
 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00165 件名

内部発注番号 42700000000476
庁舎エレベーター保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 東芝エレベータ株式会社 西東京支店

所在地 東京都立川市曙町一丁目３６番３号

落札金額 1,872,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東芝エレベータ株式会社 西東京支店 1,872,000円 決定

備考 【概要】
エレベーター保守委託（遠隔監視含む）　２基
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00167 件名

内部発注番号 42700000000482
プチギャラリーエレベーター保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 9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1014番地10

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 東芝エレベータ株式会社 西東京支店

所在地 東京都立川市曙町一丁目３６番３号

落札金額 870,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東芝エレベータ株式会社 西東京支店 870,000円 決定

備考 【概要】
プチギャラリーのエレベーター保守業務　一式
（１）遠隔監視による保守
（２）直接目視による点検・保守
（３）建築基準法の規定に基づく定期検査の実施並びに報告書の案の作成及び提出
（４）機器の不具合や異常発生時の緊急対応
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00168 件名

内部発注番号 42700000000480
エレベーター保守委託（第二市営住宅１〜４号棟）入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9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 東京都福生市大字福生921番地

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 東芝エレベータ株式会社 西東京支店

所在地 東京都立川市曙町一丁目３６番３号

落札金額 1,488,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東芝エレベータ株式会社 西東京支店 1,488,000円 決定

備考 【概要】
第二市営住宅１・２・３・４号棟に設置しているエレベーター（２基）の通年保守　一式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00035 件名

内部発注番号 42700000000144
牛浜駅自由通路昇降機保守委託その１入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 9時25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126番８

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 東芝エレベータ株式会社 西東京支店

所在地 東京都立川市曙町一丁目３６番３号

落札金額 8,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東芝エレベータ株式会社 西東京支店 8,400,000円 決定

備考 【概要】
牛浜駅自由通路エレベーター・エスカレーター保守点検
エレベーター　２基
エスカレーター　４基
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00037 件名

内部発注番号 42700000000146
保健センターエレベーター保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9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 東京都福生市福生2125番地３

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 東芝エレベータ株式会社 西東京支店

所在地 東京都立川市曙町一丁目３６番３号

落札金額 518,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東芝エレベータ株式会社 西東京支店 518,400円 決定

備考 【概要】
エレベーターが安全で最良の運転状態を維持するよう適切な保守を行う。
①定期点検（月１回）、②精密検査（年１回）、③定期整備、④事故等の対応、⑤定期検査立会
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00164 件名

内部発注番号 42700000000477
さくら会館エレベーター保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9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 東京都福生市牛浜163番地（さくら会館）

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 株式会社日立ビルシステム 東京総支社

所在地 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号

落札金額 408,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社日立ビルシステム 東京総支社 408,000円 決定

備考 【概要】
さくら会館について、エレベーターの保守を行う。
油圧式エレベーター：１台
・点検　監視装置による遠隔定期診断（月１回）
　　　　巡回点検（年６回）
・整備　・遠隔監視診断　・異常時の通話機能　・検査立会い　・故障対策
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00166 件名

内部発注番号 42700000000473
れんげ園エレベーター保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 9時28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１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 株式会社日立ビルシステム 東京総支社

所在地 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号

落札金額 582,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社日立ビルシステム 東京総支社 582,000円 決定

備考 【概要】
年間委託
 
油圧式エレベーターの保守及び定期点検
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00162 件名

内部発注番号 42700000000479
エレベーター保守委託（第四市営住宅Ａ・Ｂ棟）入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 9時29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大字熊川1108番地

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 立川支店

所在地 東京都立川市曙町一丁目２５番１２号

落札金額 1,296,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 立川支
店

1,296,000円 決定

備考 【概要】
第四市営住宅Ａ・Ｂ棟に設置しているエレベーター（２基）の通年保守　一式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00038 件名

内部発注番号 42700000000147
子ども応援館エレベーター保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9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 東京都福生市北田園二丁目５番地７

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 株式会社日立ビルシステム 東京総支社

所在地 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号

落札金額 636,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社日立ビルシステム 東京総支社 636,000円 決定

備考 【概要】
エレベーターの正常な運転機能を維持するため、リモートメンテナンスシステムにより常時遠隔監視、診断を実施する。また、
定期的（月１回）に技術員を派遣し、点検・整備・修理をおこなう。
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00036 件名

