（税込）         ¥1,483,350 うち消費税相当額           ¥134,850



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000119 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前09時30分

３都公委第４号　都市公園維持管理業務委託
件名

場所 利根町布川地内

期間 令和 3年 5月15日　から　令和 3年12月20日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　康雄1         ¥6,590,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史2         ¥6,590,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄3         ¥6,590,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久4         ¥6,610,000                                     

（有）原興業　取締役　湯原　明5         ¥6,560,000                                     落札

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（有）原興業　取締役　湯原　明

（２）落札額 （税抜）         ¥6,560,000

        ¥7,216,000           ¥656,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,610,000

（税込）         ¥7,271,000 うち消費税相当額           ¥661,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000120 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前09時40分

３都公委第５号　都市公園維持管理業務委託
件名

場所 利根町羽根野地内他

期間 令和 3年 5月15日　から　令和 3年12月20日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　康雄1         ¥7,550,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史2         ¥7,500,000                                     落札

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄3         ¥7,620,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久4         ¥7,630,000                                     

（有）原興業　取締役　湯原　明5         ¥7,610,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史

（２）落札額 （税抜）         ¥7,500,000

        ¥8,250,000           ¥750,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥7,640,000

（税込）         ¥8,404,000 うち消費税相当額           ¥764,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000128 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前09時50分

令和３年度　指定ごみ袋製造業務委託
件名

場所 利根町役場

期間 令和 3年 5月15日　から　令和 4年 2月26日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

アルフォーインターナショナル株式会社　九州
支店　支店長　長尾　和美

1         ¥4,258,400                                     

株式会社内田化工　代表取締役　内田　尚武2         ¥9,920,000                                     

越健産業株式会社　代表取締役　丸田　謙三3         ¥3,930,200                                     落札

（株）塚越産業　代表取締役　塚越　俊祐4         ¥4,255,800                                     

戸田産業株式会社　取手営業所　所長　中村　
太郁

5         ¥4,152,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

越健産業株式会社　代表取締役　丸田　謙三

（２）落札額 （税抜）         ¥3,930,200

        ¥4,323,220           ¥393,020（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,490,000

（税込）         ¥6,039,000 うち消費税相当額           ¥549,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000129 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前10時00分

令和３年度　公用車（軽ダンプ）購入
件名

納入場所 利根町役場

納入期限 令和 3年10月31日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

茨城トヨタ自動車（株）　竜ヶ崎店　店長　鈴
木　貴史

1         ¥1,493,000                                     

有限会社カーライフ岡野　取締役　岡野　澄雄2         ¥1,454,136                                     

水郷つくば農業（協組）　代表理事組合長　池
田　正

3         ¥1,446,123                                     落札

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

水郷つくば農業（協組）　代表理事組合長　池田　正

（２）落札額 　        ¥1,446,123

                        うち消費税相当額

（３）予定価格         ¥1,510,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000071 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前10時10分

令和３年度利根町長選挙ポスター掲示板作成業務委託
件名

場所 利根町役場

期間 令和 3年 5月15日　から　令和 3年 7月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

（株）コーエー　代表取締役　菅谷　和雄1         ¥1,008,000                                     落札

（株）タナカ　代表取締役　田中　司郎2         ¥1,050,000                                     

（有）トヨプリントサービス　代表取締役　平
塚　国広

3         ¥1,234,000                                     

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）コーエー　代表取締役　菅谷　和雄

（２）落札額 （税抜）         ¥1,008,000

        ¥1,108,800           ¥100,800（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,150,000

（税込）         ¥1,265,000 うち消費税相当額           ¥115,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000113 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前10時20分

令和３年度　利根町公共施設個別施設計画策定業務委託
件名

場所 利根町役場　他３３施設

期間 令和 3年 5月15日　から　令和 3年11月10日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

朝日航洋（株）　水戸支店　支店長　嶋村　和
也

1        ¥12,600,000                                     

（株）オリエンタルコンサルタンツ　茨城事務
所　所長　相馬　尉志

2        ¥13,500,000                                     

国際航業（株）　水戸営業所　所長　石井　正
邦

3        ¥12,800,000                                     

（株）長大　つくば支店　支店長　酒井　正晶4        ¥12,700,000                                     

（株）パスコ　茨城支店　支店長　伊藤　雅則5        ¥10,950,000                                     落札

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）パスコ　茨城支店　支店長　伊藤　雅則

（２）落札額 （税抜）        ¥10,950,000

       ¥12,045,000         ¥1,095,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥12,190,000

（税込）        ¥13,409,000 うち消費税相当額         ¥1,219,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000138 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前10時30分

