
予定価格

落札金額

26,885,000

24,640,000

22,413,000

19,900,000

4,212,000

3,461,000

3,380,000

1,705,455

28,170,000

1,770,000

6,240,320

2,307,000

2,171,731

1,720,000

1,680,000

712,920

470,000

1,260,000

1,351,040

865,000

138,500

656,000
不調随契

令和３年４月22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1
福生南部第１処理分区・中央排水
区Ｒ３その１工事（３・３・30号
線延伸関連事業）

㈱田村工務店 7 1

3 複合型介護予防教室委託 医療法人社団和風会 6 1

事前公表案件2
福生南部第１処理分区Ｒ３その１
工事（志茂立体関連事業）

㈱田村工務店 7 1

4
中央排水区Ｒ３その１工事（市道
第1065号線）

成友興業㈱福生営業所 6 1 事前公表案件

5
東京都議会議員選挙投票受付事務
等労働者派遣委託

㈱綜合キャリアオプション 6 1

6 生活保護システム借上 富士通リース㈱ 9 1

7
令和３年度福生市市政世論調査業
務委託

㈱４７ブランディング 5 1

事前公表案件

8
議員用タブレット端末借上及び通
信回線サービスの提供

ソフトバンク㈱ 6 1

9 維持管理補修工事Ｒ３その１ 東山建設㈱ 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。

16 介護保険パンフレット印刷・製本 ㈱現代けんこう出版 5 1

17 各小・中学校プール施設清掃委託 ㈱オービーエス 5 1

18
テレビ電話多言語通訳サービス等
委託（コロナワクチン）

㈱スマートボックス 5 1

19
各小・中学校プール給排水設備保
守委託

㈱森田工業所 5 2

不調

11 公害関係分析委託 エヌエス環境㈱東京営業所 5 1

10 郵便料金計器借上 6 1

13 高齢者認知症予防教室委託 医療法人社団和風会 5 1

12
輝き市民サポートセンター電算機
借上

井上事務機事務用品㈱ 5 1

15 自動車騒音調査等委託
㈱アクト音響振動調査事務
所東京営業所

5 1

14 中学生交通安全教室実施委託 ㈱オフィスワイルド 4 2



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00263 件名

内部発注番号 528
福生南部第１処理分区・中央排水区Ｒ３その１工事

（３・３・30号線延伸関連事業）
入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 9時01分

予定価格 29,573,500円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生2219番地10先

業種 0500 下水道施設工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社田村工務店

所在地 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目１番地３

落札金額 24,640,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社田村工務店 24,640,000円 落札

2 成友興業株式会社 福生営業所 25,480,000円

3 土屋建設株式会社

辞退

4 株式会社島田組 福生営業所

辞退

5 株式会社第一建設

辞退

6 東山建設株式会社

辞退

7 木本建興株式会社 多摩支店

辞退

備考 【概要】
汚水管渠新設　Ｌ=174.18m
雨水人孔設置　４基
汚水人孔設置　５基
付帯工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　23,755,000円（税抜）
※契約確定日の翌日から令和03年10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 2021-00275 件名

内部発注番号 527
福生南部第１処理分区Ｒ３その１工事（志茂立体関

連事業）
入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 9時05分

予定価格 24,654,300円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市志茂地内

業種 0500 下水道施設工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社田村工務店

所在地 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目１番地３

落札金額 19,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社田村工務店 19,900,000円 落札

2 株式会社島田組 福生営業所 20,000,000円

3 株式会社第一建設 21,900,000円

4 株式会社塩田組

辞退

5 東山建設株式会社

辞退

6 株式会社岡野組

辞退

7 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

備考 【概要】
汚水管撤去工　φ250HP 239.18m
　　　　　　　φ250VU  25.48m
　　　　　　　φ200VU  10.93m
付帯工　一式
 
　　　　　　　
※契約確定の翌日から令和　３年１０月２９日まで
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格　19,697,000円（税抜）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00264 件名

内部発注番号 495
複合型介護予防教室委託入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 9時16分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜163番地　さくら会館外４箇所

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 医療法人社団和風会

所在地 東京都青梅市長淵九丁目１４１２番地の４

落札金額 4,212,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団和風会 4,212,000円 落札

