
 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00134 件名

内部発注番号 42700000000114
地域包括支援センターシステムプログラム使用入札見積締切日時 2015年3月3日 17時00分

開札日時 2015年3月4日 9時27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

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 日本事務器株式会社 首都圏支社

所在地 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号

落札金額 12,106,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本事務器株式会社 首都圏支社 12,106,800円 決定

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
平成27年４月１日施行される改正介護保険法に適応したシステムを、地域包括支援センター、委託型地域包括支援センター
、在宅介護支援センターに導入する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00039 件名

内部発注番号 42700000000064
郵便料金計器借上（再リース）入札見積締切日時 2015年3月3日 17時00分

開札日時 2015年3月4日 9時20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 ＮＴＴファイナンス株式会社

所在地 東京都港区芝浦一丁目２番１号

落札金額 347,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ＮＴＴファイナンス株式会社 347,000円 決定

備考 【概要】
郵便料金計器一式（再リース）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00048 件名

内部発注番号 42700000000133
福生市立図書館メールサーバ使用入札見積締切日時 2015年3月3日 17時00分

開札日時 2015年3月4日 9時23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外３箇所

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 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番６号

落札金額 330,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 330,000円 決定

備考 【概要】
メール送受信用及び図書館ホームページ（図書館電算システム「WebiLis」部分を除く）公開用としてのサーバの使用。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00136 件名

内部発注番号 42700000000427
地域ポータルサイト電算機借上入札見積締切日時 2015年3月3日 17時00分

開札日時 2015年3月4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 東京都福生市本町５番地（福生市役所シティセールス推進課）

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 株式会社フォトハイウェイ・ジャパン

所在地 東京都文京区湯島一丁目２番５号聖堂前ビル３階

落札金額 492,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社フォトハイウェイ・ジャパン 492,000円 決定

備考 【概要】
地域ポータルサイトを置くサーバーを借り上げるもの。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00105 件名

内部発注番号 42700000000187
プログラム使用（施設空き情報提供システム）入札見積締切日時 2015年3月3日 17時00分

開札日時 2015年3月4日 15時08分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地　福生市役所

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 株式会社コンピューター・ビジネス 東京営業所

所在地 東京都千代田区丸の内1丁目８－３丸の内トラストタワー本館２０階

落札金額 1,807,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社コンピューター・ビジネス 東京営業所 1,857,600円 協議の結果、1,807,200円
（税抜）で決定

備考 【概要】
施設空き情報を、利用者がパソコン及び携帯電話を通じていつでも閲覧できるサービスを提供するシステム
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00070 件名

内部発注番号 42700000000188
電算機借上（全庁パソコンＨ21）再リース入札見積締切日時 2015年3月3日 17時00分

開札日時 2015年3月4日 9時32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　LA営業部

所在地 東京都立川市曙町二丁目２２番２０号

落札金額 792,000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　LA営業部

792,000円 決定

備考 【概要】
全庁系パソコン　40台
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00079 件名

内部発注番号 42700000000211
朝日新聞記事データベース検索サービス使用入札見積締切日時 2015年3月3日 17時00分

開札日時 2015年3月4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850番地１

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
端末指定型、１アクセス、人物データベース付
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00132 件名

内部発注番号 42700000000277
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 2015年3月3日 17時00分

開札日時 2015年3月4日 9時37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。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00135 件名

内部発注番号 42700000000410
福生市地域活動支援センターれんげ園防犯カメラ

借上
入札見積締切日時 2015年3月3日 17時00分

開札日時 2015年3月4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 東京都福生市南田園三丁目６番地１

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 セコム株式会社

所在地 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号

落札金額 735,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 735,000円 決定

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
防犯カメラ２台
 
録画機器　ハードディスクレコーダー　１台
　　　　　液晶モニター　１台
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00030 件名

内部発注番号 42700000000039
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 2015年3月4日 17時00分

開札日時 2015年3月5日 10時19分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市立各中学校（３校）

営業種目１ 114 運搬請負 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 190 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 911,400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 911,400円 決定

