
 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00166 件名

内部発注番号 42600000000400
保健センター清掃委託入札見積締切日時 2014年3月5日 17時00分

開札日時 2014年3月6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 株式会社ナビック

所在地 東京都府中市本町一丁目１番地４LM府中第５－２０４号

落札金額 4,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ナビック 4,200,000円 決定

2 株式会社オリエントサービス 府中支店 4,300,000円

3 株式会社Ｂ・ｐｒｏ 昭島支店 4,556,640円

4 大成株式会社 多摩営業所 5,012,300円

5 株式会社エム・シー・スタッフ 5,240,130円

6 株式会社アイサービス 5,467,968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
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00026 件名

内部発注番号 42600000000121
リサイクルセンター清掃委託入札見積締切日時 2014年3月5日 17時00分

開札日時 2014年3月6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 3,384,000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 3,384,000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

3,680,000円

3 株式会社シーアンドピー 3,850,000円

4 株式会社アイサービス 4,000,000円

5 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 4,150,000円

6 株式会社日本環境ビルテック 多摩営業所 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回以上）1,047ｍ2、定期
床清掃ワックスがけ（月１回以上）、
ガラス清掃（年４回）248ｍ2、雨どい清掃（工場棟・貯留棟年３回）
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00038 件名

内部発注番号 42600000000141
さくら会館清掃委託入札見積締切日時 2014年3月5日 17時00分

開札日時 2014年3月6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163番地（さくら会館）

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 株式会社雄水

所在地 東京都中野区中央二丁目２２番１３号

落札金額 5,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社雄水 5,100,000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

5,390,000円

3 株式会社須田ビルメンテナンス 5,472,000円

4 有限会社エムアイティ 5,800,000円

5 株式会社ナビック 7,800,000円

6 株式会社オーエンス 多摩支店 8,500,000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）年３回　③定期清掃（ガラス）年３回　④蛍光灯清掃　年１回　⑤貯水
槽清掃及び水質検査、点検報告書等の提出
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00149 件名

内部発注番号 42600000000348
学校給食センター清掃委託入札見積締切日時 2014年3月5日 17時00分

開札日時 2014年3月6日 10時17分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市牛浜162番地、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 322,500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 322,500円 決定

2 株式会社アイビーメンテナンス 多摩支店 400,000円

3 あかね通信機株式会社 多摩支店 410,000円

4 株式会社オーエンス 多摩支店 480,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
 
第一学校給食センター及び第二学校給食センターの清掃
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00098 件名

内部発注番号 42600000000253
中央体育館清掃委託入札見積締切日時 2014年3月5日 17時00分

開札日時 2014年3月6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 20,988,000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 20,988,000円 決定

2 株式会社日本環境ビルテック 多摩営業所 23,000,000円

3 株式会社シーアンドピー 23,600,000円

4 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 24,500,000円

5 株式会社リンレイサービス 25,000,000円

6 大和興産株式会社 25,150,000円

7 アルム株式会社 あきる野支店 25,500,000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（年６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
 
※見積価格は税抜です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00153 件名

内部発注番号 42600000000097
庁舎清掃等委託入札見積締切日時 2014年3月5日 17時00分

開札日時 2014年3月6日 12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三丁目１８番４号

落札金額 23,760,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社エムアイティ 23,760,000円 決定

2 株式会社アイディ日本サービス 24,120,000円

3 株式会社和心 西東京本社 25,000,000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

26,770,000円

5 株式会社新東管理 27,000,000円

6 株式会社雄水 31,200,000円

7 株式会社三友 31,800,000円

8 株式会社アジャスト 小金井支店 33,480,000円

9 ユニティーサービス株式会社 40,000,000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
 
もくせい会館清掃　一式
 
※見積価格は税抜です。


