
 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00043 件名

内部発注番号 42700000000153
れんげ園清掃委託入札見積締切日時 2015年3月4日 17時00分

開札日時 2015年3月5日 9時18分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園三丁目６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三丁目１８番４号

落札金額 2,998,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社エムアイティ 2,998,000円 決定

2 株式会社アイサービス 3,200,000円

3 株式会社ナビック 3,550,000円

4 ビソー工業株式会社 小金井支店 3,970,000円

5 株式会社雄水 4,059,300円

6 株式会社日本環境ビルテック 多摩支店 4,780,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
日常清掃（開館日毎）、定期清掃（月１回）
ガラス清掃（年６回）、害虫駆除（年２回）
剥離清掃（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 2015-00044 件名

内部発注番号 42700000000158
ランチルーム等清掃委託入札見積締切日時 2015年3月4日 17時00分

開札日時 2015年3月5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 東京都福生市熊川845番地外２個所

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 株式会社トリートップ 多摩支店

所在地 東京都武蔵野市吉祥寺東町一丁目２番２号

落札金額 3,060,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社トリートップ 多摩支店 3,060,000円 決定

2 国際電気テクノサービス株式会社 営業本部 3,215,000円

3 株式会社ビルメン 多摩営業所 3,500,000円

4 株式会社日本環境ビルテック 多摩支店 3,525,000円

5 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 3,555,000円

6 有限会社ジェイクリーンサービス 3,600,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
床面清掃工　２回/月×11月＝22回（１校１年当たり）
　　　　　　22回/年×３校×３年
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00082 件名

内部発注番号 42700000000265
わかたけ会館清掃委託入札見積締切日時 2015年3月4日 17時00分

開札日時 2015年3月5日 9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 1,860,000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 1,860,000円 決定

2 株式会社和心 西東京本社 2,080,000円

3 株式会社オービーエス 2,250,000円

4 富士建物管理株式会社 2,400,000円

5 株式会社三友

無効

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
　　日常清掃　年40回
　　定期清掃　年10回
　　剥離清掃　年１回
　　窓ガラス清掃　年２回（事務室ブラインド清掃を含む）
　　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 2015-00094 件名

内部発注番号 42700000000324
子ども応援館清掃委託入札見積締切日時 2015年3月4日 17時00分

開札日時 2015年3月5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 東京都福生市北田園二丁目５番地７

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三丁目１８番４号

落札金額 3,384,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社エムアイティ 3,384,000円 決定

2 株式会社エム・シー・スタッフ 3,500,000円

3 株式会社和心 西東京本社 3,531,000円

4 国際電気テクノサービス株式会社 営業本部 3,656,000円

5 株式会社アジャスト 小金井支店 4,320,000円

6 株式会社シーアンドピー 4,658,700円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
日常清掃（602㎡）、床面定期清掃（354㎡）、ガラス面定期清掃（411㎡）、照明器具清掃、ブラインド清掃（160㎡）、床面剥離
清掃等の実施
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00113 件名

内部発注番号 42700000000369
プチギャラリー清掃委託入札見積締切日時 2015年3月4日 17時00分

開札日時 2015年3月5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 東京都福生市福生1014番地10

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 株式会社三友

所在地 東京都福生市福生９１２番地

落札金額 295,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社三友 295,200円 決定

2 株式会社トリートップ 多摩支店 378,000円

3 株式会社イクプランニング 530,000円

4 株式会社ジャパンビルホールディングス 多摩
営業所

1,340,000円

備考 【概要】
定期清掃　13回、日常清掃　14回、壁清掃　３回、
一般ガラス清掃　３回、特別ガラス清掃　２回
 
※見積価格は税抜きです。