2 南観光交通株式会社 1,540,000円

3 京王観光株式会社 調布支店 1,820,000円

4 武州交通興業株式会社

辞退

5 総合観光バス株式会社

辞退

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。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00047 件名

内部発注番号 42700000000115
福生市立小学校社会科見学（第４学年）バス借上入札見積締切日時 2015年3月4日 17時00分

開札日時 2015年3月5日 10時08分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市立各小学校（７校）

営業種目１ 114 運搬請負 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 190 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 624,500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 624,500円 決定

2 南観光交通株式会社 1,140,000円

3 京王観光株式会社 調布支店 1,235,000円

4 総合観光バス株式会社

辞退

5 立川観光株式会社

辞退

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
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00152 件名

内部発注番号 42700000000138
福生市立小中学校印刷機借上入札見積締切日時 2015年3月4日 17時00分

開札日時 2015年3月5日 9時44分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市立小中学校

営業種目１ 131 賃貸業務 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 002 事務機器・情報処理用機器 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 株式会社井上商店

所在地 東京都あきる野市五日市１４８

落札金額 26,568,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社井上商店 26,568,000円 決定

2 理想科学工業株式会社 理想八王子支店 27,366,000円

3 株式会社ヒノデン 福生支店 33,540,000円

4 デュプロ株式会社 多摩営業所 39,540,000円

5 有限会社ヤマシン 39,660,000円

6 株式会社ツクモ商事 43,500,000円

7 日通商事株式会社 東京支店

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
市内小中学校10校にそれぞれＡ３用印刷機１台、Ｂ４用印刷機１台を５年間借上げる。（計20台）保守および消耗品（用紙以
外、上限あり）の供給を含む。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00142 件名

内部発注番号 42700000000212
自動体外式除細動器（AED）借上入札見積締切日時 2015年3月4日 17時00分

開札日時 2015年3月5日 9時32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3232番地外

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 フクダ電子東京西販売株式会社

所在地 東京都立川市高松町一丁目２３番１７号

落札金額 1,166,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 フクダ電子東京西販売株式会社 1,166,400円 決定

2 綜合警備保障株式会社 南多摩支社 2,088,000円

3 セコム株式会社

辞退

4 船山株式会社 東京本店

辞退

5 日本光電東京株式会社 西支社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
自動体外式除細動器（AED）を屋外体育施設５個所に配備するとともに、スポーツ行事等への貸出し用１台を中央体育館に
配備する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00146 件名

内部発注番号 42700000000347
日光橋公園防犯カメラ借上入札見積締切日時 2015年3月4日 17時00分

開札日時 2015年3月5日 9時15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1386番地１

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 東洋通信工業株式会社

所在地 東京都新宿区新宿六丁目２５番７号

落札金額 897,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東洋通信工業株式会社 897,600円 決定

2 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 3,294,000円

3 セコム株式会社

辞退

4 神田通信機株式会社 立川支店

辞退

5 綜合警備保障株式会社 南多摩支社

辞退

備考 【概要】
【５年間長期継続契約】
・防犯カメラ借上　４台
・ハードディスク借上　１台
・17インチ液晶モニター借上　１台
　上記機器の保守含む
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00148 件名

内部発注番号 42700000000402
複写機借上（総合窓口課）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37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

落札金額 594,000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 594,000円 決定

2 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 東京
ＬＡ第三営業部 辞退

3 コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会
社 関東支社 辞退

4 井上事務機事務用品株式会社

辞退

5 株式会社ヒノデン 福生支店

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
モノクロ電子複合機　１台
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00143 件名

内部発注番号 42700000000275
公民館電算機借上入札見積締切日時 2015年3月4日 17時00分

開札日時 2015年3月5日 10時02分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜163番地（さくら会館内）公民館事務所

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 富士通リース株式会社

所在地 東京都千代田区神田練塀町３番地

落札金額 630,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 630,000円 決定

2 井上事務機事務用品株式会社 1,290,000円

3 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

4 リコージャパン株式会社 首都圏営業本部　西
東京支社　LA営業部 辞退

5 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
端末機器(デスクトップ型パソコン１台、ディスプレイ１台、キーボード１台、マウス１台）、出力機器(プリンタ、附属機器一式）、
ソフトウェア一式、機器設定及び保守を含む　
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00149 件名

