
予定価格

落札金額

6,966,000

6,580,000

2,647,280

4,120,000

4,050,000

1,235,000

3,804,000

3,690,000

884,000

3,150,000

936,000

2,200,000

576,000

2,584,500

2,260,000

2,025,000

2,000,000

445,000

1,777,000

1,550,000

1,250,000

680,000

1,590,000

1,287,500

1,350,000

1,684,000

1,550,000

550,000

582,000

※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。

21 道路反射鏡点検等保守委託 ㈱日本ボーサイ工業 4 2 不調随契

20 せせらぎ遊歩道公園用地測量委託 ㈱ふくみ 4 1

19
市道幹線Ⅱ-４号線路肩部カラー舗
装工事

多摩ライン㈱ 5 1 事前公表案件

18
市道幹線Ⅱ-４号線外２路線（わら
つけ街道）FWD調査業務委託

グリーン・コンサルタント
㈱

5 1

17
福生第七小学校外１校電話設備更
新工事

大和通信機㈱ 5 1 事前公表案件

16 熊川公園ケヤキ伐採委託 ㈱共進造園 5 1

15
消費者啓発「たっけー☆☆を活用
した未成年者への啓発（グッズ作
成）」事業委託　その２

㈱ＪＴＢ 5 1

14 市営住宅解体除却工事 ㈲横澤開発工業 5 1 事前公表案件

13
消費者啓発「たっけー☆☆を活用
した未成年者への啓発（グッズ作
成）」事業委託

㈱イトダネーム東京支店 5 1

12 ほたる公園井戸改修工事 ㈲村尾造園土木 5 1 事前公表案件

11 市営住宅内装改良工事（その３） ㈲秋元 5 1 事前公表案件

10
福生駅東口地下自転車駐車場防犯
カメラ借上

綜合警備保障㈱南多摩支社 5 1

9
公共下水道管渠清掃委託（駅前等
清掃）

㈱スイーピングサービス 5 1

8 みそ汁用乾燥具材購入 ㈱消防弘済会 5 1

7 道路台帳調書補正委託 ㈱ヤチホ多摩支店 6 1

6
ライセンス購入（IT資産管理ソフ
トウェア）

リコージャパン㈱西東京支社
西東京ＬＡ営業部

5 1

5
牛浜駅西口自転車駐車場ブロック
塀改良工事

㈱共進造園 6 1 事前公表案件

4 災害対策用品購入 ㈱消防弘済会 5 3 不調随契

3
旧すみれ保育園跡地コンクリート
塀改良工事

成友興業㈱福生営業所 6 1 事前公表案件

2 災害備蓄庫配備食糧購入 船山㈱東京本店 5 1

1
市道幹線Ⅱ-10号線（銀座通り）舗
装補修工事

㈱第一建設 6 1 事前公表案件

令和元年12月12日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00537 件名

内部発注番号 5877
市道幹線Ⅱ-10号線（銀座通り）舗装補修工事入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 9時04分

予定価格 7,662,600円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市志茂地内

業種 0100 道路舗装工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社第一建設

所在地 東京都福生市大字熊川１４３８番地１０

落札金額 6,580,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社第一建設 6,580,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 6,590,000円

3 東山建設株式会社

辞退

4 株式会社島田組 福生営業所

辞退

5 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

6 株式会社塩田組

辞退

備考 【概要】
アスファルト舗装工　　　　　　　　127.07㎡
アスファルト舗装＋滑り止め舗装工　198.55㎡
インターロッキング据え直し工　　　　　10㎡
区画線設置工　　　　　　　　　　　196.34ｍ
区画線設置工（記号）　　　　　　　　　16ｍ
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00554 件名

内部発注番号 6241
災害備蓄庫配備食糧購入入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 9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2303番地７外

営業種目１ 026 警察・消防・防災用品 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 船山株式会社 東京本店

所在地 東京都中央区月島二丁目２０番１５号

落札金額 2,647,280円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 船山株式会社 東京本店 2,647,280円 落札

2 株式会社消防弘済会 2,650,360円

3 株式会社廣瀬商会 2,786,000円

4 星野総合商事株式会社 東京営業所 2,976,580円

5 株式会社安田商会 3,024,000円

備考 【概要】
災害備蓄庫配備食糧の購入
ライスクッキー960食、アルファ化米（炊き出しセット）2,000食、アルファ化米（袋入り個食）2,000食、アルファ化米白がゆ
1,000食、缶入りパン1,200缶、薄焼きビスケット960食、防災用クラッカー1,400食、飲料水（500ml）2,640本
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00538 件名