内部発注番号 42700000000145
福東会館エレベーター保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9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 東京都福生市大字熊川1662番地７　福東会館

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 株式会社日立ビルシステム 東京総支社

所在地 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号

落札金額 571,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社日立ビルシステム 東京総支社 571,200円 決定

備考 【概要】
福東会館のエレベーター（１台）の保守を委託する。
 
１　点検（遠隔定期診断、技術員の巡回点検）　２　整備　３　遠隔監視診断
４　異常時の通話機能　５　定期検査　６　故障対策
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00034 件名

内部発注番号 42700000000143
エレベーター保守委託（第三市営住宅）入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9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 東京都福生市武蔵野台二丁目13番地

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 東芝エレベータ株式会社 西東京支店

所在地 東京都立川市曙町一丁目３６番３号

落札金額 3,720,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東芝エレベータ株式会社 西東京支店 3,720,000円 決定

備考 【概要】
第三市営住宅１〜５号棟に設置しているエレベーター（５基）の通年保守　一式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00163 件名

内部発注番号 42700000000478
エレベーター保守委託（第二市営住宅Ｂ棟）入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 9時34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二丁目７番地

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 株式会社日立ビルシステム 東京総支社

所在地 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号

落札金額 564,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社日立ビルシステム 東京総支社 564,000円 決定

備考 【概要】
第二市営住宅Ｂ棟に設置しているエレベーター（１基）の通年保守　一式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00181 件名

内部発注番号 42700000000475
牛浜駅自由通路昇降機保守委託その２入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9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 東京都福生市牛浜126番地８　牛浜駅自由通路

営業種目１ 105 警備・受付等 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 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 387,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 セコム株式会社 387,600円 決定

備考 【概要】
牛浜駅自由通路エスカレーター遠隔監視業務　一式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00041 件名

内部発注番号 42700000000149
中央図書館冷暖房空調設備保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 9時55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１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 アートテクノ株式会社

所在地 東京都小金井市桜町二丁目１１番１３号

落札金額 1,230,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 アートテクノ株式会社 1,230,000円 決定

2 株式会社ジャパンビルホールディングス 多摩
営業所

1,330,000円

3 八重洲工業株式会社 1,600,000円

4 東京冷機工業株式会社 多摩営業所 2,000,000円

5 日本空調サービス株式会社 関東支店

辞退

備考 【概要】
二重効用冷温水機、冷却塔、空気調和機・全熱交換機、冷却水・冷温水ポンプ、パッケージエアコン、自動制御盤、その他空
調設備の保守点検
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00040 件名

内部発注番号 42700000000148
リサイクルセンター電気保安業務委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 9時57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１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 有限会社戸口工業 東大和営業所

所在地 東京都東大和市新堀１丁目１４３５－４８

落札金額 357,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社戸口工業 東大和営業所 357,000円 決定

2 株式会社アイサービス 470,000円

3 宮崎電気管理事務所 500,000円

4 ユニティーサービス株式会社

辞退

備考 【概要】
リサイクルセンターの電気設備の定期的な点検、測定及び試験を行い、電気設備の安全管理に万全を期す。
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00042 件名

内部発注番号 42700000000150
子ども応援館冷暖房空調設備保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 9時59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１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 アートテクノ株式会社

所在地 東京都小金井市桜町二丁目１１番１３号

落札金額 288,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 アートテクノ株式会社 288,000円 決定

2 株式会社ジャパンビルホールディングス 多摩
営業所

297,000円

3 有限会社戸口工業 東大和営業所 390,000円

4 八重洲工業株式会社 450,000円

備考 【概要】
子ども応援館における空調設備機器を安定・正常・経済的に運転させ、当該設備の機能を最良の状態に保ち施設環境の維
持管理を目的とし、次の保守点検業務を行う。
１　ガスヒートポンプエアコン
２　空調換気扇
３　個別換気ファン
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00179 件名

内部発注番号 42700000000469
各小学校給食用リフト保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 10時01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623番地外６箇所

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 ＳＴＭジャパン株式会社

所在地 東京都豊島区駒込二丁目６番８号

落札金額 490,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ＳＴＭジャパン株式会社 490,000円 決定

2 株式会社マイクロエレベーター 537,600円

3 日本特殊輸送機株式会社 576,000円

4 クマリフト株式会社 東京支店 1,008,000円

備考 【概要】
年間委託
建築基準法第８条に基づく保守点検
給食用リフト保守点検　毎月１回
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00178 件名

