
予定価格

落札金額

9,560,000

16,364,000

8,200,000

4,024,000

3,400,000

3,436,000

2,184,000

2,000,000

2,445,000

2,000,000

1,730,000

1,100,000

980,000

645,320

463,218

950,000

960,000

800,000

514,000

316,000

令和２年7月16日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

2
防災行政無線（移動系）施設改良工
事に伴う備品購入（その２）

田中電気㈱ 7 1
議会の議決後、契約
予定

1 地籍調査委託 ㈱アース設計コンサルタント 7 3 不調随契

4 避難所感染症予防対策備品購入 船山㈱東京本店 6 1

3
福生中部処理分区・多摩川第10排水
区Ｒ２その１工事基本設計委託

㈱ファースト設計福生営業所 6 1

6
避難所感染症予防対策物品購入その
１

6 1 不調

5
せせらぎ遊歩道公園法面対策工事設
計委託

中央開発㈱東京支社 6 1

8 配膳室牛乳保冷庫購入 ㈱アイホー多摩営業所 5 1

7 スタディ・アシスト実施委託
㈱エデュケーショナルネット
ワーク

6 1

10 統合端末電算機借上（R02） ㈱ＪＥＣＣ 5 1

9 公共下水道管渠清掃委託Ｒ２その１ ㈱スイーピングサービス 5 1

12
庁舎外壁シーリング打替工事設計委
託

㈱古賀建築事務所 5 2 不調随契

11 多摩川堤防沿桜管理委託 ㈱丸松 5 1

14
電算機借上（土木積算システム用機
器等）

5 2 不調

13
市庁舎外６箇所建築設備定期検査報
告書作成委託

㈱京和建築事務所 5 1

16
避難所感染症予防対策備品購入その
２

㈱樋口商店 5 1

15
市庁舎外6箇所特定建築物定期調査
報告書作成委託

㈲ティエム建築デザイン研究
所

5 1

18
市営住宅排水管清掃委託（単価契
約）

安藤設備㈱ 5 1

17
「未成年者を対象とした消費者啓
発」事業委託

㈱共同印刷所 5 1

20
廃棄物処理委託（オイルドレーン等
清掃）

㈱加藤商事西多摩支店 5 1

19
かえで会館外６箇所建築設備定期検
査報告書作成委託

㈱タマ建築設計事務所 5 1

※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。

22
消費者啓発「見守り手向けバスラッ
ピング」事業委託

㈱武揚堂 4 1

21 公園遊具点検委託
㈱トレジャーボックス東京支
店

5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00360 件名

内部発注番号 1433
地籍調査委託入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 14時35分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生の一部、福生二宮の一部、熊川の一部

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 株式会社アース設計コンサルタント

所在地 東京都福生市北田園二丁目２０番１０号

落札金額 9,560,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 株式会社アース設計コンサルタント 10,600,000円 10,300,000円 10,000,000円 不調随契　9,560,000円

2 株式会社ふくみ 11,000,000円 10,500,000円 10,050,000円

3 株式会社プランニングマップ 10,900,000円 10,460,000円 10,160,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 11,000,000円 10,500,000円 10,200,000円

5 株式会社ファースト設計 福生営業所 11,500,000円 10,500,000円

辞退

6 株式会社大輝 11,720,000円

辞退 ＊＊

7 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 11,550,000円

辞退 ＊＊

備考 【概要】
都市再生地籍調査(官民境界等先行調査)
　調査面積　0.07k㎡(D~H工程)
 
※契約確定の翌日から令和３年　３月１２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 2020-00352 件名

内部発注番号 1553
防災行政無線（移動系）施設改良工事に伴う備品

購入（その２）
入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16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 東京都福生市内

営業種目１ 017 通信用機械器具類 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 田中電気株式会社

所在地 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号

落札金額 16,364,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 田中電気株式会社 16,364,000円 落札

2 スイス通信システム株式会社 東京支店 16,940,000円

3 三愛電子工業株式会社 17,360,000円

4 松和電子システム株式会社 東京支店 18,200,000円

5 三益消防機材株式会社

辞退

6 日神電子株式会社

辞退

7 株式会社昭栄通信機

辞退

備考 【概要】
車載型28台購入
 
※令和03年08月31日まで
※議会議決後、契約予定
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00361 件名

内部発注番号 1612
福生中部処理分区・多摩川第10排水区Ｒ２その

１工事基本設計委託
入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 9時10分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町137番地先

