
予定価格

落札金額

1,750,000

2,060,000

2,610,000

880,000

1,257,500

1,631,800

1,944,000

※予定価格（工事案件のみ）・落札金額は、円単位で消費税及び地方消費税を含んでいません。

7 雨合羽購入 ㈱消防弘済会 5 1

6 小中学校普通教室机・椅子購入 ㈲いずみ堂 5 2

5
ライセンス購入（Windows Server
CAL）

日本電子計算㈱ 5 1

4
福生駅東口地下自転車駐車場防犯カ
メラ借上

㈱セキュリティハウス西東京 5 1

3
電算機借上（地域包括支援センター
システム用機器）

ＮＥＣキャピタルソリューショ
ン㈱

6 1

2 携帯用コンクリート破壊器具購入 ㈱消防弘済会 5 1

1
消防救急デジタル無線受令機（SCPC
方式）購入

東京通信電設㈱ 6 1

平成27年２月12日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00415 件名

内部発注番号 42600000006287
消防救急デジタル無線受令機（SCPC方式）購入入札見積締切日時 2015年2月10日 17時00分

開札日時 2015年2月12日 9時00分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

営業種目１ 017 通信用機械器具類 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 東京通信電設株式会社

所在地 東京都港区新橋五丁目３５番１０号

落札金額 1,750,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東京通信電設株式会社 1,750,000円 落札

2 田中電気株式会社 2,180,000円

3 三愛電子工業株式会社 2,800,000円

4 三益消防機材株式会社 2,850,000円

5 パナソニックシステムネットワークス株式会社
システムソリューションズジャパンカンパニー首
都圏部門

辞退

6 株式会社昭栄通信機

不参

備考 【概要】
デジタル受令機（本庁舎設置）　２台
デジタル受令機（車載設置）　　７台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00413 件名

内部発注番号 42600000006288
携帯用コンクリート破壊器具　購入入札見積締切日時 2015年2月10日 17時00分

開札日時 2015年2月12日 9時06分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

営業種目１ 026 警察・消防・防災用品 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社消防弘済会

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目２７番１９号

落札金額 2,060,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 2,060,000円 落札

2 株式会社オガワ防災 2,160,000円

3 株式会社ミナカミ 2,180,000円

4 株式会社多摩綜合防災 2,200,000円

5 株式会社サンワ 2,200,000円

備考 【概要】
ストライカー　10台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00418 件名

内部発注番号 42600000006240
電算機借上（地域包括支援センターシステム用機

器）
入札見積締切日時 2015年2月10日 17時00分

開札日時 2015年2月12日 9時15分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 131 賃貸業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

所在地 東京都立川市曙町二丁目２０番５号

落札金額 2,610,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 2,610,000円 落札

2 日本事務器株式会社 首都圏支社 2,620,920円

3 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

4 富士通リース株式会社

辞退

5 日立キャピタル株式会社

辞退

6 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
 
サーバ１台、クライアント８台、プリント１台、ウィルス対策ソフト、その他周辺機器
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00416 件名

内部発注番号 42600000006289
福生駅東口地下自転車駐車場防犯カメラ借上入札見積締切日時 2015年2月10日 17時00分

開札日時 2015年2月12日 9時39分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市東町５番地１

営業種目１ 131 賃貸業務 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社セキュリティハウス西東京

所在地 東京都八王子市高倉町７番１０号

落札金額 880,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社セキュリティハウス西東京 880,000円 落札

2 セコム株式会社 1,260,000円

3 東洋通信工業株式会社 1,975,800円

4 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 3,888,000円

5 株式会社日立ビルシステム 東京総支社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
　・カメラ８台
　・ハードディスクレコーダー１台
　・液晶モニター１台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00419 件名

内部発注番号 42600000006361
ライセンス購入（Windows Server CAL）入札見積締切日時 2015年2月10日 17時00分

開札日時 2015年2月12日 9時28分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

営業種目１ 002 事務機器・情報処理用機器 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 日本電子計算株式会社

所在地 東京都江東区東陽二丁目４番２４号

落札金額 1,257,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本電子計算株式会社 1,257,500円 落札

2 リコージャパン株式会社 首都圏営業本部　西
東京支社　LA営業部

1,295,000円

3 ルネサスエンジニアリングサービス株式会社 1,300,000円

4 ジャパンシステム株式会社 1,440,000円

5 富士ソフト株式会社 秋葉原オフィス

辞退

備考 【概要】
Windows Server ユーザーCAL　　500ライセンス
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00414 件名

内部発注番号 42600000006419
小中学校普通教室机・椅子購入入札見積締切日時 2015年2月10日 17時00分

開札日時 2015年2月12日 13時05分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

営業種目１ 004 什器・家具 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社いずみ堂

所在地 東京都福生市大字熊川９５番地熊川住宅８３８号

落札金額 1,631,800円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 有限会社いずみ堂 1,738,400円 1,631,800円 落札

2 有限会社ヤマシン 1,775,100円 1,660,200円

3 株式会社ツクモ商事 1,743,850円 1,660,220円

4 株式会社ヒノデン 福生支店 1,800,000円 1,668,500円

5 いさみや 1,779,620円 1,704,100円

備考 【概要】
小中学校児童生徒用机・椅子の購入
机142台、椅子166台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00417 件名

内部発注番号 42600000006449
雨合羽　購入入札見積締切日時 2015年2月10日 17時00分

開札日時 2015年2月12日 9時41分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

営業種目１ 026 警察・消防・防災用品 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社消防弘済会

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目２７番１９号

落札金額 1,944,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 1,944,000円 落札

2 株式会社きしの防災 2,047,500円

3 株式会社東新商会 2,101,200円

4 株式会社ミナカミ 2,144,000円

5 株式会社サンワ 2,618,100円

備考 【概要】
雨合羽　総数　193着
※左胸部分に「福生市消防団」のネームを入れる、大フード付き
 
※入札価格は税抜きです。


