
予定価格

落札金額

68,735,750

34,462,895

29,453,563

2,417,000

2,350,000

892,500

2,850,000

2,470,000

1,000,000

2,351,800

1,000,000

500,000

600,000

1,217,000

平成30年1月18日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 福生市立小・中学校電気需給契約 ㈱エネット 15 1 単価契約

2 福生市庁舎外施設電気需給契約 日立造船㈱東京本社 15 1 単価契約

3 福生市教育施設電気需給契約 ㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 15 1 単価契約

4 照明灯支柱取替工事 ㈲日福電設 5 1 事前公表案件

5
ライセンス購入（IT資産管理ソフト
ウェア）

㈱大塚商会LA事業部公共グループ 5 1

6 ランチルーム改良工事設計委託 ㈱京和建築事務所 6 1

7 災害備蓄庫配備食糧購入 船山㈱東京本店 5 2 不調随契

8 市道第1248号線測量委託 ㈱ふくみ 5 1

9
消防団入団者用冬制服一式外購入（単
価契約）

㈱消防弘済会 5 3 不調随契

10 市道第140号線測量委託 ㈱ふくみ 5 1

11 公共下水道管渠調査委託H29その９ ㈱環境システムサービス 4 1

12 市道幹線Ⅱ-９号線測量委託 ㈱ふくみ 5 1

※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（１、２、３を除く）。

13 災害用医療セット保守点検委託 済生堂岡田薬品 5 1





 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00470 件名

内部発注番号 6557
福生市庁舎外施設電気需給契約入札見積締切日時 2018年1月17日 17時00分

開札日時 2018年1月18日 9時10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３施設　

営業種目１ 201 ライフライン 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 日立造船株式会社 東京本社

所在地 東京都品川区南大井六丁目２６番３号

落札金額 34,462,895円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日立造船株式会社 東京本社 34,462,895円 落札

2 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 35,932,051円

3 サミットエナジー株式会社 36,200,439円

4 イーレックス株式会社

辞退

5 東京電力エナジーパートナー株式会社

辞退

6 株式会社エネット

辞退

7 川重商事株式会社 東京本社

不参

8 丸紅新電力株式会社

不参

9 伊藤忠エネクス株式会社 電力・ガス事業グル
ープ 不参

10 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

不参

11 エネサーブ株式会社

不参

12 シナネン株式会社

不参

13 アーバンエナジー株式会社

不参

14 九電みらいエナジー株式会社 営業本部

不参

15 株式会社パネイル

不参

備考 【概要】
【19か月長期継続契約】
予定契約電力量：515kW
年間予定使用電力量：1,813,800kWh
 
※単価契約のため、推定総額で入札を行った。
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00471 件名

内部発注番号 6556
福生市教育施設電気需給契約入札見積締切日時 2018年1月17日 17時00分

開札日時 2018年1月18日 9時52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1014番地10　外５施設

営業種目１ 201 ライフライン 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Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

所在地 東京都港区六本木一丁目８番７号

落札金額 29,453,563円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 29,453,563円 落札

2 日立造船株式会社 東京本社 30,462,919円

3 イーレックス株式会社

辞退

4 東京電力エナジーパートナー株式会社

辞退

5 株式会社エネット

辞退

6 サミットエナジー株式会社

辞退

7 川重商事株式会社 東京本社

不参

8 丸紅新電力株式会社

不参

9 伊藤忠エネクス株式会社 電力・ガス事業グル
ープ 不参

10 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

不参

11 エネサーブ株式会社

不参

12 シナネン株式会社

不参

13 アーバンエナジー株式会社

不参

14 九電みらいエナジー株式会社 営業本部

不参

15 株式会社パネイル

不参

備考 【概要】
【19か月長期継続契約】
予定契約電力量：589kw
年間予定使用電力量：1,529,900kwh
 
※単価契約のため推定総額で入札を行った。
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00461 件名

内部発注番号 6775
照明灯支柱取替工事入札見積締切日時 2018年1月17日 17時00分

開札日時 2018年1月18日 9時39分

予定価格 2,610,360円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園地内

業種 0800 電気工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社日福電設

所在地 東京都福生市大字福生二宮２４４８番地

落札金額 2,350,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社日福電設 2,350,000円 落札

2 有限会社アクティブ電設 2,360,000円

3 有限会社モリヤ電気 2,360,000円

4 宮崎電気株式会社 2,368,000円

5 ホーエイ電設株式会社 2,370,000円

備考 【概要】
道路照明灯設置工（SUS製独立柱φ139.8　5ｍ　埋込式　灯具再利用）　２基
道路照明灯撤去工（60VA、８ｍポール撤去処分）　２基
道路照明灯基礎撤去工（60VA　８ｍ用　処分費込み）　２個　等
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00472 件名

内部発注番号 6580
ライセンス購入（IT資産管理ソフトウェア）入札見積締切日時 2018年1月17日 17時00分

開札日時 2018年1月18日 9時59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１ 002 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 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ

所在地 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番４号

落札金額 892,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ 892,500円 落札

2 ミツイワ株式会社 サービスエンジニアリング本
部　多摩フィールドサービス部

911,200円

3 リコージャパン株式会社 西東京支社　西東京
ＬＡ営業部

939,400円

4 ジャパンシステム株式会社

辞退

5 日本電子計算株式会社

不参

備考 【概要】
ライセンス更新　702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 2017-00462 件名

