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Ｈ２３国道１７・１８号緑地
管理工事

群馬県高崎市 ～ 群馬県
安中市

272日間 造園工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2011/7/1 赤城グリーン（株）
群馬県前橋市小神明町４
５９番地

一般競争入札 有 25,924,500 24,150,000 93.16%

Ｈ２３柏・金町管内緑地管
理工事

千葉県柏市 243日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/7/1 （株）石芳園
千葉県市川市堀之内５－
３－１

一般競争入札 有 24,643,500 23,940,000 97.15%

Ｈ２３船橋管内（１）緑地管
理工事

千葉県船橋市 243日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/7/1 （株）北総園芸
千葉県富里市七栄５２５－
３１

一般競争入札 有 10,132,500 8,977,500 88.60%

Ｈ２３長野国道管内路車間
通信設備工事

長野県安曇野市 ～ 長野
県東筑摩郡生坂村

243日間 通信設備工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2011/7/1 東日本システム建設（株）
長野県長野市若穂綿内字
東山１１０８－５

一般競争入札 有 44,614,500 37,800,000 84.73%

Ｈ２３久蔵口山腹工事 栃木県日光市 538日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-
3

2011/7/1 中村土建（株）
栃木県宇都宮市大曽４－
１０－１９

一般競争入札 有 273,346,500 262,500,000 96.03%

Ｈ２３安蘇沢二号砂防堰堤
補強工事

栃木県日光市 409日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-
3

2011/7/1 （株）山藤組
群馬県桐生市黒保根町水
沼乙５３

一般競争入札 有 140,385,000 120,750,000 86.01%

Ｈ２３二瀬ダム受変電設備
設置工事

埼玉県秩父市 266日間 受変電設備工事 二瀬ダム管理所 埼玉県秩父市大滝3875-1 2011/7/1 クシダ工業（株）
群馬県高崎市貝沢町甲９
６５

一般競争入札 有 56,836,500 55,755,000 98.10%

Ｈ２３千葉・酒々井管内交
通対策工事

千葉県千葉市 ～ 千葉県
袖ヶ浦市

171日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/7/4 福田道路（株）
新潟県新潟市中央区川岸
町１－５３－１

一般競争入札 有 85,386,000 74,340,000 87.06%

Ｈ２３酒々井管内緑地管理
工事

千葉県印旛郡酒々井町 240日間 造園工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/7/4 造園土木伊藤園（株）
千葉県富里市七栄６５４－
５５

一般競争入札 有 9,597,000 8,589,000 89.50%

Ｈ２３船橋管内交通対策工
事

千葉県千葉市 ～ 千葉県
八千代市

149日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/7/5 世紀東急工業（株）
東京都港区芝公園２－９
－３

一般競争入札 有 76,576,500 67,725,000 88.44%

高崎公共職安（１１）エレ
ベーター設備工事

群馬県高崎市 239日間 機械設備工事 長野営繕事務所 長野県長野市早苗町50-3 2011/7/5 三菱電機（株）
東京都千代田区丸の内２
－７－３

一般競争入札 有 12,789,000 11,025,000 86.21%

Ｈ２３管内標識設置他工事 東京都特別区 239日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京都千代田区九段南1-
2-1 九段第3合同庁舎15・
16階

2011/7/5 宮川興業（株）
東京都渋谷区渋谷１－２０
－２８

一般競争入札 有 93,975,000 78,697,500 83.74%

管内情報管路他設置工事 東京都特別区 239日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京都千代田区九段南1-
2-1 九段第3合同庁舎15・
16階

2011/7/5 日本コムシス（株）
東京都品川区東五反田２
－１７－１

一般競争入札 有 50,473,500 47,250,000 93.61%

新木場地区曙橋床版工事 東京都江東区 261日間 一般土木工事 首都国道事務所 千葉県松戸市竹ヶ花86 2011/7/6 （株）淺川組
和歌山県和歌山市小松原
通３－６９

一般競争入札 有 217,035,000 194,040,000 89.40%

Ｈ２３境野町水衝部対策工
事

群馬県桐生市 237日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-
3

2011/7/7 桐生建設（株）
群馬県桐生市宮前町２－
１４－１

一般競争入札 有 43,974,000 33,390,000 75.93%

Ｈ２３二瀬ダム管理用制御
処理設備設置工事

埼玉県秩父市 260日間 通信設備工事 二瀬ダム管理所 埼玉県秩父市大滝3875-1 2011/7/7 日本無線（株）
東京都杉並区荻窪４－３０
－１６

一般競争入札 有 45,339,000 44,100,000 97.27%

Ｈ２３庁舎外壁改修その他
工事

群馬県吾妻郡草津町 137日間 建築工事 品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町大字
草津604-1

