沖縄都市モノレール株式会社 入札及び契約情報 一覧
■平成28年7月27日以前の情報については、HPトップページ → ニュースリリースに掲載。

掲載日

種別

業務名

公開データ

平成29年6月20日

随契結果（最終）

変電設備（直流電源装置バッテリー更新工事）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170620henden.pdf

平成29年6月19日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その１３）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170619sono13.pdf

平成29年6月19日

入札結果（最終）

信号保安設備（直流電源装置部品・バッテリー更新工事）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170619shingou.pdf

平成29年6月16日

随契結果 沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その１３）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170616sono13.pdf

平成29年6月16日

随契結果 変電設備（直流電源装置バッテリー更新工事）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170616henden.pdf

平成29年6月8日

入札結果 信号保安設備（直流電源装置部品・バッテリー更新工事）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170608shingou.pdf

平成29年6月5日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その１２）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170605sono12.pdf

平成29年6月5日

入札結果（最終）

変電設備（直流電源装置バッテリー更新工事）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170605henden.pdf

平成29年6月2日

一般競争
【沖縄都市モノレール技術支援業務委託Ｈ29（その1）】
入札広告

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170602sono1.pdf

平成29年6月2日

一般競争
【沖縄都市モノレール技術支援業務委託Ｈ29（その2）】
入札広告

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170602sono2.pdf

平成29年6月2日

一般競争
【沖縄都市モノレール技術支援業務委託Ｈ29（その3）】
入札広告

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170602sono3.pdf

平成29年4月25日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その１０）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170425sono10.pdf

平成29年4月21日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その１１）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170421sono11.pdf

平成29年4月13日

随契結果 沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その１０）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170413sono10.pdf

掲載日

種別

業務名

公開データ

平成29年4月6日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレール乗降台設置工事

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170406jyoukoudai.pdf

平成29年4月6日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事（その７）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170406sono7.pdf

平成29年4月4日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事（その６）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170404sono6.pdf

平成29年4月4日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事（その８）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170404sono8.pdf

平成29年3月28日

随契結果 沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事（その６）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170328sono6.pdf

平成29年3月28日

随契結果 沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事（その７）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170328sono7.pdf

平成29年3月28日

随契結果 沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事（その８）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170328sono8.pdf

平成29年3月28日

随契結果 沖縄都市モノレール乗降台設置工事

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170328jyoukoudai.pdf

平成29年3月27日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレール車庫留置線外構工事（その１）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170327gaikou.pdf

平成29年3月22日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その９）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170322sono9.pdf

平成29年3月15日

随契結果 沖縄都市モノレール車庫留置線外構工事（その１）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170315gaikou.pdf

平成29年3月15日

随契結果 沖縄都市モノレールホーム監視設備工事

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170315kanshi.pdf

平成29年3月15日

随契結果 沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その９）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170315sono9.pdf

平成29年3月9日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その８）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170309sono8.pdf

平成29年3月3日

随契結果 沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その８）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170303sono8.pdf

平成29年2月24日

随契結果(最終)

沖縄都市モノレール工作車庫増築工事（建築）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170224kousaku.pdf

平成29年2月21日

随契結果 沖縄都市モノレール工作車庫増築工事（建築）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170221kousaku.pdf

平成29年2月17日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレール工場棟及び工作車庫増築工事監理業務委託

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170217kanriitaku.pdf

平成29年2月17日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事（その５）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170217sono5.pdf

平成29年2月15日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事（その４）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170215sono4.pdf

掲載日

種別

業務名

公開データ

平成29年2月13日

随契結果 沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事（その４）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170213sono4.pdf

平成29年2月13日

随契結果 沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事（その５）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170213sono5.pdf

平成29年2月9日

入札結果（最終）

沖縄都市モノレール工作車庫増築工事（建築）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170209kousaku.pdf

平成29年2月2日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレール指令電話設備工事

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170202sirei.pdf

平成29年1月27日

随契結果 沖縄都市モノレール工場棟及び工作車庫増築工事監理業務委託

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170127kanriitaku.pdf

平成29年1月26日

入札広告 【沖縄都市モノレール工作車庫増築工事（建築）】
平成29年1月13日に広告した上記入札について、質問に対する回答を
質問回答 右記のとおり掲載します。

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170126kousakuskaitou.pdf

平成29年1月23日

随契結果（最終）

既存車延長対応に伴う車両改造

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170123kizonsha.pdf

平成29年1月19日

入札結果（最終）

沖縄都市モノレール工場棟及び工作車庫増築工事（設備）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170119setubi.pdf