内部発注番号 42700000000462
れんげ園冷暖房空調設備保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9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 東京都福生市南田園三丁目６番地１

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 八重洲工業株式会社

所在地 東京都立川市柴崎町二丁目２５番３号

落札金額 290,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 290,000円 決定

2 株式会社開成 350,000円

3 株式会社東建社 370,000円

4 東京環境プラント株式会社 400,000円

備考 【概要】
年間委託
 
吸入式低温水発生機一式、
冷却塔・冷温水ポンプ・冷却水ポンプ付属設備一式、
ヒートポンプエアコン室外機２台、室内機４台、空調換気扇一式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00177 件名

内部発注番号 42700000000463
松林会館冷暖房空調設備保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 10時04分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市武蔵野台一丁目15番地１

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 ムサシノアロー株式会社

所在地 東京都小金井市緑町五丁目２１番２３号

落札金額 290,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ムサシノアロー株式会社 290,000円 決定

2 東京環境プラント株式会社 300,000円

3 東京日化サービス株式会社 305,000円

4 株式会社開成 350,000円

備考 【概要】
松林会館にて、冷暖房空調設備保守委託を行う。
機器：吸収冷凍機１台　空気調和機：１台　環風機：１台
（1）上記機種が正常に機能するために保守点検を行う。
（2）年間の定期巡回保守点検　不時の事故対応
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00176 件名

内部発注番号 42700000000466
地域会館（扶桑・かえで）冷暖房空調設備保守委

託
入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 10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１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 ムサシノアロー株式会社

所在地 東京都小金井市緑町五丁目２１番２３号

落札金額 494,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ムサシノアロー株式会社 494,000円 決定

2 大和興産株式会社 510,000円

3 株式会社トリートップ 多摩支店 520,000円

4 株式会社三幸コミュニティマネジメント 東京多
摩支店

550,000円

備考 【概要】
扶桑会館及びかえで会館に設置されている冷暖房空調設備の保守点検業務　一式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00182 件名

内部発注番号 42700000000468
学校給食センターボイラー保守点検委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 10時06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牛浜162番地及び福生市福生1290番地

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 八重洲工業株式会社

所在地 東京都立川市柴崎町二丁目２５番３号

落札金額 385,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 385,000円 決定

2 株式会社開成 405,000円

3 株式会社東建社 420,000円

4 有限会社青梅ヒーティング工業所 430,000円

備考 【概要】
年間業務
常時正常に稼動するために保守点検を行う。
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00183 件名

内部発注番号 42700000000467
市営住宅消防設備保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 10時07分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生921番地外

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 株式会社消防弘済会

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目２７番１９号

落札金額 268,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 268,000円 決定

2 株式会社オガワ防災 380,000円

3 株式会社協立防災工業 744,000円

4 株式会社多摩綜合防災 750,000円

備考 【概要】
市営住宅の消防設備点検・保守業務　一式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00174 件名

内部発注番号 42700000000490
階段昇降機保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 広洋産業株式会社

所在地 東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号南大塚アロービル２F

落札金額 265,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 広洋産業株式会社 265,000円 決定

備考 【概要】
議場に設置している車椅子用階段昇降機の保守委託
 
　定期点検　年４回
　建築基準法に基づく法定検査　年１回
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00173 件名

内部発注番号 42700000000492
庁舎等電気保安業務委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9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本町５番地・福生市本町18番地

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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ＮＴＴファシリティーズ中央

所在地 東京都港区芝浦三丁目４番１号

落札金額 865,800円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＮＴＴファシリティーズ中央 865,800円 決定

備考 【概要】
庁舎・もくせい会館電気保安業務　１式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00169 件名

内部発注番号 42700000000484
駐車場管制装置保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 10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１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 三菱プレシジョン株式会社 社会・交通システム営業本部　駐車場システム営業部

所在地 東京都江東区有明三丁目５番７号

落札金額 504,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 三菱プレシジョン株式会社 社会・交通システム
営業本部　駐車場システム営業部

504,000円 決定

備考 【概要】
駐車場管制装置保守　１式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00171 件名

内部発注番号 42700000000487
庁舎自家発電機保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 10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１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 株式会社明電エンジニアリング東日本 本社

所在地 東京都品川区大崎三丁目７番９号

落札金額 465,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社明電エンジニアリング東日本 本社 465,000円 決定

