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20,968,000円

20,382,000円

一般競争入札結果表

モロフジ株式会社 23,064,000円 －

件　名

納入期間 平成２８年１０月２２日 から 平成２９年３月１７日 履行場所

ニッカ化成株式会社 24,360,000円 －

－

村上産業株式会社　今治支店

福岡市

福岡市

－

－

－

福岡市東区箱崎埠頭４-５-９

入札日時 平成２８年10月１４日　　13時30分 入札場所 福岡市中央区那の津２-１０-１５

所在地 商号又は名称 1回目　入札金額 2回目　入札金額

契約金額

愛媛県今治市

福岡市

みやま市

福岡市

2回目　入札金額

　上記契約金額は消費税及び地方消費税を含む価格である。

　＊印の者は，落札者である。

モロフジ株式会社

プラテック株式会社

アルフォーインターナショナル株式会社

落札業者所在地 福岡市中央区天神２丁目１４番８号

福岡市 －アルフォーインターナショナル株式会社　九州支店

落札業者

1回目　入札金額

福岡市 サヌキ印刷株式会社　福岡営業所 21,292,000円

福岡市

熊本県熊本市

愛媛県今治市

株式会社肥後ポリエチレン 20,640,000円

福岡市

みやま市

株式会社ジャストタイム二十四 22,320,000円

プラテック株式会社 22,683,299円

　上記契約金額は消費税及び地方消費税を含む価格である。

福岡市家庭系指定袋（可燃物用大４５ℓ／取手付き）製造業務委託

メディアインターナショナル株式会社

アルフォーインターナショナル株式会社 九州支店

村上産業株式会社　今治支店

エスエス産業株式会社

久留米市

－

46,996,200円 落札業者 メディアインターナショナル株式会社

入札回数 1回 落札業者所在地 福岡市博多区博多駅東1-1-33　

契約金額 22,012,560円

入札回数 1回

所在地 商号又は名称

43,515,000円

43,965,000円

44,951,000円

47,250,000円

48,888,000円

49,786,771円

－

－

－

－

－

－

一般競争入札結果表

件　名 福岡市家庭系指定袋（可燃物用中３０ℓ／取手付き）製造業務委託

平成２８年１０月２２日 から 平成２９年2月23日

入札日時 平成２８年10月１４日　　13時45分

福岡市東区箱崎埠頭４-５-９

入札場所 福岡市中央区那の津２-１０-１５

納入期間 履行場所

　＊印の者は，落札者である。



印

＊

印

＊

－

久留米市

福岡市家庭系指定袋（可燃物用大４５ℓ／取手なし）製造業務委託

福岡市 アポロ興産株式会社　福岡営業所 5,296,000円

福岡市 株式会社包研 5,088,000円

－

5,960,000円 －

－

中川製袋化工株式会社　福岡営業所

大電商事株式会社 5,120,000円

一般競争入札結果表

福岡市家庭系指定袋（可燃物用小１５ℓ／取手付き）製造業務委託

平成２８年１０月２２日 から 平成２９年３月１７日

福岡市

3,742,200円 落札業者 プラテック株式会社

件　名

納入期間

1回 落札業者所在地

熊本県熊本市 株式会社肥後ポリエチレン 3,975,000円 －

福岡市

福岡市 サヌキ印刷株式会社　福岡営業所

エスエス産業株式会社

契約金額

3,855,000円 －

納入期間 平成２８年１０月２２日 から 平成２９年2月23日 履行場所 福岡市東区箱崎埠頭４-５-９

一般競争入札結果表

件　名

入札日時 平成２８年10月１４日　　13時55分 入札場所 福岡市中央区那の津２-１０-１５

落札業者 株式会社モロフジ契約金額 4,665,600円

1回

所在地 商号又は名称 1回目　入札金額 2回目　入札金額

入札回数 落札業者所在地 福岡県筑紫野市武蔵台三丁目2番18号

筑紫野市 株式会社モロフジ 4,320,000円 －

熊本県熊本市 株式会社肥後ポリエチレン 4,544,000円 －

久留米市 ニッカ化成株式会社 4,824,000円 －

サヌキ印刷株式会社　福岡営業所 5,004,000円 －福岡市

履行場所 福岡市東区箱崎埠頭４-５-９

入札日時 平成２８年10月１４日　　14時05分 入札場所 福岡市中央区那の津２-１０-１５

　上記契約金額は消費税及び地方消費税を含む価格である。

　＊印の者は，落札者である。

福岡市博多区金の隈３丁目６番２２号

所在地 商号又は名称 1回目　入札金額 2回目　入札金額

福岡市 プラテック株式会社 3,465,000円 －

入札回数

愛媛県今治市 村上産業株式会社　今治支店 3,517,000円 －

モロフジ株式会社 3,816,000円 －みやま市

3,927,000円 －

福岡市 エア・ウォーター・マテリアル株式会社 3,930,000円 －

福岡市 アポロ興産株式会社　福岡営業所 4,110,000円 －

大電商事株式会社 4,140,000円 －久留米市

－

ニッカ化成株式会社 5,130,000円 －

　上記契約金額は消費税及び地方消費税を含む価格である。

　＊印の者は，落札者である。

福岡市

久留米市

中川製袋化工株式会社　福岡営業所 4,575,000円
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一般競争入札結果表

福岡市家庭系指定袋（空きびん及びペットボトル用大４５ℓ／取手付き）製造業務委託

平成２８年１０月２２日 から 平成２９年2月23日 履行場所

件　名

納入期間

入札日時

契約金額

福岡市東区箱崎埠頭４-５-９

平成２８年10月１４日　　14時15分 入札場所 福岡市中央区那の津２-１０-１５

3,674,160円 落札業者

入札回数

所在地

福岡市

1回

株式会社ジャストタイム二十四 3,402,000円 －

福岡市

福岡市家庭系指定袋（不燃物用中３０ℓ／取手付き）製造業務委託

エア・ウォーター・マテリアル株式会社 3,510,000円 －

福岡市 中央物産株式会社 3,750,000円

平成２８年１０月２２日 から 平成２９年1月24日 履行場所

　＊印の者は，落札者である。

　上記契約金額は消費税及び地方消費税を含む価格である。

福岡市東区箱崎埠頭４-５-９

一般競争入札結果表

福岡市

福岡市

福岡市

福岡市

件　名

納入期間

入札日時

契約金額

福岡市 アポロ興産株式会社　福岡営業所 2,724,000円 －

入札回数

所在地

株式会社ジャストタイム二十四

1回目　入札金額 2回目　入札金額

落札業者所在地 福岡市東区松田1丁目10番16号

商号又は名称

－

福岡市 株式会社包研 3,960,000円 －

平成２８年10月１４日　　14時23分 入札場所 福岡市中央区那の津２-１０-１５

2,514,240円 落札業者 株式会社包研

エスエス産業株式会社 2,400,000円 －

1回 落札業者所在地 福岡市東区松田1丁目10番16号

商号又は名称 1回目　入札金額 2回目　入札金額

福岡市 中川製袋化工株式会社　福岡営業所 3,210,000円 －

北村化学産業株式会社　福岡営業所 2,490,000円 －

エア・ウォーター・マテリアル株式会社 2,574,000円 －

　上記契約金額は消費税及び地方消費税を含む価格である。

　＊印の者は，落札者である。

久留米市 大電商事株式会社 2,796,000円 －

株式会社包研 2,328,000円 －


