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　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 33,180,000円 －

福岡市 中川製袋化工株式会社　福岡営業所 38,850,000円 －

アポロ興産株式会社　福岡営業所

32,424,000円 －

福岡市 サヌキ印刷株式会社　福岡営業所 30,502,000円 －

福岡市 株式会社包研 31,500,000円 －

福岡市 株式会社ＨＳＣ　ＪＡＰＡＮ 29,999,000円 －

愛媛県今治市 村上産業株式会社　今治支店 30,094,000円 －

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 28,980,000円 －

熊本県熊本市 株式会社肥後ポリエチレン 29,330,000円 －

入札回数 1回 落札業者所在地 福岡市中央区天神２丁目１４番８号

所在地 商号又は名称 1回目　入札金額 2回目　入札金額

入札日時 平成30年7月20日　　13時40分 入札場所 福岡市中央区那の津２-１０-１５

契約金額 31,298,400円 落札業者 ｱﾙﾌｫｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社　九州支店

　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。

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

納入期間 平成30年7月28日 から 平成30年12月21日 履行場所 福岡市東区箱崎埠頭４－５－５

筑紫野市 79,200,000円 －株式会社モロフジ

福岡市 株式会社ＨＳＣ　ＪＡＰＡＮ 78,000,000円 －

愛媛県今治市 村上産業株式会社　今治支店 73,117,000円 －

福岡市 サヌキ印刷株式会社　福岡営業所 73,564,000円 －

福岡市 メディアインターナショナル株式会社 66,144,000円 －

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 69,960,000円 －

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

所在地 商号又は名称 1回目　入札金額 2回目　入札金額

入札日時 平成30年7月20日　　13時30分 入札場所 福岡市中央区那の津２-１０-１５

契約金額 71,435,520円 落札業者 メディアインターナショナル株式会社

一般競争入札結果表

件　名 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

納入期間 平成30年7月28日 から 平成30年12月21日 履行場所 福岡市東区箱崎埠頭４-５-５

筑紫野市 株式会社モロフジ 32,200,000円 －

久留米市 ニッカ化成株式会社 33,530,000円 －

みやま市 モロフジ株式会社
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＊

　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 8,244,000円 －アポロ興産株式会社　福岡営業所

福岡市 7,680,000円 －ソーダニッカ株式会社　福岡支店

福岡市 株式会社包研 7,368,000円 －

久留米市 ニッカ化成株式会社 7,656,000円 －

みやま市 モロフジ株式会社 7,269,600円 －

福岡市 ハイピュアトレーディング株式会社 7,271,000円 －

熊本県熊本市 株式会社肥後ポリエチレン 6,516,000円 －

愛媛県今治市 村上産業株式会社　今治支店 7,149,000円 －

入札回数 1回 落札業者所在地 熊本県熊本市南区出仲間3丁目7番30号

所在地 商号又は名称 1回目　入札金額 2回目　入札金額

入札日時 平成30年7月20日　　14時04分 入札場所 福岡市中央区那の津２-１０-１５

契約金額 7,037,280円 落札業者 株式会社肥後ポリエチレン

　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。

一般競争入札結果表

件　名 福岡市家庭系指定袋（不燃物用大４５ℓ／取手付き）製造業務委託

納入期間 平成30年7月28日 から 平成30年12月21日 履行場所 福岡市東区箱崎埠頭４－５－５

福岡市 10,320,000円 －中川製袋化工株式会社　福岡営業所

福岡市 ソーダニッカ株式会社　福岡支店 8,840,000円 －

福岡市 アポロ興産株式会社　福岡営業所 9,300,000円 －

福岡市 株式会社ジャストタイム二十四 8,592,000円 －

福岡市 プラテック株式会社 8,688,000円 －

福岡市 サヌキ印刷株式会社　福岡営業所 8,470,000円 －

熊本県熊本市 株式会社肥後ポリエチレン 7,716,000円 －

筑紫野市 株式会社モロフジ 7,800,000円 －

福岡市 株式会社ＨＳＣ　ＪＡＰＡＮ 7,399,000円 －

福岡市 ハイピュアトレーディング株式会社 7,609,000円 －

入札回数 1回 落札業者所在地 福岡市東区香椎1丁目25番12

所在地 商号又は名称 1回目　入札金額 2回目　入札金額

入札日時 平成30年7月20日　　13時53分 入札場所 福岡市中央区那の津２-１０-１５

契約金額 7,990,920円 落札業者 株式会社ＨＳＣ　ＪＡＰＡＮ

一般競争入札結果表

件　名 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

納入期間 平成30年7月28日 から 平成30年12月21日 履行場所 福岡市東区箱崎埠頭４－５－５
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4,010,000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 4,725,000円 －中川製袋化工株式会社　福岡営業所

福岡市 株式会社ジャストタイム二十四 4,014,000円 －

久留米市 ニッカ化成株式会社 4,023,000円 －

福岡市 ソーダニッカ株式会社　福岡支店

福岡市 ｴｱ･ｳｫ－ﾀｰ・ﾏﾃﾘｱﾙ株式会社 3,960,000円 －

みやま市 モロフジ株式会社 3,695,000円 －

福岡市 日野出株式会社 3,855,000円 －

入札回数 1回 落札業者所在地 みやま市瀬高町下庄1616-11

所在地 商号又は名称 1回目　入札金額 2回目　入札金額

入札場所 福岡市中央区那の津２-１０-１５

契約金額 3,990,600円 落札業者 モロフジ株式会社

一般競争入札結果表

件　名 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

納入期間 平成30年7月28日 から 平成30年12月21日 履行場所 福岡市東区箱崎埠頭４－５－５

入札日時

　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 ハイピュアトレーディング株式会社 3,818,000円 －

福岡市 ｴｱ･ｳｫ－ﾀｰ・ﾏﾃﾘｱﾙ株式会社 3,900,000円 －

福岡市 日野出株式会社 3,722,000円 －

福岡市 株式会社包研 3,732,000円 －

入札回数 1回 落札業者所在地 福岡市博多区博多駅南6丁目12番30号

所在地 商号又は名称 1回目　入札金額 2回目　入札金額

入札日時 平成30年7月20日　　14時25分 入札場所 福岡市中央区那の津２-１０-１５

契約金額 4,019,760円 落札業者 日野出株式会社

一般競争入札結果表

件　名 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

納入期間 平成30年7月28日 から 平成30年11月26日 履行場所 福岡市東区箱崎埠頭４－５－５

平成30年7月20日　　14時14分



印

＊

　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 株式会社ジャストタイム二十四 3,568,000円 －

福岡市 ｴｱ･ｳｫ－ﾀｰ・ﾏﾃﾘｱﾙ株式会社 3,640,000円 －

入札回数 1回 落札業者所在地 福岡市東区松田1丁目10番16号

所在地 商号又は名称 1回目　入札金額 2回目　入札金額

入札日時 平成30年7月20日　　14時32分 入札場所 福岡市中央区那の津２-１０-１５

契約金額 3,853,440円 落札業者 株式会社ジャストタイム二十四

一般競争入札結果表

件　名 福岡市家庭系指定袋（空きびん及びペットボトル用中３０ℓ／取手付き）製造業務委託

納入期間 平成30年7月28日 から 平成30年11月26日 履行場所 福岡市東区箱崎埠頭４－５－５