備考 【概要】
自家発電機保守委託　１式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00170 件名

内部発注番号 42700000000485
コージェネレーション発電機保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 10時13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１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 株式会社荏原製作所 東京支社

所在地 東京都大田区羽田旭町1１番１号

落札金額 2,230,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社荏原製作所 東京支社 2,230,000円 決定

備考 【概要】
コージェネレーション発電機
　保守　　　１式
　遠隔監視　１式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00172 件名

内部発注番号 42700000000488
高齢者住宅緊急通報システム機器保守点検委託

（シルバーピア福生外）
入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 10時14分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生2216番地６外

営業種目１ 014 理化学機械器具 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 愛知時計電機株式会社 東京支店

所在地 東京都新宿区高田馬場二丁目１４番２号新陽ビル３F

落札金額 612,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 愛知時計電機株式会社 東京支店 612,500円 決定

備考 【概要】
シルバーピア福生、シルバーピア熊川第二、シルバーピア北田園及び各所副表示盤設置施設の高齢者住宅緊急通報シス
テム機器の通年保守　一式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00155 件名

内部発注番号 42700000000237
庁舎等冷暖房空調設備保守委託（機器保守）入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 八重洲工業株式会社

所在地 東京都立川市柴崎町二丁目２５番３号

落札金額 3,350,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 3,350,000円 決定

2 アルム株式会社 あきる野支店 4,500,000円

3 株式会社サンアメニティ 多摩支社 5,480,000円

4 株式会社サンライズ 6,100,000円

5 日建総業株式会社 八王子支店 6,350,000円

6 株式会社武翔総合管理 昭島支店 6,500,000円

備考 【概要】
冷暖房設備　１式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00154 件名

内部発注番号 42700000000240
各小中学校冷暖房空調設備保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 9時42分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地外９校

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 11,980,000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 11,980,000円 決定

2 八重洲工業株式会社 15,000,000円

3 株式会社太平エンジニアリング 15,500,000円

4 大成温調株式会社 多摩営業所 16,000,000円

5 八王子建物管理株式会社 16,200,000円

6 株式会社テクノ菱和 西東京営業所 16,300,000円

7 アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー東
京本店

19,500,000円

備考 【概要】
各小中学校冷暖房空調設備保守
　冷暖房切替
　加湿器清掃
　フィルター清掃
　試運転調整
　緊急時対応
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00175 件名

内部発注番号 42700000000241
わかぎり会館冷暖房空調設備保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9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 東京都福生市福生1280番地１

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 八重洲工業株式会社

所在地 東京都立川市柴崎町二丁目２５番３号

落札金額 450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 450,000円 決定

2 ムサシノアロー株式会社 500,000円

3 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 520,000円

4 テクノ矢崎株式会社 東京支店 530,000円

備考 【概要】
ガスヒートポンプエアコン室外機点検（年１回）、ガスヒートポンプエアコン室内機点検（年２回）、全熱交換機（年２回）、排気フ
ァン点検（年１回）
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00161 件名

内部発注番号 42700000000247
庁舎等冷暖房空調設備保守委託（集中監視装置

）
入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 9時45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１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー東京本店

所在地 東京都品川区東品川四丁目１２番１号

落札金額 660,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー東
京本店

660,000円 決定

備考 【概要】
集中監視装置保守委託　１式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00160 件名

内部発注番号 42700000000255
中央体育館冷暖房空調設備保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 9時46分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園二丁目９番地１

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 あかね通信機株式会社 多摩支店

所在地 東京都府中市白糸台四丁目44番地の１車返団地3－11－103号

落札金額 220,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 あかね通信機株式会社 多摩支店 220,000円 決定

2 株式会社日本環境ビルテック 多摩支店 227,000円

3 株式会社トリートップ 多摩支店 300,000円

4 富士建物管理株式会社 390,000円

備考 【概要】
空調設備が正常に機能するために保守点検する。
定期巡回保守点検
　　冷房開始前点検及び清掃（５月末日まで）
　　暖房開始前点検及び清掃（11月末日まで）
　　不時の故障（必要の都度）
　　フィルター清掃（38枚、年２回）
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00159 件名

内部発注番号 42700000000256
保健センター冷暖房空調設備保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 9時48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１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 580,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社エムアイティ 580,000円 決定

