
１　入札・契約状況

業務の名称

入札方式

入札日 履行場所 ～ 令和5年3月15日

マン・テック（株）

（株）山田守建築事務所 28.782 1.281 30.063

（株）土屋建築研究所 29.184 4.468 33.652

（株）綜企画設計

コンストラクションインベス
トメントマネジャーズ（株） 27.588 0.519 28.107

（株）三輝設計事務所 16.374 4.348 20.722

（株）浦野設計

（株）車田建築設計事務所 37.182 3.587 40.769

（株）大有設計 予定価格超過

（株）傳設計

契約金額 ￥ (税込)(￥ (税抜))

予定価格 ￥ (税込)(￥ (税抜))

調査基準価格 ￥ (税込)(￥ (税抜))

入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

注　1　「入札金額」欄には、消費税抜きの金額を記載する（単位：円）。

　　2　「契約金額」、「予定価格」及び「調査基準価格」欄には、税込価格と税抜価格をそれぞれ記載する。（単位：円）

　　4　上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

　　5　技術評価点(A)及び価格評価点(B)は上記入札金額は、小数点以下第４位を切り捨てて表示する。

備    考

3210001014388 19,550,000

1180001024814 無効

24,981,030

21,205,646 19,277,860

24,332,000

24,750,000 22,500,000

株式会社泉創建エンジニアリング

住　所

令和4年9月29日

業　　者　　名
（商号又は名称）

法人番号 評価値
（A＋B）

23,380,000

履行期間

9370001010424

1010001091937

入札金額

技術
評価点
（A）

価格
評価点
（B）

第１回入札
価格

評価点
（B）

令和4年9月14日

　　3　「備考」欄には、落札した場合は「落札」、見積り合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」、低入札価格調査を実施した場合には「低入札価格調査実施」と記載する。

25,000,000

価格と技術等の割合 １：３

無効

27,479,133

契約業者名
名称等

東京都文京区大塚三丁目５番１０号

7290001003537

入札・契約状況調書（１／２）

大井外（４）隊庁舎新設等建築設計

業務内容

【情本】隊庁舎新設（RC-3 約1,863㎡）、車両整備場
新設（S-1 約42㎡)、自転車置場新設、車両整備場解
体、電気室新設（RC-1 約162㎡）の建築設計
【防医大】体育館解体（RC-2 約1,510㎡）、更衣室改
修（RC-1 約161㎡）建築設計

第２回入札

入札金額

4320001004328

埼玉県ふじみ野市ほか

無効

評価値
（A＋B）

一般競争入札

3011101013151 19,400,000

8010001078721

5120001111309

7240001003021

辞退

20,500,000



１　入札・契約状況

業務の名称

入札方式

入札日 履行場所 ～ 令和5年3月15日

（株）泉創建エンジニアリング 42.384 1.986 44.370

契約金額 ￥ (税込)(￥ (税抜))

予定価格 ￥ (税込)(￥ (税抜))

調査基準価格 ￥ (税込)(￥ (税抜))

入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

注　1　「入札金額」欄には、消費税抜きの金額を記載する（単位：円）。

　　2　「契約金額」、「予定価格」及び「調査基準価格」欄には、税込価格と税抜価格をそれぞれ記載する。（単位：円）

　　4　上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

　　5　技術評価点(A)及び価格評価点(B)は上記入札金額は、小数点以下第４位を切り捨てて表示する。

価格と技術等の割合 １：３

　　3　「備考」欄には、落札した場合は「落札」、見積り合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」、低入札価格調査を実施した場合には「低入札価格調査実施」と記載する。

24,750,000 22,500,000

27,479,133 24,981,030

21,205,646 19,277,860

契約業者名
名称等 株式会社泉創建エンジニアリング

住　所 東京都文京区大塚三丁目５番１０号

3010001037401 22,500,000 落札

令和4年9月14日 埼玉県ふじみ野市ほか 履行期間 令和4年9月29日

業　　者　　名
（商号又は名称）

法人番号
技術

評価点
（A）

第１回入札 第２回入札

備    考
入札金額

価格
評価点
（B）

評価値
（A＋B）

入札金額
価格

評価点
（B）

評価値
（A＋B）

入札・契約状況調書（２／２）

大井外（４）隊庁舎新設等建築設計

業務内容

【情本】隊庁舎新設（RC-3 約1,863㎡）、車両整備場
新設（S-1 約42㎡)、自転車置場新設、車両整備場解
体、電気室新設（RC-1 約162㎡）の建築設計
【防医大】体育館解体（RC-2 約1,510㎡）、更衣室改
修（RC-1 約161㎡）建築設計

一般競争入札



業務の名称： 大井外（４）隊庁舎新設等建築設計

a b c d 60*(e/f)

5.00 55.00 40.00 1.00 100.00 f 60.000

2.00 38.99 25.98 - - -

2.00 25.98 19.99 1.00 47.97 28.782

2.00 26.65 19.99 1.00 48.64 29.184

2.00 35.64 18.66 - - -

1.00 27.65 17.33 1.00 45.98 27.588

0.00 19.31 7.98 1.00 27.29 16.374

3.00 38.32 19.98 - - -

1.00 36.98 23.99 1.00 61.97 37.182

3.00 35.65 20.66 - - -

2.00 35.66 19.33 - - -

3.00 40.33 27.31 1.00 70.64 42.384

注　入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格超過した者の評価点の内訳は、技術評価点の内訳についてのみ記載する。

技術評価点の内訳

その他
評価テーマに対
する技術提案

(株)浦野設計

(株)車田建築設計事務所

(株)大有設計

(株)傳設計

(株)泉創建エンジニアリング

(株)三輝設計事務所

コンストラクションインベストメントマネジャーズ(株)

(株)綜企画設計

マン・テック(株)

評価点の内訳

備    考
技術評価の得点合
計

技術評価点(A)

e=(a+b+c)*d

(株)山田守建築事務所

業務の実施方
針・実施フ

ロー・工程計
画・その他

技術評価の配点

(株)土屋建築研究所

業　　者　　名
（商号又は名称等） 履行確

実性度