2 コナミスポーツ株式会社 10,386,288円

3 株式会社ジェイレック 調布支店 12,870,000円

4 公益財団法人体力つくり指導協会

辞退

5 株式会社ルネサンス

辞退

6 有限会社ハイライフサポート

不参

備考 【概要】
高齢者のフレイル予防を目的とし、運動器の機能向上プログラムを中心に「口腔機能向上」「低栄養予防」「認知機能の向上」に関
する要素も取り入れた介護予防教室を実施する。１クールあたりの単価契約とし、18クールを実施予定。
 
※推定総額にて入札を行った。
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00276 件名

内部発注番号 514
中央排水区Ｒ３その１工事（市道第1065号線）入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 9時19分

予定価格 3,807,100円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生865付近

業種 0500 下水道施設工事

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 3,380,000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 3,380,000円 落札

2 株式会社第一建設 3,460,000円

3 株式会社塩田組

辞退

4 東山建設株式会社

辞退

5 株式会社森田工業所

辞退

6 有限会社村尾造園土木

辞退

備考 【概要】
雨水管渠新設　Ｌ=18.3m
人孔設置　　　２基
付帯工事　一式
 
※契約確定の翌日から令和３年　６月３０日まで
※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 2021-00265 件名

内部発注番号 459
東京都議会議員選挙投票受付事務等労働者派

遣委託
入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 17時11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１ 190 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 株式会社綜合キャリアオプション

所在地 東京都港区浜松町二丁目４番１号

落札金額 1,705,455円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社綜合キャリアオプション 1,705,455円 落札

2 株式会社ヒューマントラスト 営業本部 2,076,206円

3 テイケイトレード株式会社 2,204,547円

4 ランスタッド株式会社

辞退

5 株式会社シグマスタッフ

辞退

6 富士ソフトサービスビューロ株式会社

辞退

備考 【概要】
期日前投票受付事務等業務
４名（８名）×５日間　※ただし現場責任者1名、従事者３名とする。
５名（10名）×３日間　※ただし現場責任者1名、従事者４名とする。
当日投票受付事務等業務
各投票所に従事者３名（投票所11箇所、従事者延べ33名）
 
※契約確定日の翌日から令和03年07月04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 2021-00277 件名

内部発注番号 513
生活保護システム借上入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22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 富士通リース株式会社

所在地 東京都千代田区神田練塀町３番地

落札金額 28,170,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 28,170,000円 落札

2 株式会社ＪＥＣＣ 28,380,000円

3 芙蓉総合リース株式会社

辞退

4 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

5 日通商事株式会社 東京支店

辞退

6 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社

辞退

7 みずほ東芝リース株式会社

辞退

8 日立キャピタル株式会社

辞退

9 リコーリース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
生活保護システムソフトウェア及び機器（サーバ、クライアントＰＣ、プリンタ等）借上
 
※令和３年10月１日から令和８年９月30日まで（60箇月長期継続契約）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00266 件名

内部発注番号 522
令和３年度福生市市政世論調査業務委託入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 10時31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１ 125 市場・補償鑑定関係調査業務 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 株式会社４７ブランディング

所在地 東京都豊島区西池袋一丁目５番３号エルグビル８F

落札金額 1,770,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社４７ブランディング 1,770,000円 落札

2 株式会社エスピー研 1,840,000円

3 株式会社コクドリサーチ 2,250,000円

4 株式会社タイム・エージェント 2,300,000円

5 株式会社ＣＣＮグループ

辞退

備考 【概要】
調査対象人員　2,000人
調査方法　郵送による調査
 
※契約確定日の翌日から令和03年11月19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 2021-00278 件名

内部発注番号 544
議員用タブレット端末借上及び通信回線サービスの

提供
入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22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 ソフトバンク株式会社

所在地 東京都港区海岸一丁目７番１号

落札金額 6,240,320円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ソフトバンク株式会社 6,240,320円 落札