2011/7/7 渡辺建設（株）
群馬県吾妻郡嬬恋村三原
８７５

一般競争入札 有 20,244,000 16,170,000 79.88%

圏央道長南地区改良その
２１工事

千葉県長生郡長南町 259日間 一般土木工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/7/8 進和建設（株）
千葉県市原市白金町４－
５７

一般競争入札 有 260,442,000 226,590,000 87.00%

新４号総和高架橋床版そ
の他工事

茨城県猿島郡五霞町 ～
茨城県古河市

160日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2011/7/11 （株）エム・テック
埼玉県さいたま市浦和区
高砂３－７－２

一般競争入札 有 86,478,000 73,920,000 85.48%

Ｈ２２末広水防拠点整備工
事

神奈川県横浜市鶴見区 204日間 一般土木工事 京浜河川事務所
神奈川県横浜市鶴見区鶴
見中央2-18-1

2011/7/11 奈良建設（株）
神奈川県横浜市港北区新
横浜１－１３－３

一般競争入札 有 294,178,500 258,825,000 87.98%

圏央道茂原長南ＩＣ改良そ
の１１工事

千葉県長生郡長南町 256日間 一般土木工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/7/11 阿部建設（株） 千葉県旭市ニ５２８ 一般競争入札 有 224,280,000 194,775,000 86.84%

圏央道長南地区改良その
２２工事

千葉県長生郡長南町 386日間 一般土木工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/7/11 （株）畔蒜工務店
千葉県山武郡横芝光町木
戸１０１１０

一般競争入札 有 284,739,000 250,740,000 88.06%

唐沢砂防堰堤改築工事 栃木県日光市 257日間 一般土木工事 日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面2390 2011/7/12 三晃建設（株） 栃木県日光市宝殿６５－４ 一般競争入札 有 155,085,000 142,695,000 92.01%

あけぼの（その２）電線共
同溝工事

千葉県柏市 ～ 千葉県我
孫子市

230日間
アスファルト舗装
工事

千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/7/13 フジタ道路（株）
東京都中央区日本橋３－
１５－８

一般競争入札 有 122,283,000 104,475,000 85.44%
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平沢橋他管理用道路工事 栃木県日光市 219日間 一般土木工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川164 2011/7/13 （株）北光
栃木県日光市森友１１２７
－１２２

一般競争入札 有 286,020,000 255,675,000 89.39%

相模原税務署（１１）建築
改修その他工事

神奈川県相模原市 167日間 建築工事 横浜営繕事務所
神奈川県横浜市中区山下
町37-9横浜地方合同庁舎

2011/7/14 （株）エム・テック
埼玉県さいたま市浦和区
高砂３－７－２

一般競争入札 有 64,795,500 60,165,000 92.85%

付替林道（取付部）工事 栃木県日光市 211日間 一般土木工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川164 2011/7/14 渡辺建設（株）
栃木県宇都宮市今泉新町
１８０

一般競争入札 有 142,033,500 122,808,000 86.46%

小松川高規格堤防盛土
（Ｈ２２）工事

東京都江戸川区 259日間 一般土木工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2011/7/15 河本工業（株）
群馬県館林市北成島町２
５４４番地

一般競争入札 有 195,027,000 161,280,000 82.70%

Ｈ２３碓氷・桐生管内標識
区画線工事

群馬県安中市 ～ 群馬県
みどり市

259日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2011/7/15 サン（株）
群馬県高崎市上小塙町１
２４７－２

一般競争入札 有 34,881,000 34,125,000 97.83%

Ｈ２３沼田管内標識区画線
工事

群馬県利根郡みなかみ町 259日間 維持修繕工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2011/7/15 富士技工（株）
群馬県高崎市正観寺町９
７２－１

一般競争入札 有 38,577,000 35,700,000 92.54%

堀金・穂高地区付替市道
他整備工事

長野県安曇野市 254日間 一般土木工事
国営アルプスあづみの公
園事務所

長野県安曇野市穂高牧
149-12

2011/7/15 （株）相模組 長野県大町市大町３０５２ 一般競争入札 有 97,093,500 86,310,000 88.89%

八王子市横山町地先歩道
照明灯設置工事

東京都八王子市 138日間 電気設備工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2011/7/15 （株）曻電社
東京都江戸川区松江４－
２２－２０