内部発注番号 5939
旧すみれ保育園跡地コンクリート塀改良工事入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 9時15分

予定価格 4,532,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生946番地１

業種 0600 一般土木工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 成友興業株式会社 福生営業所

所在地 東京都福生市福生699番地3

落札金額 4,050,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 成友興業株式会社 福生営業所 4,050,000円 落札

2 東山建設株式会社

辞退

3 株式会社島田組 福生営業所

辞退

4 有限会社村尾造園土木

辞退

5 有限会社麻生マーク

辞退

6 立山産業株式会社

辞退

備考 【概要】
コンクリート塀（万年塀）上部撤去の上笠木設置　46.9ｍ
目隠しフェンス新設　H1500　17.8ｍ　H1800　29.1ｍ
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00555 件名

内部発注番号 5734
災害対策用品購入入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 15時45分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1055番地外

営業種目１ 026 警察・消防・防災用品 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 1,235,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 株式会社消防弘済会 1,327,500円 1,290,000円 1,238,000円 不調随契　1,235,000円

2 株式会社きしの防災 1,359,500円 1,320,000円 1,263,500円

3 船山株式会社 東京本店 1,366,000円 1,320,000円 1,276,000円

4 社会福祉法人東京コロニー 東京コロニー 1,405,000円

辞退 ＊＊

5 星野総合商事株式会社 東京営業所 1,366,000円

不参 ＊＊

備考 【概要】
エアーマット　50個入り　13箱
使い捨てほ乳ボトル　4個入り　250箱
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00539 件名

内部発注番号 5816
牛浜駅西口自転車駐車場ブロック塀改良工事入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 9時21分

予定価格 4,184,400円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜58番地１

業種 0600 一般土木工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社共進造園

所在地 東京都福生市南田園三丁目１６番地１２号

落札金額 3,690,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社共進造園 3,690,000円 落札

2 興國緑化株式会社

辞退

3 株式会社塩田組

辞退

4 井戸鉄建株式会社

辞退

5 株式会社第一建設

辞退

6 株式会社渡辺工務店

不参

備考 【概要】
牛浜駅西口自転車駐車場　　　　ブロック塀撤去　一式
　　　　　　　　　　　　　　　目隠しフェンス新設　一式
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00556 件名

内部発注番号 5807
ライセンス購入（IT資産管理ソフトウェア）入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 002 事務機器・情報処理用機器 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 リコージャパン株式会社 西東京支社　西東京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 884,000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 西東京支社　西東京
ＬＡ営業部

884,000円 落札

2 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ 925,000円

3 富士電機ＩＴソリューション株式会社 950,000円

4 株式会社ムサシ 1,157,000円

5 コムコ株式会社

不参

備考 【概要】
ライセンス更新　702ライセンス
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00540 件名

内部発注番号 5848
道路台帳調書補正委託入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12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 東京都福生市本町５番地

業種 1400 測量

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社ヤチホ 多摩支店

所在地 東京都東久留米市八幡町一丁目３番３３号

落札金額 3,150,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヤチホ 多摩支店 3,150,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 3,480,000円

3 株式会社アース設計コンサルタント 3,480,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 3,500,000円

5 第一航業株式会社 西東京支店 3,500,000円

6 国際航業株式会社 多摩営業所 5,200,000円

備考 【概要】
道路台帳の記載事項に変更が生じたため、道路法施行規則第４条の２第５項の規定により、
補正委託を行うもの。
道路補正延長（歩道区分なし）：593.97ｍ
道路補正延長（歩道区分あり）：989.32ｍ
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00557 件名

内部発注番号 6065
みそ汁用乾燥具材購入入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12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 東京都福生市大字熊川1606番地１

営業種目１ 026 警察・消防・防災用品 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 936,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 936,000円 落札

2 株式会社サンワ 990,000円

3 社会福祉法人東京コロニー 東京コロニー 999,000円

4 株式会社廣瀬商会 1,008,000円

5 株式会社渡辺武商店

辞退

備考 【概要】
みそ汁用乾燥具材(500食分)×18箱
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00541 件名

