
 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00003 件名

内部発注番号
庁舎清掃等委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011年3月8日 9時03分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地・福生市本町18番地

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 24,840,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社エムアイティ 24,840,000円 決定

2 株式会社雄水 31,950,000円

3 株式会社和心 西東京本社 33,300,000円

4 株式会社アジャスト 小金井支店 37,810,000円

5 株式会社新東管理 38,940,000円

6 ユニティーサービス株式会社 44,500,000円

7 株式会社アンテック 昭島支店 45,600,000円

8 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 46,140,000円

9 株式会社東建社 47,100,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
庁舎清掃　一式
受水槽清掃　一式
排水槽清掃　一式
水質検査　一式
建築物環境衛生管理業務　一式
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00004 件名

内部発注番号
リサイクルセンター清掃委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011年3月8日 9時08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1566番地４

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 3,682,200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 3,682,200円 決定

2 株式会社シーアンドピー 3,800,000円

3 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 4,100,000円

4 株式会社アイサービス 4,180,000円

5 株式会社トリートップ 多摩支店 4,300,000円

6 ビソー工業株式会社 小金井支店 4,800,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
リサイクルセンター管理棟、プラザ棟、工場棟（プラント設備部分除く。）の清掃を行う。
日常清掃（月20回）1,047㎡。定期床清掃ワックスがけ（月1回）。ガラス清掃（年4回）248㎡。雨どい清掃（工場棟・貯留棟年
3回）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00005 件名

内部発注番号
保健センター清掃委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011年3月8日 9時17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１ 103 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 株式会社アンテック 昭島支店

所在地 東京都昭島市中神町１１５７番地１７

落札金額 4,556,640円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アンテック 昭島支店 4,556,640円 決定

2 株式会社ナビック 4,638,438円

3 株式会社エム・シー・スタッフ 5,280,000円

4 株式会社オリエントサービス 府中支店 5,300,000円

5 株式会社ビルメン 多摩営業所 6,000,000円

6 株式会社オーエンス 多摩支店 9,900,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
日常清掃　月〜金（祝日除く）・定期床面清掃年３回・床面剥離清掃年１回・透明ガラス清掃年４回・くもりガラス清掃年１回・
絨毯清掃年１回・ブラインド清掃２年に１回
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00006 件名

内部発注番号
学校給食センター清掃委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011年3月8日 9時19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番地及び福生市福生1290番地

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 413,700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 413,700円 決定

2 あかね通信機株式会社 多摩支店 537,000円

3 株式会社アイビーメンテナンス 多摩支店 545,000円

4 アルム株式会社 あきる野支店 1,250,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
第一給食センター及び第二給食センターの清掃
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00007 件名

内部発注番号
中央体育館清掃委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011年3月8日 9時21分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園二丁目９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 株式会社和心 西東京本社

所在地 東京都八王子市山田町１５３５番地１

落札金額 17,310,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社和心 西東京本社 17,310,000円 決定

2 株式会社日本環境ビルテック 多摩営業所 22,500,000円

3 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 23,000,000円

4 株式会社リンレイサービス 24,000,000円

5 株式会社シーアンドピー 24,000,000円

6 株式会社サンアメニティ 多摩支社 24,675,000円

7 株式会社アジャスト 小金井支店 25,180,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
中央体育館について、清掃を行う。
日常清掃（休館日を除く、全日　3886.56㎡）、定期清掃（月１回　1605.51㎡）
窓ガラス清掃（年６回　415.68㎡）、カーペットクリーニング（年１回　272.99㎡）
照明器具清掃（年１回）、屋上排水口清掃（年１回　19箇所）
日報作成
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00008 件名

内部発注番号
さくら会館清掃委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011年3月8日 9時24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163番地

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 5,700,000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 5,700,000円 決定

2 有限会社エムアイティ 5,900,000円

3 株式会社雄水 6,174,000円

4 株式会社ナビック 7,491,387円

5 株式会社アイディ日本サービス 8,209,800円

6 株式会社星光 8,850,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
さくら会館清掃
（１）日常清掃　　
（２）定期清掃(床・ワックス）
（３）定期清掃（ガラス）　
（４）蛍光灯清掃
（５）貯水槽
（６）その他
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00010 件名

内部発注番号
松林会館清掃委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011年3月8日 9時30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 575,600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 575,600円 決定