令和3年度　事務椅子購入
件名

納入場所 利根町役場

納入期限 令和 3年 9月30日

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

関彰商事（株）　ビジネスソリューション部　
守谷支店　支店長　瀬谷　浩平

1         ¥2,120,000                                     

（有）利根ショップかねたや　代表取締役　兼
田　由則

2         ¥1,279,800                                     落札

ヒラデ・スタイル（株）　代表取締役　平出　
充洋

3         ¥1,647,450                                     

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（有）利根ショップかねたや　代表取締役　兼田　由則

（２）落札額 （税抜）         ¥1,279,800

        ¥1,407,780           ¥127,980（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,040,000

（税込）         ¥2,244,000 うち消費税相当額           ¥204,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000112 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前10時50分

２中管工第５号　利根中学校屋内運動場空調設備工事
件名

場所 利根町大字横須賀１２７７番地

期間 令和 3年 5月18日　から　令和 3年 9月14日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

赤塚工業（株）　代表取締役　赤塚　康伸1                                                       辞退

大竹建設（株）　代表取締役　大竹　光2        ¥23,700,000                                     

櫻井建設工業（株）　代表取締役社長　櫻井　
俊一

3        ¥23,300,000                                     落札

細谷建設工業（株）　代表取締役　細谷　よし
の

4        ¥23,400,000                                     

増川建設（株）　代表取締役　増川　剛5        ¥23,500,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

櫻井建設工業（株）　代表取締役社長　櫻井　俊一

（２）落札額 （税抜）        ¥23,300,000

       ¥25,630,000         ¥2,330,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥23,720,000

（税込）        ¥26,092,000 うち消費税相当額         ¥2,372,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000123 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前11時00分

３小建委第1号　布川小学校屋内運動場大規模改造工事設計業務委託
件名

場所 利根町大字布川4230番地

期間 令和 3年 5月15日　から　令和 3年12月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

（株）相澤建築設計事務所　代表取締役　相澤
　晴夫

1         ¥5,330,000                                     

（株）青山建築設計事務所　代表取締役　青山
　立美

2         ¥5,900,000                                     

（有）大野建築設計事務所　代表取締役　大野
　雅明

3         ¥5,750,000                                     

（株）岡野建築設計事務所　代表取締役社長　
草苅　秀明

4         ¥4,780,000                                     落札

株式会社河野正博建築設計事務所　代表取締役
　河野　正博

5         ¥4,840,000                                     

（株）若栁建築事務所　代表取締役　若栁　綾
子

6         ¥5,750,000                                     

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）岡野建築設計事務所　代表取締役社長　草苅　秀明

（２）落札額 （税抜）         ¥4,780,000

        ¥5,258,000           ¥478,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,050,000

（税込）         ¥6,655,000 うち消費税相当額           ¥605,000
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000126 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前11時10分

３小建委第２号　小学校統合改修工事設計業務委託
件名

場所 利根町大字布川4230番地

期間 令和 3年 5月15日　から　令和 4年 3月10日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

（株）青山建築設計事務所　代表取締役　青山
　立美

1         ¥7,400,000                                     

（株）エイプラス・デザイン　代表取締役　佐
藤　昌樹

2         ¥5,880,000                                     

（株）匠建築研究室　代表取締役　上久保　博
隆

3         ¥6,520,000                                     

（株）のあ設計事務所　代表取締役　堀越　泰
樹

4         ¥7,372,000                                     

（株）増山栄建築設計事務所　代表取締役　増
山　栄

5         ¥7,300,000                                     

（株）横須賀満夫建築設計事務所　代表取締役
　横須賀　孝

6         ¥5,800,000                                     落札

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）横須賀満夫建築設計事務所　代表取締役　横須賀　孝

（２）落札額 （税抜）         ¥5,800,000

        ¥6,380,000           ¥580,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥7,600,000

（税込）         ¥8,360,000 うち消費税相当額           ¥760,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000081 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前11時20分

３道街樹委第１号　街路樹薬剤散布業務委託
件名

場所 町道１０３号線外　利根町地内

期間 令和 3年 5月15日　から　令和 3年10月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

茨城県県南造園土木（業）　理事長　外塚　真
由美

1         ¥1,220,000                                     

常盤造園建設株式会社　代表取締役　飯田　俊
美

2         ¥1,240,000                                     

（株）光商社　代表取締役　杉山　徹3         ¥1,180,000                                     落札

むつみ造園土木（株）　関東営業所　営業所長
　三浦　正樹

4         ¥1,200,000                                     

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）光商社　代表取締役　杉山　徹

（２）落札額 （税抜）         ¥1,180,000

        ¥1,298,000           ¥118,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,240,000

（税込）         ¥1,364,000 うち消費税相当額           ¥124,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000091 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前11時30分

３道除第１号　道路除草工事
件名

場所 町道１０９号線外　利根町布川～東奥山新田地内

期間 令和 3年 5月18日　から　令和 3年11月 3日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

