
予定価格

落札金額

137,180,000

125,800,000

2,545,470

3,100,000

16,441,000

15,800,000

1,945,000

15,764,000

15,300,000

1,788,000

5,400,000

765,000

15,739,000

14,500,000

1,070,000

1,550,000

894,000

2,667,000

2,600,000

2,753,000

2,739,000

2,640,000

平成28年５月24日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1
福生第五小学校外１箇所体育館非
構造部材落下防止対策工事（建
築）

中村建設㈱ 10 1 事前公表案件

2
参議院議員選挙投票受付事務等労
働者派遣委託

㈱ヒューマントラスト 営業本部 6 1

3
下水道総合地震対策耐震化詳細設
計業務委託

㈱アース設計コンサルタント 6 1

4
福生第四小学校外１箇所体育館非
構造部材落下防止対策工事（電気
設備）

ホーエイ電設㈱ 7 1 事前公表案件

5
参議院議員選挙ポスター掲示場設
置撤去委託

㈱自然堂 6 1

6
福生第五小学校外１箇所体育館非
構造部材落下防止対策工事（電気
設備）

㈲日福電設 7 1 事前公表案件

7 給食献立管理システム電算機借上 日本教育情報機器㈱ 5 1

8 中央排水区H28その１工事設計委託 ㈱ファースト設計 福生営業所 6 1

9
給食献立管理システムプログラム
使用

富士通リース㈱ 5 1

10 中央排水区H28その１工事 ㈱田村工務店 7 1 事前公表案件

11 公用車購入（保健センター） ㈲村野モータース 6 1

12 市道第259号線測量委託（その２） ㈱ふくみ 6 1

13 オージオメータ購入 リオンテック㈱ 5 1

14 本六公園外１公園遊具設置工事 立山産業㈱ 5 1 事前公表案件

15
市道幹線Ⅱ-10号線（銀座通り）改
良工事

㈲村尾造園土木 5 1 事前公表案件

※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。

16 郵便料金計器借上 リコーリース㈱ 5 3 不調随契



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00202 件名

内部発注番号 520
福生第五小学校外１箇所体育館非構造部材落下

防止対策工事（建築）
入札見積締切日時 2016年5月23日 17時00分

開札日時 2016年5月24日 9時10分

予定価格 148,154,400円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園一丁目２番地２外１箇所

業種 0700 建築工事

入札方式 01 一般競争入札

落札者 商号又は名称 中村建設株式会社

所在地 東京都立川市錦町二丁目８番１８号

落札金額 125,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 中村建設株式会社 125,800,000円 落札

2 株式会社長井工務店 128,880,000円

3 瀬間工業株式会社 133,940,000円

4 株式会社山口建興 136,000,000円

5 株式会社ビービーシー 136,500,000円

6 株式会社コバ建設 西東京営業所 136,900,000円

7 株式会社カトービルドシステム 137,000,000円

8 株式会社加藤工務店

辞退

9 株式会社山武コーポレーション

辞退

10 株式会社瀧島建設 多摩支店

辞退

備考 【概要】
天井改修五小815㎡、三中840.3㎡　飛散防止フィルム貼り五小55.4㎡、三中121㎡
ダクト保温、振止め設置、バスケットゴール耐震化
外壁、屋上防水改修　床塗装(五小)　ヘリサイン(五小)
アリーナ床改修(三中)　キャットウォ－クへの階段設置(三中)　外
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格123,462,000円（税抜）
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00264 件名

内部発注番号 698
下水道総合地震対策耐震化詳細設計業務委託入札見積締切日時 2016年5月23日 17時00分

開札日時 2016年5月24日 9時25分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

業種 1200 土木設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社アース設計コンサルタント

所在地 東京都福生市北田園二丁目２０番１０号

落札金額 3,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アース設計コンサルタント 3,100,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 3,200,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 3,250,000円

4 株式会社ファースト設計 福生営業所 3,300,000円

5 有限会社三友測量設計 福生営業所 3,400,000円

6 株式会社ふくみ 3,500,000円

備考 【概要】
下水道管総合地震対策耐震化詳細設計を実施するために必要な設計図、計算書、設計書等の作成を行う。
委託対象延長・箇所
更生工法　：53.1m
管口耐震化：４箇所
人孔浮上　：３箇所
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00277 件名