平成29年1月13日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレール工場棟増築工事（建築）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170113koujyou.pdf

平成29年1月13日

随契結果 沖縄都市モノレール指令電話設備工事

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170113sirei.pdf

平成29年1月13日

一般競争
【沖縄都市モノレール工作車庫増築工事（建築）】
入札広告

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170113kousakukentiku.pdf

平成29年1月12日

随契結果 沖縄都市モノレール工場棟増築工事（建築）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170112koujyou.pdf

平成29年1月6日

入札結果（最終）

経塚・浦添前田駅舎建設工事（電気）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170106dai2dai3denki.pdf

平成29年1月6日

入札結果（最終）

経塚・浦添前田駅舎建設工事（機械）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170106dai2dai3kikai.pdf

平成29年1月6日

入札結果（最終）

石嶺・てだこ浦西駅舎建設工事（機械）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170106dai1dai4kikai.pdf

平成29年1月6日

入札結果（最終）

石嶺・てだこ浦西駅舎建設工事（電気）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20170106dai1dai4denki.pdf

平成28年12月28日

随契結果 既存車延長対応に伴う車両改造

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161228kizonsha.pdf

平成28年12月28日

入札結果 沖縄都市モノレール工場棟及び工作車庫増築工事（設備）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161228setubi.pdf

掲載日

種別

業務名

公開データ

平成28年12月28日

随契結果（最終）

延長用増備車両の製造（その２）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161228zoubisono2.pdf

平成28年12月27日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレールネットワーク構築工事（延長区間）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161227net.pdf

平成28年12月27日

入札結果（最終）

沖縄都市モノレール指令電話設備工事

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161227sirei.pdf

平成28年12月22日

入札結果（最終）

沖縄都市モノレール工場棟増築工事（建築）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161222koujyou.pdf

平成28年12月22日

入札結果（最終）

沖縄都市モノレール工作車庫増築工事（建築）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161222kousaku.pdf

平成28年12月19日

入札結果 経塚・浦添前田駅舎建設工事（電気）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161219dai2dai3denki.pdf

平成28年12月19日

入札結果 経塚・浦添前田駅舎建設工事（機械）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161219dai2dai3kikai.pdf

平成28年12月19日

入札結果 石嶺・てだこ浦西駅舎建設工事（機械）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161219dai1dai4kikai.pdf

平成28年12月19日

入札結果 石嶺・てだこ浦西駅舎建設工事（電気）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161219dai1dai4denki.pdf

平成28年12月19日

随契結果 延長用増備車両の製造（その２）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161219zoubisono2.pdf

平成28年12月16日

随契結果 沖縄都市モノレールネットワーク構築工事（延長区間）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161216net.pdf

平成28年12月2日

一般競争 【沖縄都市モノレール工場棟及び工作車庫増築工事（設備）】
入札広告 ※申請書、様式等のデータ及び仕様書等のデータについては、
広告文４．（３）に記載する担当者へお問い合わせください。

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161202setubi.pdf

平成28年12月1日

（再掲）【沖縄都市モノレール指令電話設備工事】
（再掲） ※平成28年11月25日に広告した本工事について、入札参加資格要件に
一般競争 一部不備がございましたので、公開データを訂正させて頂きます。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒、よろしくお願い致します。
入札広告 ※申請書、様式等のデータ及び仕様書等のデータについては、

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161201sirei.pdf

広告文４．（３）に記載する担当者へお問い合わせください。

平成28年11月29日

入札結果（最終）

沖縄都市モノレール乗降台設置工事

平成28年11月29日

一般競争 【石嶺・てだこ浦西駅舎建設工事（電気）】
入札広告 ※申請書、様式等のデータ及び仕様書等のデータについては、
広告文４．（３）に記載する担当者へお問い合わせください。

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161129jyoukoudai.pdf

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161129dai1dai4denki.pdf

掲載日
平成28年11月25日

種別

業務名

公開データ

【沖縄都市モノレール指令電話設備工事】
一般競争 ※本工事の入札広告について、入札参加資格要件に一部不備がございました。 平成28年12月1日に再掲しております。
入札広告 修正版を平成28年12月1日に再掲載しておりますので、何卒、よろしくお願い
致します。