内部発注番号 6048
公共下水道管渠清掃委託（駅前等清掃）入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12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 東京都福生市福生駅・牛浜駅・東福生駅等周辺

営業種目１ 113 管渠清掃 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 株式会社スイーピングサービス

所在地 東京都あきる野市瀬戸岡３６０番地１

落札金額 2,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社スイーピングサービス 2,200,000円 落札

2 株式会社タカヤマ 東京支店 2,400,000円

3 株式会社加藤商事 西多摩支店 2,430,000円

4 株式会社京葉興業 2,500,000円

5 株式会社三凌商事 2,520,000円

備考 【概要】
高圧洗浄車運転工　3,833.7m
給水車運転工　　　　　　５日
揚泥車運転工　　　　　　５日
土砂処分工　　　　　　　８立方メートル
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00558 件名

内部発注番号 5949
福生駅東口地下自転車駐車場防犯カメラ借上入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 13時24分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市東町５番地１

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 綜合警備保障株式会社 南多摩支社

所在地 東京都八王子市南町６番１０号

落札金額 576,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 綜合警備保障株式会社 南多摩支社 576,000円 落札

2 株式会社セキュリティハウス西東京 984,000円

3 東洋通信工業株式会社 1,249,560円

4 株式会社カナデン

辞退

5 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【60箇月長期継続契約】
・監視カメラ設置　８台
・液晶モニター　１台
・ハードディスクレコーダー　１台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00542 件名

内部発注番号 6109
市営住宅内装改良工事（その３）入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 9時55分

予定価格 2,842,950円

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

業種 3600 内装仕上

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社秋元

所在地 東京都福生市大字福生２２５０番地３２

落札金額 2,260,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社秋元 2,260,000円 落札

2 有限会社ルミエール・シバタ 2,465,000円

3 株式会社平田建装

辞退

4 株式会社大倉商店

辞退

5 株式会社水井装備

辞退

備考 【概要】
内装改良工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00543 件名

内部発注番号 5910
ほたる公園井戸改修工事入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 10時04分

予定価格 2,227,500円

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９番地１

業種 0600 一般土木工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社村尾造園土木

所在地 東京都福生市牛浜１２８番地

落札金額 2,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 2,000,000円 落札

2 株式会社森田工業所 2,005,000円

3 東山建設株式会社 2,019,000円

4 株式会社共進造園 2,025,000円

5 興國緑化株式会社

辞退

備考 【概要】
既設ポンプの撤去・井戸洗浄工事（簡易揚水量試験を含む）　一式
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00545 件名

内部発注番号 6181
消費者啓発「たっけー☆☆を活用した未成年者へ

の啓発（グッズ作成）」事業委託
入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 10時51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１ 190 その他の業務委託等 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 005 荒物雑貨 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 090 その他の物品 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 株式会社イトダネーム 東京支店

所在地 東京都新宿区早稲田鶴巻町５４５

落札金額 445,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社イトダネーム 東京支店 445,000円 落札

2 三幸商事株式会社 640,000円

3 株式会社ＪＴＢ 1,440,000円

4 株式会社キョウエイアドインターナショナル 本
社 辞退

5 株式会社東亞 東京本社

不参

備考 【概要】
キャラクターグッズのデザイン・作成（迷子防止バンド・クリーニングクロス）
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00544 件名

内部発注番号 6105
市営住宅解体除却工事入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 10時25分

予定価格 1,954,700円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生959番地

業種 3100 解体工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社横澤開発工業

所在地 東京都あきる野市横沢１５４番地

落札金額 1,550,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社横澤開発工業 1,550,000円 落札

2 株式会社アイ・エス・ディー 1,558,000円

3 株式会社三浦屋興業

辞退

4 株式会社小椋組

辞退

5 株式会社ティーエムハンズ

辞退

備考 【概要】
空き家木造市営住宅（１棟）の解体除却工事を実施する。
　・第一市営住宅180（木造平屋造　昭和31年度建設）
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00548 件名

内部発注番号 6182
消費者啓発「たっけー☆☆を活用した未成年者へ

の啓発（グッズ作成）」事業委託　その２
入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 13時30分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 190 その他の業務委託等 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 005 荒物雑貨 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 007 繊維・ゴム・皮革製品 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ＪＴＢ