内部発注番号 619
参議院議員選挙ポスター掲示場設置撤去委託入札見積締切日時 2016年5月23日 17時00分

開札日時 2016年5月24日 9時35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番地外

営業種目１ 024 標識・看板等 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 株式会社自然堂

所在地 東京都青梅市勝沼三丁目１４１番地の７

落札金額 1,945,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社自然堂 1,945,000円 落札

2 株式会社コーエー 東京支店 2,014,500円

3 株式会社セレスポ 西東京支店 2,800,000円

4 有限会社ヒロタユニフォーム 3,041,500円

5 株式会社麻生徽章 3,120,500円

6 東京企画装飾株式会社 3,500,000円

備考 【概要】
３段28区画30面の掲示場を79箇所の設置及び撤去
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00266 件名

内部発注番号 758
給食献立管理システム電算機借上入札見積締切日時 2016年5月23日 17時00分

開札日時 2016年5月24日 10時01分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地外

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 日本教育情報機器株式会社

所在地 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号

落札金額 1,788,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本教育情報機器株式会社 1,788,000円 落札

2 富士通リース株式会社 1,839,000円

3 リコーリース株式会社 1,962,000円

4 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

5 日立キャピタル株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
学校給食栄養士が使用する給食献立管理システム用の機器の借上げを行う。
・サーバーシステム　１台
・クライアントＰＣ　２台
・プリンター　１台
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00267 件名

内部発注番号 759
給食献立管理システムプログラム使用入札見積締切日時 2016年5月23日 17時00分

開札日時 2016年5月24日 10時04分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地外

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 富士通リース株式会社

所在地 東京都千代田区神田練塀町３番地

落札金額 765,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 765,000円 落札

2 リコーリース株式会社 798,000円

3 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

4 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

5 東銀リース株式会社

不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
学校給食栄養士が使用する給食献立管理システム用ソフトウェア等の借上げを行う。
・ソフトウェア　１式
・使用ライセンス　２式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00265 件名

内部発注番号 699
公用車購入（保健センター）入札見積締切日時 2016年5月23日 17時00分

開札日時 2016年5月24日 10時16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2125番地３

営業種目１ 010 自動車・自転車 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 有限会社村野モータース

所在地 東京都福生市大字福生２６７番地

落札金額 1,070,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村野モータース 1,070,000円 落札

2 三七三自動車商会 1,090,000円

3 森田自動車 1,090,000円

4 株式会社交運社 1,100,000円

5 中西モータース 1,110,000円

6 フジミ自動車興業株式会社

不参

備考 【概要】
軽自動車 １台　
付属品：フロアマット、ドアバイザー、リヤコーナーセンサーセット、スピーカー、スピーカーハーネス、エントリーメモリーナビ、
オーディオ交換ガーニッシュ、看板
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00263 件名

内部発注番号 682
オージオメータ購入入札見積締切日時 2016年5月23日 17時00分

開札日時 2016年5月24日 10時28分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園一丁目１番地１（福生市立福生第七小学校）

営業種目１ 014 理化学機械器具 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 リオンテック株式会社

所在地 東京都立川市錦町一丁目２３番１号

落札金額 894,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 リオンテック株式会社 894,000円 落札

2 早坂理工株式会社 東京営業所 950,000円

3 英和株式会社 東京本社営業部

辞退

4 千代田測器株式会社

不参

5 ヤマト科学株式会社 東京営業所

不参

備考 【概要】
オージオメータ一式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検査項目：標準純音聴力検査、語音聴力検査、音場聴力検
査、音場語音聴力検査、遊戯聴力検査、ＣＯＲ聴力検査
 
※入札価格は税抜きです。







 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00278 件名

内部発注番号 847
郵便料金計器借上入札見積締切日時 2016年5月23日 17時00分

開札日時 2016年5月24日 17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 リコーリース株式会社

所在地 東京都江東区東雲一丁目７番１２号

落札金額 2,640,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 リコーリース株式会社 3,585,000円 3,510,000円 3,435,000円 不調随契　2,640,000円

2 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社

3,600,000円 3,558,000円

辞退

3 東京センチュリーリース株式会社

辞退 ＊＊ ＊＊

4 日通商事株式会社 東京支店

辞退 ＊＊ ＊＊

5 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】
郵便料金計器（計器１台）の借上を行う。
・郵政事業株式会社が認可した郵便料金計器であること
・封筒の自動送り装置が付いていること
・自動計量により、封筒に郵便料金が押印できること等
 
※入札価格は税抜きです。