平成28年11月25日

一般競争 【経塚・浦添前田駅舎建設工事（電気）】
入札広告 ※申請書、様式等のデータ及び仕様書等のデータについては、
広告文４．（３）に記載する担当者へお問い合わせください。

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161125dai2dai3denki.pdf

平成28年11月25日

一般競争 【経塚・浦添前田駅舎建設工事（機械）】
入札広告 ※申請書、様式等のデータ及び仕様書等のデータについては、
広告文４．（３）に記載する担当者へお問い合わせください。

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161125dai2dai3kikai.pdf

平成28年11月25日

一般競争 【石嶺・てだこ浦西駅舎建設工事（機械）】
入札広告 ※申請書、様式等のデータ及び仕様書等のデータについては、
広告文４．（３）に記載する担当者へお問い合わせください。

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161125dai1dai4kikai.pdf

平成28年11月22日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その７）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161122sono7.pdf

平成28年11月21日

随契結果 沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その７）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161121sono7.pdf

平成28年11月15日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレール工場棟磁気探査業務委託

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161115jikitan.pdf

平成28年11月15日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレール運行管理システム構築工事（その２）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161115unkou.pdf

平成28年11月14日

随契結果 沖縄都市モノレール運行管理システム構築工事（その２）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161114unkou.pdf

平成28年11月9日

随契結果 沖縄都市モノレール工場棟磁気探査業務委託

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161109jikitan.pdf

平成28年10月31日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その６）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161031sono6.pdf

平成28年10月26日

随契結果 沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その６）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161026sono6.pdf

平成28年10月20日

随契結果(最終)

沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事（その２）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161020sono2.pdf

平成28年10月20日

随契結果(最終)

沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事（その３）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161020sono3.pdf

平成28年10月11日

随契結果 沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事（その２）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161011sono2.pdf

平成28年10月11日

随契結果 沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事（その３）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161011sono3.pdf

平成28年10月6日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレール県庁前駅改修工事設計業務委託

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20161006kencho.pdf

掲載日

種別

業務名
沖縄都市モノレール乗降台設置工事

公開データ

平成28年9月27日

入札結果（最終）

平成28年9月23日

随契結果 沖縄都市モノレール県庁前駅改修工事設計業務委託

平成28年9月16日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その５）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160916sono5.pdf

平成28年9月13日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その４）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160913sono4.pdf

平成28年9月6日

随契結果 沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その４）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160906sono4.pdf

平成28年9月6日

随契結果 沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その５）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160906sono5.pdf

平成28年9月1日

入札結果（最終）

沖縄都市モノレール放送設備工事

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160901housou.pdf

平成28年9月1日

入札結果（最終）

沖縄都市モノレール案内表示設備工事

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160901annai.pdf

平成28年8月30日

入札結果（最終）

沖縄都市モノレール浦西変電所変電設備工事

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160830uranishi.pdf

平成28年8月30日

入札結果（最終）

沖縄都市モノレール駅変電設備工事

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160830eki.pdf

平成28年8月26日

随契結果(最終)

沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事（その１）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160826sono1.pdf

平成28年8月26日

随契結果(最終)

沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事（その３）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160826sono3.pdf

平成28年8月26日

随契結果(最終)

沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事（その４）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160826sono4.pdf

平成28年8月22日

入札結果 沖縄都市モノレール放送設備工事

平成28年8月18日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事（その２）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160818sono2.pdf

平成28年8月16日

随契結果 沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事（その１）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160816sono1.pdf

平成28年8月12日

随契結果 沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事（その２）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160812sono2.pdf

平成28年8月12日

随契結果 沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事（その３）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160812sono3.pdf

平成28年8月12日

随契結果 沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事（その４）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160812sono4.pdf

平成28年8月2日

随契結果（最終）

沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その２）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160927jyoukoudai.pdf
http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160923kencho.pdf

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160822housou.pdf

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160802sono2.pdf

掲載日

種別

業務名
沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その３）

公開データ

平成28年8月2日

随契結果（最終）

平成28年8月2日

入札結果 沖縄都市モノレール浦西変電所変電設備工事

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160802uranishi.pdf

平成28年8月2日

入札結果 沖縄都市モノレール駅変電設備工事

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160802eki.pdf

平成28年7月28日

随契結果 沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その２）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160728sono2.pdf

平成28年7月28日

随契結果 沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事（その３）

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160728sono3.pdf

http://www.yui-rail.co.jp/info/file/20160802sono3.pdf

