
 

入札見積経過調書

案件番号 2013-00101 件名

内部発注番号 42500000000363
白梅会館清掃委託入札見積締切日時 2013年3月6日 17時00分

開札日時 2013年3月7日 10時10分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市熊川559番地１

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 有限会社エムアイティ

所在地 東京都福生市南田園３丁目１８番４号

落札金額 1,490,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社エムアイティ 1,565,400円 協議の結果、1,490,400円で
決定。

2 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 1,655,000円

3 株式会社トリートップ 多摩支店 1,760,000円

4 青梅新興株式会社 1,850,000円

5 富士建物管理株式会社 1,900,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
日常清掃（年24回）、定期清掃（年23回）、剥離清掃（年１回）、ガラス清掃（年４回）、ブラインド清掃（年４回）
 
協議の結果、有限会社エムアイティと1,490,400円で決定しました。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2013-00100 件名

内部発注番号 42500000000362
松林会館清掃委託入札見積締切日時 2013年3月6日 17時00分

開札日時 2013年3月7日 10時03分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市武蔵野台一丁目15番地１

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 有限会社ジェイクリーンサービス

所在地 東京都府中市西府町三丁目２２番地の３３

落札金額 1,491,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ジェイクリーンサービス 1,596,000円 協議の結果、1,491,000円で
決定。

2 株式会社トリートップ 多摩支店 1,738,000円

3 株式会社シーアンドピー 1,772,000円

4 ユニティーサービス株式会社 1,795,000円

5 株式会社アイサービス 1,800,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
松林会館について清掃を行う
日常清掃（便所清掃含む）：月3回　1128.6㎡
ワックス清掃：月1回
剥離清掃：年1回
ガラス清掃：年4回　231.6㎡　　ブラインド清掃：年1回
 
協議の結果、有限会社ジェイクリーンサービスと1,491,000円で決定しました。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2013-00068 件名

内部発注番号 42500000000311
わかぎり会館清掃委託入札見積締切日時 2013年3月6日 17時00分

開札日時 2013年3月7日 9時38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1280番地１

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 有限会社エムアイティ

所在地 東京都福生市南田園３丁目１８番４号

落札金額 1,554,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社エムアイティ 1,554,600円 決定

2 株式会社須田ビルメンテナンス 1,600,000円

3 株式会社オービーエス 1,720,000円

4 大和興産株式会社 1,860,000円

5 株式会社装建社 1,900,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
日常清掃：年40回（初年度37回）、定期清掃：年10回、剥離清掃：年１回、窓ガラス清掃：年２回、照明器具清掃：年１回
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2013-00046 件名

内部発注番号 42500000000144
中央図書館清掃委託入札見積締切日時 2013年3月6日 17時00分

開札日時 2013年3月7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 東京都福生市熊川850番地１

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社アイディ日本サービス

所在地 東京都八王子市小比企町６０２番地３折原コーポ１０１号

落札金額 10,710,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アイディ日本サービス 10,710,000円 決定

2 株式会社新東管理 10,770,000円

3 ビソー工業株式会社 小金井支店 11,000,000円

4 有限会社エムアイティ 11,160,000円

5 株式会社サンアメニティ 多摩支社 12,600,000円

6 アルム株式会社 あきる野支店 13,880,000円

7 株式会社オーエンス 多摩支店 17,000,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
日常清掃（週６回（休館日除く））、定期清掃（18回）、窓ガラス清掃（９回）、カーペット清掃（３回）、照明器具清掃（３回）、陶板
清掃（３回）、屋根清掃（３回）、受水槽清掃（３回）、水質検査（３回）、殺虫消毒（３回）、残留塩素測定（週１回）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2013-00069 件名

内部発注番号 42500000000159
わかたけ会館清掃委託入札見積締切日時 2013年3月6日 17時00分

開札日時 2013年3月7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 東京都福生市熊川199番地１

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社須田ビルメンテナンス

所在地 東京都立川市砂川町四丁目２４番地の１３

落札金額 443,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社須田ビルメンテナンス 443,000円 決定

2 株式会社和心 西東京本社 500,000円

3 株式会社三友 571,360円

4 立山産業株式会社 1,200,000円

備考 【概要】
日常清掃　　　年40回
定期清掃　　　年11回
ガラス清掃　　年２回
照明器具清掃　年１回
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2013-00067 件名

内部発注番号 42500000000260
地域会館（扶桑・かえで）清掃委託入札見積締切日時 2013年3月6日 17時00分

開札日時 2013年3月7日 14時22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1069番地１（扶桑会館）、福生市加美平一丁目20番地６（かえで会館）

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社アイディ日本サービス

所在地 東京都八王子市小比企町６０２番地３折原コーポ１０１号

落札金額 2,854,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アイディ日本サービス 4,200,000円 協議の結果、2,854,500円で
決定。

2 株式会社トリートップ 多摩支店 4,281,750円

3 株式会社装建社 4,300,000円

4 株式会社ビルメン 多摩営業所 4,500,000円

5 株式会社フクシ・エンタープライズ 多摩支店 4,650,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
扶桑会館・かえで会館について、清掃を行う。
定期清掃（床ワックス掛及び便所清掃）月２回×６月、月１回×６月　854.14㎡
随時清掃（掃き掃除及び拭き掃除）月２回×６月、月１回×６月　854.14㎡
ガラス清掃　年４回　297.55㎡
 
協議の結果、株式会社アイディ日本サービスと2,854,500円で決定しました。
 
※見積価格は税抜きです。




