
草加市物品業種　入札結果（令和４年（２０２２年）１月入札執行分）

番号 入札日 契約方法 件名 担当課 契約開始日 契約終了日 予定価格（税抜） 業者名 入札額 契約

草加清掃(有) 855,000円 契約

環境衛生(株) 950,000円  

   

   

   

   

東洋印刷（株） 埼玉営業所  辞退

（株）大和ビジネス 981,000円  

トッパン・フォームズ（株）埼玉営業所 699,800円 契約

   

   

   

(株)四門　草加支店 860,000円 契約

(株)新日本エグザ 1,280,000円  

(株)総合環境計画　北関東事務所 970,000円  

(株)アーバントラフィックエンジニアリ
ング　さいたま事務所

1,200,000円  

   

   

（有）カノウ文具 1,652,100円  

（株）ビジネスランド 草加支店 1,892,700円  

キングラン・メディケア（株） 埼玉支
社

辞退  

(有)サトウ文具店 1,305,300円 契約

   

   

（株）大和ビジネス 856,800円 契約

スタンフット（株） 1,224,000円  

   

   

   

   

（有）佐藤医科器械店 6,299,400円 契約

   

   

   

   

   

（株）東京天竜 87,780,000円  

一冨士フードサービス（株）関東支社 84,117,000円 契約

（株）レクトン 88,440,000円  

（株）ジーエスエフ 90,915,000円  

メリックス（株） 86,460,000円  

（株）レパスト 89,430,000円  

（株）メフォス 87,340,000円  

フジ産業（株） 86,790,000円  

（株）東京天竜 72,600,000円  

一冨士フードサービス（株）関東支社 辞退  

（株）レクトン 辞退  

（株）ジーエスエフ 辞退  

メリックス（株） 辞退  

（株）レパスト 辞退  

（株）メフォス 辞退  

フジ産業（株） 71,280,000円 契約

（株）東京天竜 83,160,000円  

一冨士フードサービス（株）関東支社 84,810,000円  

（株）レクトン 85,800,000円  

（株）ジーエスエフ 90,717,000円  

メリックス（株） 84,711,000円  

（株）レパスト 84,480,000円  

（株）メフォス 83,633,000円  

フジ産業（株） 81,510,000円 契約

（株）東京天竜 70,950,000円 契約

一冨士フードサービス（株）関東支社 80,586,000円  

（株）レクトン 72,600,000円  

（株）ジーエスエフ 72,072,000円  

メリックス（株） 75,009,000円  

（株）レパスト 74,910,000円  

（株）メフォス 75,350,000円  

フジ産業（株） 72,270,000円  

（株）東京天竜 84,150,000円  

一冨士フードサービス（株）関東支社 87,219,000円  

（株）レクトン 80,520,000円  

（株）ジーエスエフ 82,335,000円  

メリックス（株） 81,081,000円  

（株）レパスト 84,480,000円  

（株）メフォス 77,165,000円 契約

フジ産業（株） 84,480,000円  

（株）東京天竜 85,800,000円  

一冨士フードサービス（株）関東支社 86,097,000円  

（株）レクトン 87,450,000円  

（株）ジーエスエフ 90,816,000円  

メリックス（株） 86,196,000円  

（株）レパスト 82,830,000円 契約

（株）メフォス 85,811,000円  

フジ産業（株） 85,800,000円

（株）東京天竜 70,290,000円  

一冨士フードサービス（株）関東支社 68,640,000円  

（株）レクトン 70,950,000円  

（株）ジーエスエフ 66,792,000円 契約

メリックス（株） 70,059,000円  

（株）レパスト 69,960,000円  

（株）メフォス 75,680,000円  

フジ産業（株） 71,610,000円  

（株）東京天竜 辞退  

一冨士フードサービス（株）関東支社 82,599,000円  

（株）レクトン 80,190,000円  

（株）ジーエスエフ 81,972,000円  

メリックス（株） 74,316,000円 契約

（株）レパスト 79,530,000円  

（株）メフォス 81,873,000円  

フジ産業（株） 辞退  

令和7年(2025年)
3月31日

71,390,000円

11
令和4年(2022年)

1月25日
指名競争入札 草加市立学校給食調理業務委託（新栄中学校） 学務課

令和4年(2022年)
4月1日

令和7年(2025年)
3月31日

79,596,000円

10
令和4年(2022年)

1月25日
指名競争入札 草加市立学校給食調理業務委託（川柳中学校） 学務課

令和4年(2022年)
4月1日

令和7年(2025年)
3月31日

85,437,000円

13
令和4年(2022年)

1月25日
指名競争入札 草加市立学校給食調理業務委託（花栗中学校） 学務課

令和4年(2022年)
4月1日

令和7年(2025年)
3月31日

66,803,000円

12
令和4年(2022年)

1月25日
指名競争入札 草加市立学校給食調理業務委託（瀬崎中学校） 学務課

令和4年(2022年)
4月1日

令和7年(2025年)
3月31日

84,942,000円

14
令和4年(2022年)