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 8,200,000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 8,200,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 8,480,000円

3 株式会社ふくみ 8,500,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 9,000,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 9,100,000円

6 有限会社あきる野測量設計 福生営業所 9,250,000円

備考 【概要】
福生駅西口再開発に伴う汚水管及び雨水管布設の基本設計。
 
※契約確定の翌日から令和３年　１月２９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 2020-00353 件名

内部発注番号 1855
避難所感染症予防対策備品購入入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 9時15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15か所

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 4,024,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 船山株式会社 東京本店 4,024,000円 落札

2 株式会社消防弘済会 4,160,000円

3 株式会社きしの防災 4,344,000円

4 株式会社カナメ商事 4,472,000円

5 株式会社オガワ防災 4,500,000円

6 株式会社廣瀬商会

不参

備考 【概要】
簡易ベッド　　　　　　80台
簡易パーテーション　　80式
 
※令和02年09月30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 2020-00362 件名

内部発注番号 1545
せせらぎ遊歩道公園法面対策工事設計委託入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 9時21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 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 中央開発株式会社 東京支社

所在地 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号

落札金額 3,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 中央開発株式会社 東京支社 3,400,000円 落札

2 株式会社日本インシーク 東京本社営業部 6,800,000円

3 株式会社東建設研究所

辞退

4 株式会社共和技術コンサルタンツ 東京営業所

辞退

5 株式会社地盤調査事務所

辞退

6 国際航業株式会社 多摩営業所

辞退

備考 【概要】
法面工予備設計　　　　　　　　　１箇所
アンカー付現場打ち法枠詳細設計　１箇所
落石防護柵詳細設計　　　　　　　１箇所
 
※契約確定の翌日から令和３年　１月２９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 2020-00354 件名

内部発注番号 1853
避難所感染症予防対策物品購入その１入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16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 東京都福生市福生1055番地外16か所

営業種目１ 026 警察・消防・防災用品 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 020 医薬品・衛生材料・介護用品 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 共立薬品株式会社

辞退

2 済生堂岡田薬品

辞退

3 株式会社トキワ

辞退

4 株式会社三和堂

辞退

5 船山株式会社 東京本店

辞退

6 東京サラヤ株式会社 東京支店

不参

備考 【概要】
防護服850着、フェイスシールド850着、ディスポーザルグローブ85箱、不織布マスク（大人用）（50枚入り・個包装）1,020箱、不織布マ
スク（子供用）（50枚入り・個包装）102箱
 
※全者応札なしのため、打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00366 件名

内部発注番号 1607
スタディ・アシスト実施委託入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 9時53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92番地５外

営業種目１ 190 その他の業務委託等 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 株式会社エデュケーショナルネットワーク

所在地 東京都千代田区富士見二丁目１１番１１号

落札金額 3,436,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社エデュケーショナルネットワーク 3,436,000円 落札

2 株式会社トライグループ 東京支店 3,976,200円

3 株式会社授業学研究所

辞退

4 株式会社学研教育みらい

辞退

5 株式会社早稲田アカデミー

不参

6 特定非営利活動法人キッズドア 東京事務局

不参

備考 【概要】
参加生徒の習熟度に踏まえ、進学を目指した学力向上及び希望進路実現を図ることを目的とした学習支援を実施する。
 
※契約確定の翌日から令和３年　３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 2020-00355 件名

内部発注番号 1702
配膳室牛乳保冷庫購入入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 9時36分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平一丁目９番地１外

営業種目１ 009 家電・カメラ・厨房機器等 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 株式会社アイホー 多摩営業所

所在地 東京都八王子市松木18－9

落札金額 2,184,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アイホー 多摩営業所 2,184,000円 落札

2 株式会社リベロ 多摩営業所 2,193,000円

3 日本調理機株式会社 立川営業所 2,250,000円

4 平成調理機株式会社 2,260,000円

5 タニコー株式会社 立川営業所

不参

備考 【概要】
市内小中学校（３校）の配膳室に設置する牛乳保冷庫を購入
福生第六小学校　１台
福生第七小学校　１台
福生第一中学校　１台
 
※令和02年08月21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 2020-00363 件名

内部発注番号 1466
公共下水道管渠清掃委託Ｒ２その１入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 9時43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１ 113 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 2,000,000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 2,000,000円 落札

