
予定価格

落札金額

30,563,000

22,512,700

21,156,000

19,041,000

10,924,000

9,040,000

32,384,000

21,500,000

28,158,000

17,000,000

※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。

5 保健センター空調設備改良工事 八重洲工業㈱ 9 1

事前公表案件
（令和２年４月24日
入札、低入札価格調
査後、落札者と決
定）

事前公表案件
（令和２年４月23日
入札、低入札価格調
査後、落札者と決
定）

1 さくら会館空調設備改良工事 ㈱東洋 9 1

事前公表案件
（令和２年４月23日
入札、低入札価格調
査後、落札者と決
定）

2
白梅会館外１箇所空調設備改良工
事

師岡設備工業㈱ 7 1

令和２年５月７日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

事前公表案件
（令和２年４月23日
入札、低入札価格調
査後、落札者と決
定）

4
田園会館外１箇所空調設備改良工
事

八重洲工業㈱ 9 1

事前公表案件
（令和２年４月24日
入札、低入札価格調
査後、落札者と決
定）

3 福生第三小学校プール改良工事 ㈲佐野防水工業 7 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00240 件名

内部発注番号 528
さくら会館空調設備改良工事入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23日 9時07分

予定価格 33,619,300円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜163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 株式会社東洋

所在地 東京都多摩市聖ヶ丘１丁目２８番地２４

落札金額 22,512,700円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社東洋 22,512,700円 低入札価格調査後、落札者
と決定

2 株式会社西川工業所 23,800,000円

3 アートテクノ株式会社 23,800,000円

4 株式会社竹村コーポレーション 多摩営業所 24,990,000円

5 株式会社岩沢設備工業 27,820,000円

6 株式会社渡辺工業所 30,000,000円

7 株式会社奥山設備 30,500,000円

8 八重洲工業株式会社

辞退

9 シー・エイチ・シー・システム株式会社

不参

備考 【概要】
室外機10台　撤去新設
室内機35台　撤去新設
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　27,923,000円（税抜）
※低入札価格調査を実施し、令和２年５月７日、株式会社東洋を落札者として決定した。
※契約確定の翌日から令和　２年　８月３１日まで
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00241 件名

内部発注番号 526
白梅会館外１箇所空調設備改良工事入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23日 9時18分

予定価格 23,271,600円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川559番地１外１箇所

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 師岡設備工業株式会社

所在地 東京都青梅市東青梅五丁目２３番地の１５

落札金額 19,041,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 師岡設備工業株式会社 19,041,000円 低入札価格調査後、落札者
と決定

2 ムサシノアロー株式会社 19,770,000円

3 株式会社森田工業所 20,500,000円

4 株式会社太平エンジニアリング 西多摩営業所 21,000,000円

5 東京環境プラント株式会社 21,150,000円

6 株式会社細谷電機 21,155,000円

7 加藤設備工業株式会社

辞退

備考 【概要】
白梅会館　EHP　７台新設
松林会館　EHP　７台新設
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　19,245,000円（税抜）
※低入札価格調査を実施し、令和２年５月７日、師岡設備工業株式会社を落札者として決定した。
※契約確定の翌日から令和　２年　７月１５日まで
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00242 件名

内部発注番号 515
福生第三小学校プール改良工事入札見積締切日時 2020年4月22日 17時00分

開札日時 2020年4月23日 9時42分

予定価格 12,016,400円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地

業種 3900 防水

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社佐野防水工業

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原９番地３２

落札金額 9,040,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社佐野防水工業 9,040,000円 低入札価格調査後、落札者
と決定

2 有限会社秋元 9,831,600円

3 株式会社マルリョウ 9,933,020円

4 有限会社昭和防水工事 9,950,000円

5 有限会社海野塗装工業 10,070,000円

6 株式会社平田建装 10,377,800円

7 株式会社日下部塗装店 10,924,000円

備考 【概要】
プール槽　塩ビ系防水シート張り　385.2㎡
プールサイド　防滑系ビニル床シート張り　294.1㎡
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　9,932,000円（税抜）
※低入札価格調査を実施し、令和２年５月７日、有限会社佐野防水工業を落札者として決定した。
※契約確定の翌日から令和　２年　７月３１日まで
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00252 件名

内部発注番号 536
田園会館外１箇所空調設備改良工事入札見積締切日時 2020年4月23日 17時00分

開札日時 2020年4月24日 9時01分

予定価格 35,622,400円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園三丁目６番地１外１箇所

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 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 21,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 21,500,000円 低入札価格調査後、落札者
と決定

2 日本装芸株式会社 西東京支店 29,145,600円

3 ムサシノアロー株式会社 29,800,000円

4 株式会社福島工業所 30,500,000円

5 株式会社大基 31,480,000円

6 株式会社ヤマト 多摩営業所 31,950,000円

7 東京電工株式会社 32,384,000円

8 大成温調株式会社 多摩営業所

辞退

9 株式会社開成 羽村支店

辞退

備考 【概要】
空調室外機2台　空調室内機18台　撤去新設　一式
空調室外機8台　空調室内機8台　新設　一式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　29,490,000円（税抜）
※低入札価格調査を実施し、令和２年５月７日、八重洲工業株式会社を落札者として決定した。
※契約確定の翌日から令和　２年　８月　７日まで
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00253 件名

内部発注番号 535
保健センター空調設備改良工事入札見積締切日時 2020年4月23日 17時00分

開札日時 2020年4月24日 9時13分

予定価格 30,973,800円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生2125番地３

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 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 17,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 17,000,000円 低入札価格調査後、落札者
と決定

2 株式会社八設 18,270,000円

3 酒井工業株式会社 立川営業所 27,500,000円

4 株式会社浅井設備 27,800,000円

5 ニッポー設備株式会社 28,000,000円

6 株式会社青和施設工業所

辞退

7 株式会社喬生

辞退

8 株式会社新和

辞退

9 東京冷機工業株式会社 多摩営業所

無効

備考 【概要】
空調室外機13台　空調室内機35台　撤去新設　一式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　25,700,000円（税抜）
※低入札価格調査を実施し、令和２年５月７日、八重洲工業株式会社を落札者として決定した。
※契約確定の翌日から令和　２年　７月３１日まで
※入札価格は税抜きです。