一般競争入札 有 13,975,500 13,153,350 94.12%

Ｈ２３新４号五分一地区改
良工事

栃木県河内郡上三川町 196日間 一般土木工事 宇都宮国道事務所
栃木県宇都宮市平松町
504

2011/7/19 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 78,445,500 67,095,000 85.53%

湾岸道路高架橋床版他工
事

神奈川県横浜市磯子区 225日間 一般土木工事 横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢西町13-2

2011/7/19 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花之
木町２－２６

一般競争入札 有 190,554,000 187,845,000 98.58%

国道４０９号金田地区他交
通対策工事

千葉県木更津市 248日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/7/19 福田道路（株）
新潟県新潟市中央区川岸
町１－５３－１

一般競争入札 有 196,791,000 170,100,000 86.44%

Ｈ２３高田歩道融雪設備設
置工事

長野県長野市 225日間 一般土木工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2011/7/19 高木建設（株）
長野県長野市安茂里小市
１－３－３１

一般競争入札 有 63,210,000 63,105,000 99.83%

Ｈ２３長野原反射板設置工
事

群馬県吾妻郡長野原町 134日間 通信設備工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2011/7/19 （株）協和エクシオ
東京都渋谷区渋谷３－２９
－２０

一般競争入札 有 18,081,000 17,850,000 98.72%

平沢地区管理用道路工事 栃木県日光市 247日間 一般土木工事 湯西川ダム工事事務所 栃木県日光市西川164 2011/7/20 磯部建設（株） 栃木県日光市今市１５２５ 一般競争入札 有 184,233,000 159,600,000 86.63%

荒川下流右岸土砂改良
（Ｈ２３）工事

東京都板橋区 249日間 一般土木工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2011/7/21 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 180,337,500 157,710,000 87.45%

荒川下流左岸土砂改良
（Ｈ２３）工事

埼玉県戸田市 249日間 一般土木工事 荒川下流河川事務所 東京都北区志茂5-41-1 2011/7/21 多田建設（株）
東京都江東区大島２－８
－６

一般競争入札 有 198,481,500 173,565,000 87.45%

Ｈ２３甲府管内路車間通信
設備工事

山梨県上野原市 ～ 山梨
県大月市

252日間 通信設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2011/7/22 （株）アイネット
長野県松本市征矢野１－
５－４６

一般競争入札 有 39,238,500 38,640,000 98.47%

圏央道八王子南ＩＣ改良
（その１１）工事

東京都八王子市 253日間 一般土木工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2011/7/22 松本建設（株） 富山県砺波市千保２９７ 一般競争入札 有 277,063,500 252,000,000 90.95%

さがみ縦貫寒川北Ｅランプ
橋上部工事

神奈川県高座郡寒川町 311日間 鋼橋上部工事 横浜国道事務所
神奈川県横浜市神奈川区
三ツ沢西町13-2

2011/7/25 片山ストラテック（株）
大阪府大阪市大正区南恩
加島６－２－２１

一般競争入札 有 145,446,000 125,475,000 86.27%

Ｈ２３笛吹川出張所通信鉄
塔設置工事

山梨県笛吹市 143日間 通信設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2011/7/25 （株）巴コーポレーション
東京都中央区勝どき４－５
－１７

一般競争入札 有 57,624,000 51,660,000 89.65%

安養寺跨道橋床版工事 群馬県太田市 219日間 一般土木工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2011/7/25 柏井建設（株）
群馬県伊勢崎市日乃出町
５３１－４

一般競争入札 有 118,776,000 102,690,000 86.46%

Ｈ２３森林公園園路舗装そ
の他工事

埼玉県比企郡滑川町 ～
埼玉県熊谷市

250日間 造園工事 国営昭和記念公園事務所 東京都立川市緑町3173 2011/7/25 （株）前島植物園 埼玉県川口市安行１１４０ 一般競争入札 有 120,162,000 102,900,000 85.63%

常陸管内光ケーブル改修
工事

茨城県日立市 219日間 通信設備工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2011/7/25 （株）コミューチュア
大阪府大阪市西区江戸堀
３－３－１５