内部発注番号 42700000000403
複写機借上（子ども家庭支援センター）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56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１ 131 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

落札金額 675,000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 675,000円 決定

2 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 東京
ＬＡ第三営業部

714,000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　LA営業部

1,026,000円

4 株式会社ヒノデン 福生支店

辞退

5 京セラドキュメントソリューションズジャパン株
式会社 東京ＧＡ営業課 不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
自動両面機能・４段トレイ・FAX機能・スキャナー機能等が装備された複写機を設置する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00144 件名

内部発注番号 42700000000401
学校給食センター複写機借上入札見積締切日時 2015年3月4日 17時00分

開札日時 2015年3月5日 9時40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１ 131 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　LA営業部

所在地 東京都立川市曙町二丁目２２番２０号

落札金額 1,764,000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　LA営業部

1,764,000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 関東支社 辞退

3 井上事務機事務用品株式会社

辞退

4 富士ゼロックス多摩株式会社

辞退

5 シャープビジネスソリューション株式会社 シス
テム営業担当 不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】　
モノクロ複写機２台
①複写速度 毎分35枚以上　②複写サイズ Ａ５〜Ａ３、手差しトレイ時官製はがき
③給紙方法 ４種類の用紙が同時にセットできること
④機能(1)自動原稿送り装置(2)自動両面機能(3)手差し機能(4)オート倍率機能(5)ソーター機能(6)ステープル機能(7)ネットワ
ークプリンタ・スキャナ機能(8)FAX機能
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00049 件名

内部発注番号 42700000000087
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 2015年3月9日 17時00分

開札日時 2015年3月10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

落札金額 36,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社コイワイ 36,400円 決定

2 三幸商事株式会社 37,600円

3 株式会社東急ハンズ 外商部

不参

備考 【概要】
コンポスター
ＥＭ容器
 
※各単価の単純合計額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00184 件名

内部発注番号 42700000000225
福生市議会議員選挙啓発用横断幕・誘導サイン

購入
入札見積締切日時 2015年3月9日 17時00分

開札日時 2015年3月10日 9時07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１ 024 標識・看板等 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 株式会社玉木商工

所在地 東京都杉並区和泉四丁目１７番１２号

落札金額 341,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社玉木商工 341,400円 決定

2 有限会社ヒロタユニフォーム 380,000円

3 株式会社コーエー 東京支店 400,000円

4 株式会社ムラック 多摩支店 420,000円

備考 【概要】
布製横断幕（フルカラー）　1.2×８ｍ　２枚　0.75×3.6ｍ　２枚
　　　設置及び撤去含む　　0.75×５ｍ　１枚
 
誘導サイン（フルカラー）　0.13×0.8ｍ　50枚
36枚は設置及び撤去含む
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00103 件名

内部発注番号 42700000000113
新刊全件マーク購入入札見積締切日時 2015年3月9日 17時00分

開札日時 2015年3月10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 株式会社日販図書館サービス 1,120,000円

3 ナカバヤシ株式会社 東京本社

辞退

4 株式会社リブネット

不参

5 株式会社ブックスタマ

不参

備考 【概要】
新刊図書情報（ＮＳ－マーク Version2.5）をＷＥＢよりダウンロードすることにより毎日（平日）納品
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00188 件名

内部発注番号 42700000000535
図書館複写機借上（わかたけ）入札見積締切日時 2015年3月20日 17時00分

開札日時 2015年3月23日 9時04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１ 131 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 井上事務機事務用品株式会社

所在地 東京都立川市曙町三丁目１８番２５号

落札金額 279,000円

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 279,000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 関東支社

409,920円

3 リコーリース株式会社

辞退

4 富士ゼロックス多摩株式会社

不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
モノクロ電子複写機　１台
保守料金を含む。
 
※見積価格は税抜きです。