2 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

3 みずほ東芝リース株式会社

辞退

4 株式会社ＮＴＴドコモ 多摩支店

辞退

5 東京センチュリー株式会社

辞退

6 ＫＤＤＩ株式会社 ソリューション事業本部ソリューシ
ョン営業本部官公庁営業部 不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
　電子媒体による議会関係資料の配付や、その他関係資料の共有、迅速な情報伝達により、議会運営の活性化及び議会・議員
活動の効率化並びに紙資源の削減を図ることを目的とし、必要となるタブレット端末機器の導入及び通信サービスの利用契約を行う
。
 
※令和３年７月１日から令和８年６月30日まで（60箇月長期継続契約）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00267 件名

内部発注番号 594
維持管理補修工事Ｒ３その１入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 9時56分

予定価格 2,537,700円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

業種 0500 下水道施設工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 東山建設株式会社

所在地 東京都福生市福生１９８７番地２

落札金額 2,171,731円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東山建設株式会社 2,171,731円 落札

2 成友興業株式会社 福生営業所 2,280,000円

3 株式会社塩田組

辞退

4 株式会社森田工業所

辞退

5 有限会社村尾造園土木

辞退

備考 【概要】
人孔周り舗装補修工　13箇所
人孔蓋受枠固定工　　２箇所
 
※予定価格事前公表案件
※契約確定日の翌日から令和03年06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 2021-00279 件名

内部発注番号 482
郵便料金計器借上入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 9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 備考

1 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

2 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社

辞退

3 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

4 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

5 三菱電機クレジット株式会社

辞退

6 リコーリース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
郵便料金計器（計器１台）の借上を行う。
・日本郵便株式会社が認可した郵便料金計器であること
・封筒の自動送り装置が付いていること
・自動計量により、封筒に郵便料金が押印できること等
 
※打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00268 件名

内部発注番号 535
公害関係分析委託入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 10時03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１ 122 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 エヌエス環境株式会社 東京営業所

所在地 東京都港区芝公園一丁目２番９号

落札金額 1,720,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 エヌエス環境株式会社 東京営業所 1,720,000円 落札

2 株式会社静環検査センター 東京支店 2,300,000円

3 株式会社環境管理センター 技術センター 4,140,000円

4 株式会社新環境分析センター 4,500,000円

5 株式会社総合環境分析 東京技術センター

辞退

備考 【概要】
水質・大気等について分析業務を委託する。
１、多摩川合同採水分析　２、浮遊粉じん分析　３、燃料油分析「イオウ濃度」
４、大気汚染分析「二酸化窒素」　５、工場排水分析　６、地下水汚染調査　７、河川水質調査
８、雨水管水質調査「横田基地分」
 
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00284 件名

内部発注番号 575
輝き市民サポートセンター電算機借上入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 10時01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1014番地10　

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 井上事務機事務用品株式会社

所在地 東京都立川市曙町三丁目１８番２５号

落札金額 1,680,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 井上事務機事務用品株式会社 1,680,000円 落札

2 日立キャピタル株式会社

辞退

3 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

4 富士通リース株式会社

辞退

5 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
デスクトップパソコン２台、ノートパソコン２台、周辺機器、ソフトウエア、セットアップ、オンサイト保守ほか
 
※令和３年６月１日から令和８年５月31日まで（60箇月長期継続契約）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2021-00269 件名

内部発注番号 520
高齢者認知症予防教室委託入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 11時18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二丁目13番地１　福祉センター

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 医療法人社団和風会

所在地 東京都青梅市長淵九丁目１４１２番地の４

落札金額 712,920円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人社団和風会 712,920円 落札

2 株式会社ルネサンス 2,251,200円

3 株式会社ティップネス

辞退

4 東京体育機器株式会社

辞退

5 有限会社ハイライフサポート

不参

備考 【概要】
介護認定のない65歳以上の高齢者を対象とした、認知機能向上に特化した介護予防教室。１クールあたりの単価契約とし、３クー
ルを実施予定。
 
※推定総額にて入札を行った。
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00281 件名

内部発注番号 584
中学生交通安全教室実施委託入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 13時05分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川845　福生市立福生第一中学校　外

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２ 120 催事関係業務 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 株式会社オフィスワイルド

所在地 神奈川県川崎市多摩区三田一丁目２６番２８号ニューウェルテラス生田１０３

落札金額 470,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社オフィスワイルド 1,245,000円 470,000円 落札
※くじ引きによる

