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平成29年9月14日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 電算機借上（コンビニ交付） 東京センチュリー㈱ 7 1

2 下水道長寿命化蓋替工事H29 管清工業㈱西東京営業所 9 1 事前公表案件

3 市営競技場便所改良工事 八洲環境保全㈲ 5 1 事前公表案件

4
リサイクルセンターペットボトル
減容機改良工事

不調 7 1
事前公表案件
不調

5 道路台帳平面図等補正委託 ㈱プランニングマップ 5 1

6 熊川分水測量委託 ㈱ふくみ 5 1

7 市道第1141号線外１舗装工事 東山建設㈱ 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。

8 せせらぎ遊歩道公園点検委託 国際航業㈱多摩営業所 5 1





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00382 件名

内部発注番号 3485
下水道長寿命化蓋替工事H29入札見積締切日時 2017年9月13日 17時00分

開札日時 2017年9月14日 9時16分

予定価格 31,865,400円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生・牛浜・志茂・熊川・加美平地内

業種 0500 下水道施設工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 管清工業株式会社 西東京営業所

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目11番2号

落札金額 29,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 管清工業株式会社 西東京営業所 29,000,000円 落札

2 クリーンサービス株式会社 東京支店 29,100,000円

3 管水工業株式会社 東京支店 29,170,000円

4 株式会社ヤマソウ 東京支店 29,280,000円

5 高杉商事株式会社 29,360,000円

6 株式会社冨士土木 瑞穂営業所 29,400,000円

7 三喜技研工業株式会社

辞退

8 日工建設株式会社 多摩支店

辞退

9 株式会社ケイミックス 多摩営業所

辞退

備考 【概要】
汚水人孔蓋替　82箇所
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格25,857,000円（税抜き）
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00381 件名

内部発注番号 3464
リサイクルセンターペットボトル減容機改良工事入札見積締切日時 2017年9月13日 17時00分

開札日時 2017年9月14日 9時29分

予定価格 24,131,520円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川1566番地４

業種 6300 機械器具設置

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 メタウォーター株式会社 営業本部　東京営業
部 最低制限未満

2 極東開発工業株式会社 東京本部

辞退

3 住友重機械エンバイロメント株式会社

辞退

4 富士電機株式会社 営業本部　環境・社会ソリ
ューション統括部 辞退

5 日立造船株式会社 東京本社

辞退

6 新明和工業株式会社 産機システム事業部　環
境システム本部　営業部 辞退

7 株式会社クボタ 東京本社

辞退

備考 【概要】
ペットボトル減容機取替工事（１基）　一式
 
※打ち切りとなりました。
※予定価格事前公表案件





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00385 件名

内部発注番号 3600
熊川分水測量委託入札見積締切日時 2017年9月13日 17時00分

開札日時 2017年9月14日 9時42分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川字牛浜1028番外

業種 1400 測量

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社ふくみ

所在地 東京都福生市大字福生２３５６番地６

落札金額 2,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 2,200,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 2,350,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 2,400,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 2,400,000円

5 株式会社プランニングマップ 2,450,000円

備考 【概要】
熊川分水の景観重要資源指定に伴い、現地測量と実測図面の作成をする。
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00387 件名

内部発注番号 3694
せせらぎ遊歩道公園点検委託入札見積締切日時 2017年9月13日 17時00分

開札日時 2017年9月14日 9時51分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

営業種目１ 124 土木・水系関係調査業務 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 国際航業株式会社 多摩営業所

所在地 東京都府中市晴見町２丁目２４番１号

落札金額 1,450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 国際航業株式会社 多摩営業所 1,450,000円 落札

2 朝日航洋株式会社 東京空情支社 2,100,000円

3 株式会社大輝 2,270,000円

4 株式会社パスコ 東京支店 2,598,000円

5 株式会社アスコ大東 東京本社営業部 2,630,000円

備考 【概要】
せせらぎ遊歩道公園3,400㎡ののり面点検
 
※入札価格は税抜きです。