所在地 東京都品川区東品川二丁目３番１１号

落札金額 1,250,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＴＢ 1,250,000円 落札

2 株式会社キョウエイアドインターナショナル 本
社

1,350,000円

3 株式会社ヒューマントラスト 営業本部 2,500,000円

4 株式会社リトルランド

辞退

5 株式会社ネクストブレイン

不参

備考 【概要】
キャラクターグッズのデザイン・作成
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00550 件名

内部発注番号 5899
熊川公園ケヤキ伐採委託入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 11時13分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川660番地

営業種目１ 110 道路・公園管理 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 株式会社共進造園

所在地 東京都福生市南田園三丁目１６番地１２号

落札金額 680,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社共進造園 680,000円 落札

2 株式会社丸松 748,000円

3 有限会社英造園 880,000円

4 株式会社福樹園 900,000円

5 有限会社福生造園

不参

備考 【概要】
枯損木伐採工　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00547 件名

内部発注番号 6051
福生第七小学校外１校電話設備更新工事入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 10時54分

予定価格 1,749,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園一丁目１番地１外１箇所

業種 3300 電話・通信

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 大和通信機株式会社

所在地 東京都国分寺市東戸倉一丁目１４番２１号

落札金額 1,287,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 大和通信機株式会社 1,287,500円 落札

2 サンコウ総合設備株式会社 1,356,000円

3 株式会社日本タスクス

辞退

4 有限会社ニコウ技研

辞退

5 神田通信機株式会社 立川支店

不参

備考 【概要】
基本モジュール取替　２台
多機能電話機取替　９台
停電電話機取替　４台
コードレス多機能電話機取替　２台
各種設定　一式
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00549 件名

内部発注番号 5930
市道幹線Ⅱ-４号線外２路線（わらつけ街道

）FWD調査業務委託
入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 11時16分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

営業種目１ 124 土木・水系関係調査業務 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 グリーン・コンサルタント株式会社

所在地 東京都品川区東品川三丁目３２番２０号

落札金額 1,350,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 グリーン・コンサルタント株式会社 1,350,000円 落札

2 アートエンジニアリング株式会社 1,880,000円

3 アールテックコンサルタント株式会社 3,500,000円

4 株式会社レインボー・コンサルタント

不参

5 ティーアール・コンサルタント株式会社 東京本
社 不参

備考 【概要】
調査業務　　　　一式
　（区間延長2,680m、調査地点135箇所）
解析検討業務　　一式
開削調査　　　　一式
　（起終点外10箇所）
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00546 件名

内部発注番号 5749
市道幹線Ⅱ-４号線路肩部カラー舗装工事入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 11時01分

予定価格 1,852,400円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

業種 7500 道路標示塗装

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 多摩ライン株式会社

所在地 東京都福生市牛浜３２番地１

落札金額 1,550,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 多摩ライン株式会社 1,550,000円 落札

2 有限会社麻生マーク 1,587,000円

3 株式会社ミズホライン 1,624,000円

4 株式会社アシスタ 1,669,000円

5 株式会社リバイバル

辞退

備考 【概要】
道路標示設置　　市道幹線Ⅱ-４号線の一部（170.91㎡）
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00551 件名

内部発注番号 5937
せせらぎ遊歩道公園用地測量委託入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 11時17分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川地内

業種 1400 測量

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社ふくみ

所在地 東京都福生市大字福生２３５６番地６

落札金額 550,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 550,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 630,000円

3 株式会社アース設計コンサルタント 780,000円

4 有限会社あきる野測量設計 福生営業所

不参

備考 【概要】
打合せ協議　１式
用地測量　　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2019-00552 件名

内部発注番号 3593
道路反射鏡点検等保守委託入札見積締切日時 2019年12月11日 17時00分

開札日時 2019年12月12日 13時12分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

営業種目１ 024 標識・看板等 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 株式会社日本ボーサイ工業

所在地 東京都府中市新町一丁目70番地2

落札金額 582,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社日本ボーサイ工業 722,000円 628,000円 不調随契 582,000円

2 有限会社麻生マーク 785,000円

辞退

3 ニューズ産業株式会社 847,000円

辞退

4 株式会社ミズホライン 832,000円

辞退

備考 【概要】
道路反射鏡点検（近接目視、打音、触診等）
福生地内　　314基
 
※入札価格は税抜きです。