2 株式会社ビッグワールド 770,000円 470,000円

3 有限会社スーパードライバーズ

辞退 ＊＊

4 有限会社シャドウ・スタントプロダクション 480,000円

不参

備考 【概要】
交通安全の啓発を目的とした、自転車の転倒及び車両との衝突事故等のスタントによる模擬実演を含んだ交通安全教室の実施す
る。
 
※契約確定の翌日から令和３年　５月２８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 2021-00270 件名

内部発注番号 541
自動車騒音調査等委託入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 10時41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１ 122 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 株式会社アクト音響振動調査事務所 東京営業所

所在地 東京都台東区蔵前４丁目２１番９号蔵前坂口ビル

落札金額 1,260,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アクト音響振動調査事務所 東京営業
所

1,260,000円 落札

2 エヌエス環境株式会社 東京営業所 1,420,000円

3 環境リサーチ株式会社 1,850,000円

4 株式会社新環境分析センター 3,800,000円

5 株式会社総合環境計画

辞退

備考 【概要】
騒音規制法第17条及び第18条、振動規制法第16条に基づき、福生市内における道路交通騒音
等の継続的監視として、幹線道路の自動車騒音等の状況について調査を実施する。
 
※契約確定日の翌日から令和04年03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 2021-00282 件名

内部発注番号 607
介護保険パンフレット印刷・製本入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22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 東京都福生市牛浜163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 株式会社現代けんこう出版

所在地 東京都墨田区両国一丁目１２番８号

落札金額 1,351,040円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社現代けんこう出版 1,351,040円 落札

2 株式会社ライズファクトリー 1,484,800円

3 株式会社社会保険出版社 1,632,000円

4 株式会社東京法規出版

辞退

5 パール商事株式会社

辞退

備考 【概要】
介護保険パンフレット印刷・製本　32,000部
 
※令和３年　５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 2021-00271 件名

内部発注番号 499
各小・中学校プール施設清掃委託入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22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 東京都福生市大字福生1055番地外９か所

営業種目１ 109 浄化槽・貯水槽清掃 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 103 建物清掃 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 株式会社オービーエス

所在地 東京都昭島市郷地町三丁目８番６号

落札金額 865,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社オービーエス 865,000円 落札

2 株式会社フジクリーン 多摩支店 890,000円

3 有限会社エムアイティ 918,000円

4 株式会社東京サービス 950,000円

5 株式会社アンテック・オペレーション・システム 980,000円

備考 【概要】
プール施設清掃　10校
 
※契約確定日の翌日から令和03年07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 2021-00283 件名

内部発注番号 596
テレビ電話多言語通訳サービス等委託（コロナワクチ

ン）
入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 11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番地外

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２ 131 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 株式会社スマートボックス

所在地 東京都港区北青山三丁目３番７号第一青山ビル３階

落札金額 138,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社スマートボックス 138,500円 落札

2 株式会社テリロジーサービスウェア 310,000円

3 コニカミノルタジャパン株式会社

辞退

4 ランゲージワン株式会社

不参

5 株式会社ＢＲＩＣＫ’ｓ

不参

備考 【概要】
　新型コロナウイルスに係るワクチン接種の集団接種会場において、意思疎通が困難な外国人住民や聴覚障害者とのコミュニケーショ
ンを図り、誰もが安心してワクチン接種を受けられる体制を整備する。
 
※契約確定日の翌日から令和03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 2021-00273 件名

内部発注番号 579
各小・中学校プール給排水設備保守委託入札見積締切日時 2021年4月21日 17時00分

開札日時 2021年4月22日 13時10分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1055番地外９か所

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 株式会社森田工業所

所在地 東京都福生市大字熊川７４１番地

落札金額 656,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社森田工業所 750,000円 680,000円 不調随契　656,000円

2 安藤設備株式会社 800,000円

辞退

3 羽村設備株式会社

辞退 ＊＊

4 師岡設備工業株式会社

辞退 ＊＊

5 有限会社加藤設備

辞退 ＊＊

備考 【概要】
開栓・シャワー等保守工　10校
清掃立会工　10校
閉栓・シャワー等保守工　10校
 
※契約確定日の翌日から令和03年10月15日まで
※入札価格は税抜きです。