2 株式会社加藤商事 西多摩支店 2,290,000円

3 株式会社タカヤマ 東京支店 2,340,000円

4 株式会社旭商会 2,400,000円

5 株式会社京葉興業 2,420,000円

備考 【概要】
高圧洗浄車運転工　６日
揚泥車運転工　　　６日
給水車運転工　　　６日
ＴＶカメラ車運転工６日
汚泥処分工　　　　12立方メートル
 
※契約確定の翌日から令和　２年９月３０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 2020-00356 件名

内部発注番号 2103
統合端末電算機借上（R02）入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 9時47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 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 2,445,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 2,445,000円 落札

2 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

3 日立キャピタル株式会社

辞退

4 みずほ東芝リース株式会社

辞退

5 東京センチュリー株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
統合端末ノート型　５台
タッチパネルディスプレイ　５台
ICカードリーダライタ　５台
操作者認証装置　５台外
 
※令和02年11月01日から令和07年10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 2020-00365 件名

内部発注番号 1955
多摩川堤防沿桜管理委託入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 9時56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一丁目先から北田園二丁目先

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 株式会社丸松

所在地 東京都福生市志茂56番地

落札金額 2,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社丸松 2,000,000円 落札

2 有限会社英造園 2,200,000円

3 株式会社福樹園 2,270,000円

4 有限会社福生造園 2,300,000円

5 株式会社共進造園 2,340,000円

備考 【概要】
樹木剪定工
　軽剪定80本、不要枝剪定186本
 
※契約確定の翌日から令和３年　３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 2020-00357 件名

内部発注番号 805
庁舎外壁シーリング打替工事設計委託入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 13時35分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

業種 1100 建築設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社古賀建築事務所

所在地 東京都八王子市元本郷町三丁目１２番２号

落札金額 1,730,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社古賀建築事務所 3,500,000円 1,790,000円 不調随契　1,730,000円

2 株式会社京和建築事務所 3,000,000円

辞退

3 株式会社金子設計 1,800,000円

辞退

4 株式会社タマ建築設計事務所 2,400,000円

辞退

5 有限会社ティエム建築デザイン研究所

辞退 ＊＊

備考 【概要】
庁舎外壁シーリング打替工事に関する設計業務　一式
 
※契約確定日の翌日から令和02年11月30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 2020-00367 件名

内部発注番号 1631
市庁舎外６箇所建築設備定期検査報告書作成委

託
入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16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 東京都福生市本町５番地外６箇所

業種 1100 建築設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社京和建築事務所

所在地 東京都福生市本町２３番地２号

落札金額 1,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社京和建築事務所 1,100,000円 落札

2 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,300,000円

3 アトリエ・ＨＯＳＯ・建築設計研究室 3,300,000円

4 モリタ構造設計室

辞退

5 株式会社藤澤設計

辞退

備考 【概要】
建築基準法第12条第３項の規定による定期報告書の作成
 
※契約確定の翌日から令和２年１０月３０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 2020-00358 件名

内部発注番号 1865
電算機借上（土木積算システム用機器等）入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 16時39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１ 131 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 井上事務機事務用品株式会社 1,464,000円 1,458,000円

2 富士通リース株式会社 1,518,000円

辞退

3 株式会社ＪＥＣＣ 1,470,000円

辞退

4 和泉ビジネス・マシン株式会社

辞退 ＊＊

5 日通商事株式会社 東京支店

辞退 ＊＊

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
土木積算システム用機器等の借上
 
※協議の結果、打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00368 件名

内部発注番号 1622
市庁舎外6箇所特定建築物定期調査報告書作成

委託
入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16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 東京都福生市本町５番地外６箇所

業種 1100 建築設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社ティエム建築デザイン研究所

所在地 東京都福生市熊川1697番地16角柳ビル2階

落札金額 980,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ティエム建築デザイン研究所 980,000円 落札

2 株式会社京和建築事務所 1,150,000円

3 株式会社都市・建築計画研究所

辞退

4 モリタ構造設計室

辞退

5 株式会社大輝

辞退

備考 【概要】
建築基準法第12条第１項の規定による定期報告書の作成
 
※契約確定の翌日から令和２年１１月２０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 2020-00359 件名

内部発注番号 1854
避難所感染症予防対策備品購入その２入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 10時20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16か所

営業種目１ 026 警察・消防・防災用品 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 015 工作用機械器具 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目３ 009 家電・カメラ・厨房機器等 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 株式会社樋口商店

所在地 東京都福生市大字熊川９０４番地

落札金額 645,320円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社樋口商店 645,320円 落札