内部発注番号 6534
ランチルーム改良工事設計委託入札見積締切日時 2018年1月17日 17時00分

開札日時 2018年1月18日 9時48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845番地外２箇所

業種 1100 建築設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社京和建築事務所

所在地 東京都福生市本町２３番地２号

落札金額 2,850,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社京和建築事務所 2,850,000円 落札

2 株式会社古賀建築事務所 3,100,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 3,500,000円

4 株式会社大誠建築設計事務所 3,900,000円

5 株式会社久慈設計 東京支社 5,300,000円

6 株式会社楠山設計 7,500,000円

備考 【概要】
実施設計業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00473 件名

内部発注番号 6777
災害備蓄庫配備食糧購入入札見積締切日時 2018年1月17日 17時00分

開札日時 2018年1月18日 14時49分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内備蓄倉庫

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 船山株式会社 東京本店

所在地 東京都中央区月島二丁目２０番１５号

落札金額 2,470,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 船山株式会社 東京本店 2,600,560円 2,570,000円 不調随契2,470,000円

2 社会福祉法人東京コロニー 東京コロニー 2,933,900円

辞退

3 株式会社消防弘済会 2,887,500円

辞退

4 星野総合商事株式会社 東京営業所 3,225,000円

辞退

5 日置株式会社 本社

不参 ＊＊

備考 災害備蓄庫配備食糧の購入
防災用クラッカー1,400食、薄焼きビスケット1,440食、、ライスクッキー1,440食、アルファ化米（炊き出しセット）2,500食、アルフ
ァ化米（袋入り個食）4,500食、アルファ化米梅がゆ1,000食、缶入りパン1,200食、飲料水1,200本
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00463 件名

内部発注番号 6425
市道第1248号線測量委託入札見積締切日時 2018年1月17日 17時00分

開札日時 2018年1月18日 9時52分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生地内

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 1,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 1,000,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 1,100,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 1,150,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 1,180,000円

5 株式会社プランニングマップ 1,220,000円

備考 【概要】
打合せ協議１式
４点基準点測量１式
用地測量１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00474 件名

内部発注番号 6994
消防団入団者用冬制服一式外購入（単価契約）入札見積締切日時 2018年1月17日 17時00分

開札日時 2018年1月18日 16時02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１ 026 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 2,351,800円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 株式会社消防弘済会 2,505,800円 2,439,800円 2,382,600円 不調随契2,351,800円

2 株式会社カナメ商事 2,640,000円 2,475,000円

辞退

3 株式会社サンワ 2,530,000円 2,481,600円

辞退

4 株式会社ミナカミ 2,684,000円 2,472,800円

辞退

5 株式会社渡辺武商店

辞退 ＊＊ ＊＊

備考 【概要】
平成30年4月1日付け、消防団入団者への被服貸与に伴う被服一式の購入をするもの。
 
※推定総額にて行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00464 件名

内部発注番号 6497
市道第140号線測量委託入札見積締切日時 2018年1月17日 17時00分

開札日時 2018年1月18日 10時11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地内

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 1,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 1,000,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 1,150,000円

3 株式会社プランニングマップ 1,180,000円

4 株式会社ファースト設計 福生営業所 1,200,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 1,230,000円

備考 【概要】
基準点測量
　４級基準点測量４点
用地測量
　現況測量0.20ha
　境界杭設置17本
　道路区域図作成1箇所
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00466 件名

内部発注番号 6514
公共下水道管渠調査委託H29その９入札見積締切日時 2018年1月17日 17時00分

開札日時 2018年1月18日 10時18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１ 127 下水道管路内ＴＶカメラ調査業
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 株式会社環境システムサービス

所在地 東京都八王子市横川町１０７６番地

落札金額 500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社環境システムサービス 500,000円 落札

2 吉村エンタープライズ株式会社 550,000円

3 淺間保全工業株式会社 600,000円

4 株式会社スイーピングサービス 625,000円

備考 【概要】
本管TVカメラ調査工：87.33ｍ
本管目視調査工：87.38ｍ
付帯工：一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00465 件名

内部発注番号 6510
市道幹線Ⅱ-９号線測量委託入札見積締切日時 2018年1月17日 17時00分

開札日時 2018年1月18日 10時18分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生地内

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 600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 600,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 700,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 800,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 950,000円

5 株式会社プランニングマップ 1,150,000円

備考 【概要】
打合せ協議１式
基準点測量１式
用地測量１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00467 件名

内部発注番号 6749
災害用医療セット保守点検委託入札見積締切日時 2018年1月17日 17時00分

開札日時 2018年1月18日 10時21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1055番地　福生市立福生第一小学校避難所用備蓄庫内外16箇所

営業種目１ 020 医薬品・衛生材料・介護用品 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 済生堂岡田薬品

所在地 東京都国分寺市本町二丁目８番地

落札金額 1,217,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 済生堂岡田薬品 1,217,000円 落札

2 株式会社三和堂 1,355,000円

3 株式会社スズケン 中央支店

辞退

4 株式会社ノルメカエイシア

不参

5 株式会社カツマタ

不参

備考 【概要】
市内各避難所用備蓄倉庫内の災害用医療資材の保守点検ならびに更新業務委託
 
※入札価格は税抜きです。