1月25日
指名競争入札 草加市立学校給食調理業務委託（両新田中学校） 学務課

令和4年(2022年)
4月1日

令和7年(2025年)
3月31日

81,609,000円

9
令和4年(2022年)

1月25日
指名競争入札 草加市立学校給食調理業務委託（谷塚中学校） 学務課

令和4年(2022年)
4月1日

令和7年(2025年)
3月31日

84,130,000円

8
令和4年(2022年)

1月25日
指名競争入札 草加市立学校給食調理業務委託（栄中学校） 学務課

令和4年(2022年)
4月1日

令和7年(2025年)
3月31日

71,456,000円

7
令和4年(2022年)

1月25日
指名競争入札 草加市立学校給食調理業務委託（草加中学校） 学務課

令和4年(2022年)
4月1日

令和4年(2022年)
3月31日

955,000円1
令和4年(2022年)

1月25日
一般競争入札（事後審査方式） 公園内ごみ等（不燃ごみ）処理業務委託（単価契約） みどり公園課

令和4年(2022年)
2月3日

2
令和4年(2022年)

1月13日
一般競争入札（事後審査方式） 市民税・県民税特別徴収納入書等印刷製本 市民税課

令和4年(2022年)
1月17日

令和4年(2022年)
3月31日

772,000円

3
令和4年(2022年)

1月13日
一般競争入札（事後審査方式） 交通量等調査業務委託 交通対策課

令和4年(2022年)
1月24日

令和4年(2022年)
3月26日

2,456,000円

4
令和4年(2022年)

1月18日
一般競争入札（事後審査方式） たかさご保育園の備品（文具）の購入 保育課

令和4年(2022年)
1月21日

令和4年(2022年)
3月31日

1,896,370円

5
令和4年(2022年)

1月18日
一般競争入札（事後審査方式） 令和４年度市民税・県民税特別徴収のしおり印刷製本 市民税課

令和4年(2022年)
1月20日

令和4年(2022年)
3月31日

990,000円

6,299,400円
令和4年(2022年)

3月1日
6

令和4年(2022年)
1月25日

一般競争入札（事後審査方式） 自動血球計数CRP測定装置借上げ 健康づくり課
令和9年(2027年)

2月28日



番号 入札日 契約方法 件名 担当課 契約開始日 契約終了日 予定価格（税抜） 業者名 入札額 契約

（株）東京天竜 76,890,000円  

一冨士フードサービス（株）関東支社 83,094,000円  

（株）レクトン 69,498,000円 契約

（株）ジーエスエフ 77,121,000円  

メリックス（株） 75,405,000円  

（株）レパスト 79,530,000円  

（株）メフォス 81,873,000円  

フジ産業（株） 73,920,000円  

（株）東京天竜 辞退  

一冨士フードサービス（株）関東支社 76,989,000円  

（株）レクトン 75,900,000円  

（株）ジーエスエフ 76,890,000円  

メリックス（株） 69,630,000円 契約

（株）レパスト 74,910,000円  

（株）メフォス 75,680,000円  

フジ産業（株） 辞退  

(株)ビジネスランド　草加支店 594,000円 契約

   

   

   

   

   

（株）埼玉ひかりのくに 832,515円 契約

   

   

   

   

   

（有）サトウ文具店 1,829,500円 契約

(株)ビジネスランド　草加支店 1,969,300円  

   

   

   

   

アコーダー・ビジネス・フォーム(株)
東京工場

490,000円  

トッパン・フォームズ（株） 埼玉営業
所

228,200円 契約

   

   

   

   

★最低価額が予定価格に達せず、数回に渡って入札を行った案件については、最終回の入札結果を掲載しております。

令和4年(2022年)
3月25日

342,000円20
令和4年(2022年)

1月31日
一般競争入札（事後審査方式） 再発行納付書（コンビニ等収納対応）印刷 納税課

令和4年(2022年)
2月1日

令和4年(2022年)
3月15日

1,126,390円

19
令和4年(2022年)

1月31日
一般競争入札（事後審査方式） 備品（事務机等）の購入 職員課

令和4年(2022年)
2月3日

令和4年(2022年)
3月25日

2,172,250円

18
令和4年(2022年)

1月24日
一般競争入札（事後審査方式） たかさご保育園消耗品（保育）の購入 保育課

令和4年(2022年)
1月25日

令和7年(2025年)
3月31日

74,316,000円

17
令和4年(2022年)

1月31日
一般競争入札（事後審査方式） ＥＢ用パソコン関連機器借上げ 会計課

令和4年(2022年)
3月1日

令和9年(2027年)
2月28日

1,584,000円

16
令和4年(2022年)

1月25日
指名競争入札 草加市立学校給食調理業務委託（松江中学校） 学務課

令和4年(2022年)
4月1日

69,500,000円15
令和4年(2022年)

1月25日
指名競争入札 草加市立学校給食調理業務委託（青柳中学校） 学務課

令和4年(2022年)
4月1日

令和7年(2025年)
3月31日


