
見積経過調書の補足について 
 

 
・福生市立中学校宿泊学習教室バス借上 
 
 平成 23 年 3 月 11 日発生の「平成 23 年東北地方太平洋沖地震」により、予定されていた

福生市立中学校宿泊学習教室が中止となったため、契約締結には至りませんでした。 
 
  



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00036 件名

内部発注番号
会議録検索システムプログラム使用（インターネッ

ト版）
入札見積締切日時 2011年3月7日 12時00分

開札日時 2011年3月7日 13時00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１ 121 情報処理業務 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 株式会社大和速記情報センター

所在地 東京都港区虎ノ門一丁目１９番１０号第６セントラルビル５階

落札金額 648,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社大和速記情報センター 648,000円 決定

備考 【概要】
　ＡＳＰを利用し、インターネットにより会議録検索システムで会議録を公開することを目的とする。
 
※入札（見積書）金額は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00039 件名

内部発注番号
朝日新聞記事データベース検索サービス入札見積締切日時 2011年3月7日 12時00分

開札日時 2011年3月7日 13時05分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市立図書館

営業種目１ 001 文房具事務用品・図書 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 株式会社紀伊國屋書店 首都圏西営業部

所在地 東京都八王子市明神町三丁目２０番６号八王子ファーストスクエア

落札金額 348,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社紀伊國屋書店 首都圏西営業部 348,000円 決定

備考 【概要】
　聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラリーのインターネット検索サービス
　内容：１ＩＤ・人物データベース付き
 
※入札（見積書）金額は、税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00002 件名

内部発注番号
自動印刷機借上入札見積締切日時 2011年3月7日 13時00分

開札日時 2011年3月7日 13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 04 随意契約（見積競争）

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 井上事務機事務用品株式会社

辞退

2 有限会社ヤマシン

辞退

3 株式会社井上商店

辞退

4 株式会社ムサシ

辞退

5 株式会社ヒノデン 福生支店

辞退

6 株式会社ツクモ商事

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
自動印刷機借上（カラー、モノクロ各１台）
配置場所　情報システム課印刷室
リース期間　平成23年4月1日から平成28年3月31日



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00040 件名

内部発注番号
複写機借上（平成23年度）入札見積締切日時 2011年3月10日 12時00分

開札日時 2011年3月10日 13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１ 131 賃貸業務 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 富士ゼロックス多摩株式会社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３７番７号コアシティ立川

落札金額 892,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士ゼロックス多摩株式会社 892,800円 決定

2 コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会
社 首都圏直販事業部

1,200,000円

3 リコージャパン株式会社 首都圏営業本部　西
東京支社　公共文教営業部

1,638,000円

4 株式会社ヒノデン 福生支店

辞退

5 京セラミタジャパン株式会社 東京GA営業課

不参

備考 【概要】60ヶ月長期継続契約
複写機借上：総務部国体推進室
納入場所　：商工会館２階
 
※見積金額は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00042 件名

内部発注番号
図面用複写機借上入札見積締切日時 2011年3月10日 12時00分

開札日時 2011年3月10日 13時12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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 リコージャパン株式会社 首都圏営業本部　西東京支社　公共文教営業部

所在地 東京都立川市柴崎町四丁目６番３号

落札金額 1,425,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 リコージャパン株式会社 首都圏営業本部　西
東京支社　公共文教営業部

1,425,600円 決定

2 コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会
社 首都圏直販事業部

2,412,000円

3 富士ゼロックス多摩株式会社

辞退

4 株式会社ヒノデン 福生支店

辞退

5 株式会社ツクモ商事

辞退

備考 【概要】5年長期継続契約
・図面用モノクロ複写機（大判コピー）
　含大判モノクロプロッター機能
　含GISネットワークモノクロプリンター機能　　
　含フルカラースキャナ機能
トナー代を含む保守料込み
 
※見積金額は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00083 件名

内部発注番号
福生市立中学校宿泊学習教室バス借上入札見積締切日時 2011年3月10日 12時00分

開札日時 2011年3月10日 13時22分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

営業種目１ 131 賃貸業務 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 114 運搬請負 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 190 その他の業務委託等 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 南観光交通株式会社

所在地 東京都日野市程久保八丁目3番地の２

落札金額 952,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 南観光交通株式会社 952,800円 決定