一般競争入札 有 33,264,000 30,408,000 91.41%

２０号相武国道管内交差
点改良他工事

東京都八王子市 ～ 神奈
川県相模原市

219日間 維持修繕工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2011/7/25 日工建設（株） 東京都港区芝４－２－９ 一般競争入札 有 62,884,500 53,025,000 84.32%



公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表
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さがみ縦貫葉山島地区改
良（その３）工事

神奈川県相模原市 240日間 一般土木工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2011/7/25 馬淵建設（株）
神奈川県横浜市南区花之
木町２－２６

一般競争入札 有 296,383,500 256,200,000 86.44%

中部横断自動車道御影新
田地区基盤整備工事

長野県小諸市 234日間 一般土木工事 長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2011/7/25 （株）鹿熊組
長野県長野市大字鶴賀緑
町１６３１－３

一般競争入札 有 242,266,500 209,475,000 86.46%

中部横断自動車道舗装他
工事

長野県小諸市 ～ 長野県
佐久市

234日間
アスファルト舗装
工事

長野国道事務所
長野県長野市鶴賀字中堰
145

2011/7/25 （株）木下組
長野県佐久市中込３０８－
５

一般競争入札 有 106,627,500 92,190,000 86.46%

Ｈ２３小松川大橋塗装工事 東京都江戸川区 219日間 塗装工事 東京国道事務所
東京都千代田区九段南1-
2-1 九段第3合同庁舎15・
16階

2011/7/25 ショーボンド建設（株）
東京都中央区日本橋箱崎
町７－８

一般競争入札 有 170,583,000 152,250,000 89.25%

Ｈ２３小松川大橋他補修工
事

東京都江戸川区 247日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京都千代田区九段南1-
2-1 九段第3合同庁舎15・
16階

2011/7/25 ショーボンド建設（株）
東京都中央区日本橋箱崎
町７－８

一般競争入札 有 160,839,000 137,550,000 85.52%

Ｈ２３新小松川大橋補修工
事

東京都江戸川区 247日間 維持修繕工事 東京国道事務所
東京都千代田区九段南1-
2-1 九段第3合同庁舎15・
16階

2011/7/25 大和小田急建設（株）
東京都新宿区西新宿４－
３２－２２

一般競争入札 有 146,191,500 126,000,000 86.19%

国道２４６号南青山２丁目
電線共同溝路面復旧工事

東京都港区 245日間
アスファルト舗装
工事

東京国道事務所
東京都千代田区九段南1-
2-1 九段第3合同庁舎15・
16階

2011/7/25 前田道路（株）
東京都品川区大崎１－１１
－３

一般競争入札 有 152,260,500 131,250,000 86.20%

国道２４６号南平台電線共
同溝歩道復旧その他工事

東京都渋谷区 245日間
アスファルト舗装
工事

東京国道事務所
東京都千代田区九段南1-
2-1 九段第3合同庁舎15・
16階

2011/7/25 世紀東急工業（株）
東京都港区芝公園２－９
－３

一般競争入札 有 199,479,000 183,750,000 92.11%

国道１号麻布電線共同溝
歩道復旧工事

東京都港区 219日間
アスファルト舗装
工事

東京国道事務所
東京都千代田区九段南1-
2-1 九段第3合同庁舎15・
16階

2011/7/25 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 127,827,000 121,800,000 95.29%

Ｈ２３付替国道１４５号（上
ノ平地区）改良他工事

群馬県吾妻郡長野原町 249日間 一般土木工事 八ッ場ダム工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町大
字与喜屋11

2011/7/25 佐田建設（株）
群馬県前橋市元総社町１
－１－７

一般競争入札 有 249,007,500 222,495,000 89.35%

Ｈ２３付替国道１４５号（立
馬地区）法面対策他工事

群馬県吾妻郡長野原町 249日間 法面処理工事 八ッ場ダム工事事務所
群馬県吾妻郡長野原町大
字与喜屋11

2011/7/25 佐田建設（株）
群馬県前橋市元総社町１
－１－７

一般競争入札 有 175,728,000 157,710,000 89.75%

久慈川下流出張所震災復
旧工事

茨城県常陸太田市 90日間 建築工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2011/7/26 大木建設（株）
茨城県常陸太田市岡田町
１５－３

一般競争入札 有 3,685,500 3,465,000 94.02%

市川大橋橋脚補強その４
工事

千葉県市川市 340日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/7/26 オリエンタル白石（株）
東京都江東区豊洲５－６
－５２