2 ユニティーサービス株式会社 614,000円

3 株式会社トリートップ 多摩支店 620,000円

4 青梅新興株式会社 656,000円

備考 【概要】
【２年長期継続契約】
松林会館について清掃を行う。
床定期清掃（ワックス）及び便所掃除：月１回　1128.6㎡
ガラス清掃　　　　　　　　　　　　：年４回　 231.6㎡
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00011 件名

内部発注番号
白梅会館清掃委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011年3月8日 9時31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 993,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社エムアイティ 993,600円 決定

2 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 1,030,000円

3 株式会社トリートップ 多摩支店 1,100,000円

4 株式会社オーエンス 多摩支店 1,250,000円

5 株式会社友伸産業

不参

備考 【概要】
【２年長期継続契約】
会館の美化を維持するための清掃委託
　定期清掃　　　　月2回　　　
　日常清掃　　　　月2回
　ガラス清掃　　　年4回
　ブラインド清掃　年4回



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00012 件名

内部発注番号
わかぎり会館清掃委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011年3月8日 9時33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 864,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社エムアイティ 864,000円 決定

2 株式会社須田ビルメンテナンス 900,000円

3 株式会社オービーエス 1,025,000円

4 株式会社装建社 1,050,000円

5 株式会社アンテック 昭島支店 1,200,000円

備考 【概要】
【２年間長期継続契約】
随時清掃：年４０回、定期清掃：年１２回、ガラス清掃：年４回、ブラインド清掃：年２回、照明器具清掃：年１回、等
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00013 件名

内部発注番号
わかたけ会館清掃委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011年3月8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 900,000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 900,000円 決定

2 株式会社和心 西東京本社 980,000円

3 株式会社東建社 1,050,000円

4 株式会社アイサービス 1,080,000円

5 立山産業株式会社 1,200,000円

備考 【概要】
【２年長期継続契約】
随時清掃　　　　　　年40回
定期清掃　　　　　　年12回
ガラス清掃　　　　　年４回
ブラインド清掃　　　年１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 2011-00014 件名

内部発注番号
中央図書館清掃委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011年3月8日 9時36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 7,220,000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 7,220,000円 決定

2 ビソー工業株式会社 小金井支店 7,390,000円

3 株式会社新東管理 7,816,000円

4 有限会社エムアイティ 8,500,000円

5 株式会社東建社 9,000,000円

6 株式会社雄水 11,290,000円

備考 【概要】
【２年長期継続契約】
　日常清掃（週６日）
　定期清掃（２ヶ月毎）
　特別清掃（窓ガラス（年３回）、陶板（年１回）、照明器具（年１回）、殺虫消毒（年１回）、屋根（年１回）、カーペット清掃（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 2011-00016 件名

内部発注番号
福生駅東口自由通路清掃委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011年3月8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 東京都福生市東町地内

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 株式会社オービーエス

所在地 東京都昭島市郷地町三丁目８番６号

落札金額 1,780,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社オービーエス 1,780,000円 決定

2 株式会社イクプランニング 1,849,600円

3 有限会社エムアイティ 2,300,000円

4 立山産業株式会社 2,580,000円

5 株式会社星光 2,745,600円

備考 【概要】
常時美観を保つため。
　・日常清掃　週６日　年286日　1日2時間（午前8時30分から10時30分）2人以上
　・定期清掃　月１回　年12回　ポリっシャー清掃（一部ワックス塗布）
　　清掃面積　概ね1,400㎡
　　支払い方法　四半期毎支払い



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00009 件名

内部発注番号
地域会館（扶桑・かえで）清掃委託入札見積締切日時 2011年3月7日 17時00分

開札日時 2011年3月8日 17時54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 1,730,000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 2,800,000円 協議の結果、1,730,000円で
決定

2 株式会社ビルメン 多摩営業所 3,000,000円

3 株式会社フクシ・エンタープライズ 多摩支店 3,100,000円

4 株式会社エム・シー・スタッフ 3,150,000円

5 あかね通信機株式会社 多摩支店 3,200,000円

備考 【概要】
【２年長期継続契約】
松林会館について清掃を行う。
床定期清掃（ワックス）及び便所掃除：月１回　1128.6㎡
ガラス清掃：年４回　 231.6㎡
 
※見積価格は税抜きです。