2 株式会社大洋観光サービス 1,283,800円

3 丸大観光株式会社 東京営業所 1,387,200円

4 武州交通興業株式会社 1,920,000円

5 株式会社エー・アイ観光バス 1,960,500円

備考 【概要】
福生市立中学校宿泊学習教室宿泊先への生徒送迎のバス借上
 
※見積金額は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00084 件名

内部発注番号
福生市立小学校社会科見学バス借上入札見積締切日時 2011年3月10日 12時00分

開札日時 2011年3月10日 13時31分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

営業種目１ 131 賃貸業務 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 114 運搬請負 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 190 その他の業務委託等 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 丸大観光株式会社 東京営業所

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町二本木935番地4号

落札金額 1,377,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 丸大観光株式会社 東京営業所 1,377,600円 決定

2 南観光交通株式会社 1,596,000円

3 株式会社大洋観光サービス 1,677,060円

4 株式会社エー・アイ観光バス 2,425,500円

5 武州交通興業株式会社 2,520,000円

備考 【概要】
福生市立小学校（７校）における社会科見学のバス借上
 
※見積金額は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00101 件名

内部発注番号
家庭用生ごみ堆肥化容器購入（単価契約）入札見積締切日時 2011年3月10日 12時00分

開札日時 2011年3月10日 13時38分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

営業種目１ 005 荒物雑貨 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 株式会社コイワイ

所在地 東京都あきる野市五日市１２番地

落札金額 28,300円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社コイワイ 28,300円 決定

2 三幸商事株式会社 28,400円

3 株式会社樋口商店

辞退

備考 【概要】
コンポスト
ＥＭ容器　　
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00041 件名

内部発注番号
都市計画管理システム電算機（プリンター）借上入札見積締切日時 2011年3月10日 12時00分

開札日時 2011年3月10日 13時43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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社ヒノデン 福生支店

所在地 東京都福生市福生６６０番５号奥田マンション１階Ａ－１０５号

落札金額 522,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヒノデン 福生支店 522,000円 決定

2 株式会社ツクモ商事 576,000円

3 有限会社ヤマシン 598,800円

4 株式会社東テレ 631,800円

備考 【概要】５年長期継続契約
カラーレーザープリンター　1台
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00052 件名

内部発注番号
新刊全件マーク購入入札見積締切日時 2011年3月10日 12時00分

開札日時 2011年3月10日 13時46分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

営業種目１ 001 文房具事務用品・図書 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 株式会社紀伊國屋書店 首都圏西営業部

所在地 東京都八王子市明神町三丁目２０番６号八王子ファーストスクエア

落札金額 1,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社紀伊國屋書店 首都圏西営業部 1,000,000円 決定

2 万田商事株式会社 1,120,000円

3 株式会社日販図書館サービス 1,120,000円

4 株式会社図書館流通センター

辞退

5 丸善株式会社 八王子営業部

不参

備考 【概要】
新刊情報（ＮＳマーク　Ｖｅｒｓｉｏｎ２．０）を毎日（平日）電子メールにより納品
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00037 件名

内部発注番号
下水道基準データ借上入札見積締切日時 2011年3月10日 17時00分

開札日時 2011年3月11日 9時00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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 東京センチュリーリース株式会社

所在地 東京都港区浜松町２丁目４番１号

落札金額 4,860,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東京センチュリーリース株式会社 4,860,000円 決定

備考 【概要】５年長期継続契約
下水道工事の積算に使用する基準データの借上
 
※見積金額は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00038 件名

内部発注番号
電子申告システムプログラム使用入札見積締切日時 2011年3月10日 17時00分

開札日時 2011年3月11日 9時05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１ 121 情報処理業務 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ＴＫＣ

所在地 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地

落札金額 18,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＴＫＣ 18,300,000円 決定

備考 【概要】5年長期継続契約
　プログラム使用
　（電子申告・年金特徴・国税連携）
 
※見積金額は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2011-00142 件名

内部発注番号
自動印刷機借上入札見積締切日時 2011年3月17日 13時00分

開札日時 2011年3月17日 13時26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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 日通商事株式会社 東京支店

所在地 東京都中央区築地五丁目６番１０号

落札金額 6,526,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日通商事株式会社 東京支店 6,526,800円 決定

2 住信・パナソニックフィナンシャルサービス株式
会社

6,804,000円

3 東京センチュリーリース株式会社 6,834,000円

4 芙蓉総合リース株式会社

辞退

5 日立キャピタル株式会社

辞退

6 首都圏リース株式会社 多摩支店

不参

備考 【概要】５年長期継続契約
自動印刷機借上（カラー、モノクロ各１台）
配置場所　情報システム課印刷室
リース期間　平成23年4月1日から平成28年3月31日
 
※見積価格は税抜きです。