2 株式会社エム・シー・スタッフ 650,000円

3 有限会社ケンエンタープライズ 680,000円

4 株式会社オーエンス 多摩支店 700,000円

5 八重洲工業株式会社 770,000円

備考 【概要】
冷暖房空調設備一式の年間保守及び点検
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00158 件名

内部発注番号 42700000000260
さくら会館冷暖房空調設備保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 9時49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）

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 株式会社三幸コミュニティマネジメント 東京多摩支店

所在地 東京都西東京市芝久保町３丁目４番３０号ケルン田無１‐２１５

落札金額 475,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社三幸コミュニティマネジメント 東京多
摩支店

475,000円 決定

2 八重洲工業株式会社 500,000円

3 大成温調株式会社 多摩営業所 690,000円

4 大和興産株式会社 700,000円

備考 【概要】
さくら会館内の空調設備の切替、保守などを行う。
・定期保守点検　年２回
・故障時の点検修理
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00157 件名

内部発注番号 42700000000246
庁舎等冷暖房空調設備保守委託（もくせい会館）入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 9時50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18番地

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 ムサシノアロー株式会社

所在地 東京都小金井市緑町五丁目２１番２３号

落札金額 509,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ムサシノアロー株式会社 509,000円 決定

2 株式会社アイサービス 520,000円

3 株式会社アジャスト 小金井支店 676,000円

4 伊吹住設株式会社

辞退

備考 【概要】
冷暖房設備保守　１式
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00156 件名

内部発注番号 42700000000244
各小中学校電気保安業務委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 11時44分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地外９箇所

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 一般財団法人　関東電気保安協会 多摩事業本部

所在地 東京都国分寺市泉町三丁目３７番２３号

落札金額 2,307,240円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 一般財団法人　関東電気保安協会 多摩事業
本部

2,660,112円 協議の結果2,307,240円で決
定

2 中央ビルサービス株式会社 3,100,000円

3 大成株式会社 多摩営業所 3,300,000円

4 株式会社アコス 羽村支店 9,000,000円

5 株式会社太平エンジニアリング

辞退

備考 【概要】
電気事業法の規定に基づき学校生活が安全に行えるよう定期的な保安業務を実施する。
　・電気保安業務　一式
　　受変電施設、校地、校内電気施設及び電灯設備の保守点検（月次・年次）
　　保安点検に伴う調査書、報告書の作成
　　緊急時の技術者派遣及び緊急対応　外
 
協議の結果、一般財団法人　関東電気保安協会 多摩事業本部と2,307,240円（税抜）で決定しました。
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00180 件名

内部発注番号 42700000000471
各小中学校消防設備保守委託入札見積締切日時 2015年3月6日 17時00分

開札日時 2015年3月9日 10時54分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地外９箇所

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 株式会社サンワ

所在地 東京都青梅市藤橋三丁目１２番地１０

落札金額 520,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社サンワ 540,000円 協議の結果520,000円で決
定

2 株式会社きしの防災 800,000円

3 セントラル防災工業株式会社 多摩支店 1,070,000円

4 株式会社東新商会 1,600,000円

備考 【概要】
消防法の定めによる外観機能点検及び総合点検
・消火器設備・屋内消火栓設備・自動火災警報設備
・避難設備・誘導灯設備・防排煙設備・非常用放送設備
 
協議の結果、株式会社サンワと520,000円（税抜）で決定しました。
※見積価格は税抜です。



履行期限

案件番号
業 種

業務区分

入札方法 契約方法
落札方法

0000000493 委託（契約係契約）

開札記録票

電気・暖冷房等設備保守 詳細業種
各小中学校電気保安業務委託（その２）委託件名
福生市大字福生1055番地外９箇所履行場所
自 平成27年 4月 1日 ～ 至 平成28年 3月31日
随意契約 総価契約
平成27年 3月 9日入札・見積日 15時0分 総務部契約管財課契約係
小中学校10校に設置してあるデマンド監視装置の運用
デマンド監視装置及び通信機器（ルータ・携帯電話端末ネットワーク等）のメンテナンス

価格競争

浦野崇史
田村理恵

入札執行者

1回目
入札価格(円)

(評価値)

概要

企業名又は委任先名

立会人

1

2

2回目
入札価格(円)

(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

3

4

5

6

5回目
入札価格(円)
(評価値)

7

項
番

8

9

10

株式会社近計システム
498,000 決定

備考