一般競争入札 有 231,735,000 207,900,000 89.71%

水郷大橋下部耐震補強そ
の２工事

千葉県香取市 371日間 維持修繕工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/7/26 （株）奥村組
大阪府大阪市阿倍野区松
崎町２－２－２

一般競争入札 有 223,072,500 192,969,000 86.51%

１６号相武国道管内交差
点改良他工事

神奈川県相模原市 ～ 東
京都西多摩郡瑞穂町

218日間 維持修繕工事 相武国道事務所
東京都八王子市大和田町
4-3-13

2011/7/26 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 一般競争入札 有 78,718,500 71,925,000 91.37%

笛吹川出張所光ケーブル
敷設工事

山梨県笛吹市 ～ 山梨県
甲府市

141日間 通信設備工事 甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2011/7/27 矢木コーポレーション（株）
長野県長野市真島町川合
２０３６

一般競争入札 有 10,941,000 10,290,000 94.05%

圏央道大和田Ｂランプ橋
上部工事

千葉県市原市 462日間 鋼橋上部工事 千葉国道事務所
千葉県千葉市稲毛区天台
5-27-1

2011/7/27 （株）サクラダ
千葉県市川市二俣新町２
１

一般競争入札 有 425,397,000 378,420,000 88.96%

Ｈ２３幸魂大橋斜張橋主塔
耐震補強工事

埼玉県戸田市 212日間 維持修繕工事 北首都国道事務所
埼玉県草加市花栗3-24-
15

2011/7/27 三井造船鉄構工事（株）
東京都江戸川区西葛西８
－４－６

一般競争入札 有 75,610,500 72,240,000 95.54%

Ｈ２３遅沢川第一床固工工
事

群馬県吾妻郡長野原町 243日間 一般土木工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2011/7/27 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 124,204,500 109,200,000 87.92%

Ｈ２３遅沢川第二床固工工
事

群馬県吾妻郡長野原町 243日間 一般土木工事 利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川121-1 2011/7/27 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 121,527,000 107,730,000 88.65%

Ｈ２３荒川上流河川情報表
示設備工事

埼玉県さいたま市桜区 141日間 通信設備工事 荒川上流河川事務所 埼玉県川越市新宿町3-12 2011/7/28 岩崎電気（株）
東京都中央区日本橋馬喰
町１－４－１６

一般競争入札 有 29,662,500 28,350,000 95.58%

国道１７号おおた道路休憩
施設新築工事

群馬県太田市 216日間 建築工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2011/7/28 沼田土建（株）
群馬県沼田市西倉内町５
９３

一般競争入札 有 165,375,000 147,000,000 88.89%

Ｈ２３日立国道管内緑地管
理工事

茨城県日立市 ～ 茨城県
高萩市

232日間 造園工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2011/7/28 （株）水庭農園
茨城県日立市本宮町５－
８－６

一般競争入札 有 10,395,000 9,019,500 86.77%

Ｈ２３籠坂融雪設備改修工
事

山梨県南都留郡山中湖村 124日間
アスファルト舗装
工事

甲府河川国道事務所
山梨県甲府市緑が丘1-
10-1

2011/7/29 中部土木（株）
愛知県名古屋市名東区社
台３ー１２５

一般競争入札 有 55,062,000 47,250,000 85.81%
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国道５０号下館ＢＰ神分改
良（３）工事

茨城県筑西市 240日間 一般土木工事 常陸河川国道事務所
茨城県水戸市千波町
1962-2

2011/7/29 フジタ道路（株）
東京都中央区日本橋３－
１５－８

一般競争入札 有 195,048,000 171,150,000 87.75%

Ｈ２３国道４号戸井橋上部
他工事

埼玉県越谷市 245日間
プレストレスト・コ
ンクリート工事

大宮国道事務所
埼玉県さいたま市北区吉
野町1-435

2011/7/29 （株）安部日鋼工業
岐阜県岐阜市六条大溝３
－１３－３

一般競争入札 有 272,506,500 241,500,000 88.62%

Ｈ２３関守床固群工事
群馬県桐生市 ～ 群馬県
みどり市

205日間 一般土木工事 渡良瀬川河川事務所
栃木県足利市田中町661-
3

2011/7/29 池下工業（株）
群馬県前橋市岩神町４－
１０－１９

一般競争入札 有 145,278,000 134,400,000 92.51%