（株）イトウ　代表取締役　伊藤　こう1         ¥5,240,000                                     

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　康雄2         ¥5,250,000                                     

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代3         ¥5,250,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄4         ¥5,000,000                                     落札

（有）原興業　取締役　湯原　明5         ¥5,240,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄

（２）落札額 （税抜）         ¥5,000,000

        ¥5,500,000           ¥500,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,260,000

（税込）         ¥5,786,000 うち消費税相当額           ¥526,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000092 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前11時40分

３道除第２号　道路除草工事
件名

場所 町道１０１号線外　利根町羽根野～立木地内

期間 令和 3年 5月18日　から　令和 3年11月 3日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

石塚建設（株）　代表取締役　石塚　幸貞1         ¥5,650,000                                     落札

（株）イトウ　代表取締役　伊藤　こう2         ¥5,680,000                                     

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代3         ¥5,680,000                                     

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史4         ¥5,670,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久5         ¥5,690,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

石塚建設（株）　代表取締役　石塚　幸貞

（２）落札額 （税抜）         ¥5,650,000

        ¥6,215,000           ¥565,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,700,000

（税込）         ¥6,270,000 うち消費税相当額           ¥570,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000093 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前11時50分

３道除第３号　道路除草工事
件名

場所 町道２０１０号線外　利根町布川～立木地内

期間 令和 3年 5月18日　から　令和 3年11月 3日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

石塚建設（株）　代表取締役　石塚　幸貞1         ¥6,980,000                                     

（株）イトウ　代表取締役　伊藤　こう2         ¥6,960,000                                     

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代3         ¥6,880,000                                     落札

（有）杉山組　代表取締役　杉山　貴史4         ¥6,970,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄5         ¥6,970,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代

（２）落札額 （税抜）         ¥6,880,000

        ¥7,568,000           ¥688,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,990,000

（税込）         ¥7,689,000 うち消費税相当額           ¥699,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000095 入札日時 令和 3年 5月11日　　午後12時00分

３道除第４号　道路除草工事
件名

場所 町道１１２号線外　利根町大房地内

期間 令和 3年 5月18日　から　令和 3年11月 3日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

石塚建設（株）　代表取締役　石塚　幸貞1         ¥7,640,000                                     

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　康雄2         ¥7,620,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄3         ¥7,640,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久4         ¥7,550,000                                     落札

（有）原興業　取締役　湯原　明5         ¥7,640,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久

（２）落札額 （税抜）         ¥7,550,000

        ¥8,305,000           ¥755,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥7,650,000

（税込）         ¥8,415,000 うち消費税相当額           ¥765,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000117 入札日時 令和 3年 5月11日　　午後12時10分

３道維第１号　道路修繕工事
件名

場所 町道１０２３号線外　利根町羽根野地内

期間 令和 3年 5月18日　から　令和 3年12月13日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

石塚建設（株）　代表取締役　石塚　幸貞1        ¥24,150,000                                     落札

大竹重機建設（株）　代表取締役　大竹　康雄2        ¥24,200,000                                     

（株）坂本組　代表取締役　坂本　作代3        ¥24,310,000                                     

（有）永井道路　代表取締役　永井　通雄4        ¥24,250,000                                     

（有）野口建設　代表取締役　野口　克久5        ¥24,300,000                                     

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

石塚建設（株）　代表取締役　石塚　幸貞

（２）落札額 （税抜）        ¥24,150,000

       ¥26,565,000         ¥2,415,000（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）        ¥24,410,000

（税込）        ¥26,851,000 うち消費税相当額         ¥2,441,000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000173 入札日時 令和 3年 5月11日　　午後12時20分

令和３年度　町長公用車賃貸借
件名

場所 利根町役場

期間 令和 3年 8月30日　から　令和 8年 8月29日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 ６０ヶ月額 　摘要

茨城トヨタ自動車（株）　龍ヶ崎店　店長　鈴
木　貴史

1            ¥79,000                           \4,740,000          

茨城トヨペット（株）　法人営業部　担当次長
　大野　哲

2            ¥65,090                           \3,905,400          

（株）トヨタレンタリース茨城　代表取締役　
幡谷　浩史

3            ¥50,900                           \3,054,000  落札

日本カーソリューションズ（株）　水戸支店　
水戸支店長　岡田　義昭

4            ¥62,700                           \3,762,000          

ネッツトヨタ茨城株式会社　次長　川上　一夫5            ¥76,940                           \4,616,400          

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（株）トヨタレンタリース茨城　代表取締役　幡谷　浩史

（２）落札額 （税抜）         ¥3,054,000

        ¥3,359,400           ¥305,400（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,600,000

（税込）         ¥5,060,000 うち消費税相当額           ¥460,000


