
予定価格

落札金額

45,625,000

41,062,500

1,308,000

35,505,000

33,370,000

23,760,000

27,307,000

26,480,000

16,000,000

※予定価格（工事案件のみ）・落札金額は、円単位で消費税及び地方消費税を含んでいません。

6
福生南部第１処理分区・中央排水
区R元その１工事設計委託（産業道
路延伸関連事業）

㈱ファースト設計福生営業所 7 1

事前公表案件

4 電算機借上（全庁パソコン等H31） ＮＴＴファイナンス㈱ 9 1

5
福生第三小学校増築工事（電気設
備）

㈲日福電設 7 1

事前公表案件

2
電算機器借上（学校適応支援室用
パソコン等）

㈱ＪＥＣＣ 5 1

3
福生第三小学校増築工事（給排水
衛生設備）

羽村設備㈱ 9 1

事前公表案件

令和元年５月29日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1
福生第三小学校増築工事（空調設
備）

㈱八設 9 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00299 件名

内部発注番号 603
福生第三小学校増築工事（空調設備）入札見積締切日時 2019年5月28日 17時00分

開札日時 2019年5月29日 9時11分

予定価格 49,275,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地

業種 1000 空調工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社八設

所在地 東京都町田市相原町７８８番１

落札金額 41,062,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社八設 41,062,500円 落札
※くじ引きによる。

2 株式会社開成 41,062,500円

3 日本装芸株式会社 西東京支店 41,062,500円

4 株式会社奥山設備

辞退

5 ムサシノアロー株式会社

辞退

6 株式会社浅井設備

辞退

7 株式会社新和

辞退

8 八重洲工業株式会社

辞退

9 アートテクノ株式会社

辞退

備考 【概要】
福生第三小学校増築工事に伴う空調設備工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　41,062,000円（税抜き）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00303 件名

内部発注番号 801
電算機器借上（学校適応支援室用パソコン等）入札見積締切日時 2019年5月28日 17時00分

開札日時 2019年5月29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 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社ＪＥＣＣ

所在地 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

落札金額 1,308,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 1,308,000円 落札

2 富士通リース株式会社 1,323,600円

3 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

4 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社 辞退

5 日立キャピタル株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】学校適応支援室　インターネット用パソコン　４台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00300 件名

内部発注番号 606
福生第三小学校増築工事（給排水衛生設備）入札見積締切日時 2019年5月28日 17時00分

開札日時 2019年5月29日 9時21分

予定価格 38,345,400円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地

業種 0900 給排水衛生工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 羽村設備株式会社

所在地 東京都羽村市羽西一丁目１番２号

落札金額 33,370,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 羽村設備株式会社 33,370,000円 落札

2 師岡設備工業株式会社 34,300,000円

3 株式会社橋本設備

辞退

4 株式会社青木設備工業所

辞退

5 有限会社望月設備工業

辞退

6 田中工業株式会社

辞退

7 株式会社岩沢設備工業

辞退

8 有限会社加藤設備

辞退

9 株式会社森田工業所

辞退

備考 【概要】
福生第三小学校増築工事に伴う給排水衛生設備工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　31,954,000円（税抜き）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00275 件名

内部発注番号 662
電算機借上（全庁パソコン等H31）入札見積締切日時 2019年5月28日 17時00分

開札日時 2019年5月29日 13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 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 ＮＴＴファイナンス株式会社

所在地 東京都港区港南一丁目２番７０号

落札金額 23,760,000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 23,760,000円 落札

2 株式会社ＪＥＣＣ 23,826,000円

3 富士通リース株式会社 24,000,000円

4 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

5 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社 辞退

6 芙蓉総合リース株式会社

辞退

7 日興通信株式会社

辞退

8 日立キャピタル株式会社

辞退

9 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
Windows7のサポート切れに伴い、新たにノートパソコン40台等各種機器を借り上げる。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00301 件名

内部発注番号 604
福生第三小学校増築工事（電気設備）入札見積締切日時 2019年5月28日 17時00分

開札日時 2019年5月29日 9時30分

予定価格 29,491,560円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地

業種 0800 電気工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社日福電設

所在地 東京都福生市大字福生二宮２４４８番地

落札金額 26,480,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社日福電設 26,480,000円 落札

2 有限会社アクティブ電設 26,560,000円

3 ホーエイ電設株式会社 26,600,000円

4 宮崎電気株式会社 26,670,000円

5 有限会社モリヤ電気 26,750,000円

6 有限会社小林電業 26,860,000円

7 株式会社細谷電機 26,900,000円

備考 【概要】
福生第三小学校増築工事に伴う電気設備工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　24,576,000円（税抜き）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00302 件名

内部発注番号 710
福生南部第１処理分区・中央排水区R元その１工

事設計委託（産業道路延伸関連事業）
入札見積締切日時 2019年5月28日 17時00分

開札日時 2019年5月29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 東京都福生市福生地内

業種 1200 土木設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社ファースト設計 福生営業所

所在地 東京都福生市大字福生２５３番２号マウントビレッジB　１階

落札金額 16,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ファースト設計 福生営業所 16,000,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 16,800,000円

3 アートエンジニア株式会社 18,000,000円

4 三和開発技研株式会社 あきる野支店 18,060,000円

5 株式会社ふくみ 18,500,000円

6 株式会社アース設計コンサルタント 18,800,000円

7 国際測地株式会社 福生営業所 19,000,000円

備考 【概要】
汚水管渠開削工法設計　１式
雨水管渠開削工法設計　１式
雨水管渠推進工法設計　１式
既設管撤去検討　１式
設計協議　１式
報告書作成　１式
 
※入札価格は税抜きです。


