
予定価格

落札金額

6,327,000

3,945,000

3,920,000

5,556,000

1,324,550

2,760,000

530,000

762,600

令和２年9月15日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1
消耗品購入（デジタル教科書ライセ
ンス）

富士電機ＩＴソリューション㈱ 6 1

2
福生第一小学校外７校普通教室等扉
鍵設置工事

井戸鉄建㈱ 6 1 事前公表案件

3 文書管理システム機器借上 ㈱ＪＥＣＣ 6 1

4
消費者啓発「見守り活動の支援及び
啓発グッズ制作」事業委託

㈱イトダネーム東京支店 5 1

5
プログラミング教育用教材購入（追
加分）

㈲高野教材社 6 1

6 情報機器作業従事者健康診断委託 4 1 不調

7 福生第二中学校体育館暗幕等購入 キングラン・メディケア㈱ 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。

8
福生三中　特別教室机購入（補助
金）

㈲ヤマシン 5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00447 件名

内部発注番号 3365
消耗品購入（デジタル教科書ライセンス）入札見積締切日時 2020年9月14日 17時00分

開札日時 2020年9月15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 富士電機ＩＴソリューション株式会社

所在地 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号

落札金額 6,327,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士電機ＩＴソリューション株式会社 6,327,000円 落札

2 リコージャパン株式会社 販売事業本部　西東京
支社　西東京ＬＡ営業部

6,540,240円

3 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ

辞退

4 株式会社紀伊國屋書店 首都圏西営業部

辞退

5 株式会社日立システムズ

辞退

6 ミツイワ株式会社 サービスＥＮＧ本部　多摩ＦＳ部

辞退

備考 【概要】
デジタル教科書ライセンス購入（小学校７校）
 
※令和02年10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 2020-00454 件名

内部発注番号 3292
福生第一小学校外７校普通教室等扉鍵設置工事入札見積締切日時 2020年9月14日 17時00分

開札日時 2020年9月15日 9時13分

予定価格 4,339,500円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地外７か所

業種 0700 建築工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 井戸鉄建株式会社

所在地 東京都青梅市今井三丁目6番地17号

落札金額 3,920,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 井戸鉄建株式会社 3,920,000円 落札

2 株式会社三栄建設 3,944,000円

3 株式会社塩田組

辞退

4 株式会社モリタ

辞退

5 株式会社渡辺工務店

辞退

6 株式会社島田組 福生営業所

不参

備考 【概要】
鍵交換　222か所
鍵新設　97か所
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定の翌日から令和２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 2020-00448 件名

内部発注番号 3433
文書管理システム機器借上入札見積締切日時 2020年9月14日 17時00分

開札日時 2020年9月15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 5,556,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 5,556,000円 落札

2 富士通リース株式会社 5,562,000円

3 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社

辞退

4 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

5 三菱電機クレジット株式会社

辞退

6 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】
文書管理システムで使用するための機器の借上げ（サーバ機器、バックアップ機器）
 
※令和03年02月01日から令和08年01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 2020-00456 件名

内部発注番号 3455
消費者啓発「見守り活動の支援及び啓発グッズ制作

」事業委託
入札見積締切日時 2020年9月14日 17時00分

開札日時 2020年9月15日 10時49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18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２ 090 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 1,324,550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 1,324,550円 落札

2 株式会社ＪＴＢ 2,204,500円

3 株式会社東京法規出版

辞退

4 株式会社ヒューマントラスト 営業本部

不参

5 株式会社キョウエイアドインターナショナル 本社

不参

備考 【概要】
消費生活問題に係る地域の見守り手向けに、見守り活動の手助けとなるグッズを制作する。
 
※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 2020-00449 件名

内部発注番号 3252
プログラミング教育用教材購入（追加分）入札見積締切日時 2020年9月14日 17時00分

開札日時 2020年9月15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 東京都福生市大字熊川623番地　福生第二小学校　外

営業種目１ 003 学校教材・運動用品・楽器 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 有限会社高野教材社

所在地 東京都武蔵村山市大南１丁目７１番地の１６

落札金額 2,760,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社高野教材社 2,760,000円 落札

2 秋川教材 3,000,000円

3 株式会社小笠原 3,140,000円

4 株式会社ウチダシステムズ

辞退

5 株式会社マルミ運動具店

辞退

6 リレーションズ株式会社

辞退

備考 【概要】
電気の利用実験ボード　200個
 
※令和02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 2020-00457 件名

内部発注番号 3131
情報機器作業従事者健康診断委託入札見積締切日時 2020年9月14日 17時00分

開札日時 2020年9月15日 9時50分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 122 検査業務 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人財団綜友会 780,000円

2 医療法人クレモナ会

辞退

3 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

不参

4 医療法人社団崎陽会

不参

備考 【概要】
受診を希望する職員を対象に情報機器作業従事者健康診断を行う。
 
※推定総額にて入札を行った。
※入札価格は税抜きです。
※入札は打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2020-00450 件名

内部発注番号 3354
福生第二中学校体育館暗幕等購入入札見積締切日時 2020年9月14日 17時00分

開札日時 2020年9月15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 東京都福生市加美平一丁目22番地１　福生第二中学校

営業種目１ 008 室内装飾品等 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 キングラン・メディケア株式会社

所在地 東京都千代田区神田須田町１丁目１０番地

落札金額 530,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 キングラン・メディケア株式会社 530,000円 落札

2 株式会社和光インテリア 555,190円

3 有限会社ヤマシン 699,000円

4 有限会社ルミエール・シバタ 794,000円

5 株式会社安田商会

辞退

備考 【概要】
暗幕　　キャットウォーク28枚　　　舞台袖６枚
レール　キャットウォーク28セット　舞台袖３セット
 
※令和02年11月06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 2020-00451 件名

内部発注番号 3558
福生三中　特別教室机購入（補助金）入札見積締切日時 2020年9月14日 17時00分

開札日時 2020年9月15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 東京都福生市南田園三丁目１番地１

営業種目１ 004 什器・家具 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 有限会社ヤマシン

所在地 東京都福生市本町85番地

落札金額 762,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ヤマシン 762,600円 落札

2 いさみや 816,000円

3 株式会社ツクモ商事 817,500円

4 有限会社メディア・ワールド 825,000円

5 やまみ屋 825,000円

備考 【概要】
特別教室机　　　30台
 
※令和03年02月26日まで
※入札価格は税抜きです。