2 クサジマ電器株式会社 798,320円

3 有限会社メディア・ワールド

辞退

4 株式会社ミナカミ

辞退

5 有限会社ヤマシン

辞退

備考 【概要】
業務用扇風機68台、コードリール68台
 
※令和02年09月30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 2020-00371 件名

内部発注番号 1880
「未成年者を対象とした消費者啓発」事業委託入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 10時27分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 101 印刷 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 株式会社共同印刷所

所在地 東京都府中市寿町三丁目１３番地の８

落札金額 463,218円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社共同印刷所 463,218円 落札

2 株式会社ドゥ・アーバン 783,100円

3 株式会社大和田組 839,500円

4 株式会社ジャパックス 850,000円

5 株式会社高尾印刷 1,160,000円

備考 【概要】
未成年者に向けた消費者啓発冊子を、漫画形式で学年ごとに３種類作成する。
 
※契約確定の翌日から令和２年１２月２５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 2020-00370 件名

内部発注番号 1563
市営住宅排水管清掃委託（単価契約）入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 10時30分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生921番地　第二市営住宅１～４号棟

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 安藤設備株式会社

所在地 東京都福生市志茂１７５番地

落札金額 950,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 安藤設備株式会社 950,000円 落札

2 株式会社森田工業所 1,000,000円

3 田中工業株式会社

辞退

4 羽村設備株式会社

辞退

5 有限会社カネショウ

辞退

備考 【概要】
居室内の雑排水管系統（台所、洗面所、浴室、洗濯）の清掃を年１回実施する。
 
※契約確定日の翌日から令和02年09月30日まで
※推定総額にて入札を行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00369 件名

内部発注番号 1629
かえで会館外６箇所建築設備定期検査報告書作

成委託
入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 10時39分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平一丁目２０番地６外６箇所

業種 1100 建築設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社タマ建築設計事務所

所在地 東京都あきる野市草花１８１７番地３

落札金額 960,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社タマ建築設計事務所 960,000円 落札

2 株式会社構研設計事務所 970,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 990,000円

4 株式会社京和建築事務所 1,100,000円

5 モリタ構造設計室

辞退

備考 【概要】
建築基準法第12条第３項の規定による定期報告書の作成
 
※契約確定日の翌日から令和02年10月30日から
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00364 件名

内部発注番号 1916
廃棄物処理委託（オイルドレーン等清掃）入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 10時50分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川1566番地４

営業種目１ 112 廃棄物処理 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 株式会社加藤商事 西多摩支店

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町長岡三丁目５番地１５

落札金額 800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社加藤商事 西多摩支店 800,000円 落札

2 株式会社スイーピングサービス 950,000円

3 有限会社常盤組 1,080,000円

4 株式会社京葉興業 1,100,000円

5 有限会社中村組

不参

備考 【概要】
リサイクルセンター工場内のオイルドレーン等を高圧洗浄し、槽にたまった汚泥を汚泥吸引車により吸引し、産業廃棄物として適正な
方法により処理する（年２回）。
 
※契約確定の翌日から令和　３年　３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 2020-00372 件名

内部発注番号 1995
公園遊具点検委託入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16日 10時48分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

営業種目１ 190 その他の業務委託等 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 株式会社トレジャーボックス 東京支店

所在地 東京都日野市平山三丁目8番地33

落札金額 514,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社トレジャーボックス 東京支店 514,000円 落札

2 株式会社三津穗 750,000円

3 株式会社トッケン 東京営業所 1,265,000円

4 株式会社三英 1,800,000円

5 株式会社アボック社 東京営業所

辞退

備考 【概要】
遊具点検（劣化点検）市内68公園300基
事前打ち合わせ・調査報告書　１式
 
※令和02年09月30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 2020-00373 件名

内部発注番号 1933
消費者啓発「見守り手向けバスラッピング」事業委託入札見積締切日時 2020年7月15日 17時00分

開札日時 2020年7月16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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 115 広告代理 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 株式会社武揚堂

所在地 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号

落札金額 316,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社武揚堂 316,000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 416,000円

3 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 560,000円

4 光洋産業株式会社

不参

備考 【概要】
市内を走行する市内バス２台それぞれに、消費者啓発に係る見守り手に向けた内容のラッピングシート（フィルム）を作成し貼付する。
 
※契約確定の翌日から令和３年　３月１５日まで
※入札価格は税抜きです。


