
予定価格

落札金額

109,770,000

4,750,000

92,868,000

24,808,000

23,490,000

2,400,000

11,190,000

10,850,000

990,000

2,300,000

828,000

29,805,000

28,500,000

1,119,000

1,116,000

1,200,000

13,200,000

8,140,000

7,900,000

2,550,000

14,300,000

12,500,000

964,250

2,179,000

1,700,000

6,850,000

4,380,000

550,000

2,763,000

2,625,000

2,775,000

2,380,000

1,020,000

1,685,500

1,380,000

1,350,000

525,000

※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。

30 天井ダクト等清掃委託 ㈱須田ビルメンテナンス 4 1

5 1

29 市営プールシェルター修繕
日本フィールドシステム㈱ 関東支
店

5 1

28
プチギャラリー空調設備改良工事設
計委託

㈱京和建築事務所

27 重複・頻回受診者等訪問指導委託 ㈱全国訪問健康指導協会 5 1

26 市勢要覧作成委託 ㈱武揚堂 5 1

25
道路照明灯LED化に伴う灯柱塗装工
事

㈲海野塗装工業 5 1 事前公表案件

24 道路標示設置その２工事 多摩ライン㈱ 5 1 事前公表案件

23 中央体育館植木剪定委託 ㈲英造園 4 1

22
福生市熊川401番地先防火水槽撤去
工事

成友興業㈱ 福生営業所 6 1 事前公表案件

21 福生第四小学校体育館床改良工事 和宏体育施設㈱ 5 1 事前公表案件

20
職員胸部レントゲン検診及び胃検診
委託

4 1 不調

19 各小中学校ガラス清掃委託 ㈱ケイ・エス 5 2 不調随契

18 平成26年度地籍調査委託（区域２） ㈲三友測量設計 福生営業所 6 1

17 平成26年度地籍調査委託（区域１） 国際測地㈱ 福生営業所 6 1

16 本町排水区Ｈ26その１工事設計委託 ㈱ふくみ 5 1

15 市営住宅解体除却工事 ㈱三浦屋興業 6 1 事前公表案件

14 福生市地盤調査委託
基礎地盤コンサルタンツ㈱ 関東支
社

7 1

13
会議用イス、ロビーチェアー等備品
購入

㈱ヒノデン 福生支店 5 1

12 下水道BCP策定委託 ㈱アスコ 東京本社　東日本営業部 6 1

11 給食配膳用備品購入 平成調理機㈱ 5 2

10 わかたけ会館改良工事（空調設備） ㈱開成 9 1 事前公表案件

9 給食費管理システム電算機借上 ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ 5 1

8 市道幹線Ⅱ－２号線測量委託 ㈱プランニングマップ 5 1

7
施設間ネットワーク機器借上（Ｈ
26）

富士通リース㈱ 5 1

6
わかたけ会館改良工事（給排水衛生
設備）

羽村設備㈱ 6 1 事前公表案件

5 市民会館立体駐車場消火器購入 ㈱消防弘済会 5 1

4 わかたけ会館改良工事（電気設備） ホーエイ電設㈱ 7 1 事前公表案件

3
電算機借上（中学校用パソコン及び
小学校事務用パソコン等）

富士通リース㈱ 11 1

2 小中学校校舎外壁等調査委託 ㈱京和建築事務所 6 1

1 わかたけ会館改良工事（建築） 7 1
事前公表案件
不調

平成26年６月17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 2014-00216 件名

内部発注番号 42600000000716
わかたけ会館改良工事（建築）入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 9時07分

予定価格 118,551,600円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市大字熊川199番地１

業種 0700 建築工事

入札方式 01 一般競争入札

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 Ｙ・Ｋ・Ｎ株式会社 府中営業所

辞退

2 株式会社長井工務店

辞退

3 中村建設株式会社

辞退

4 株式会社島田組 福生営業所

辞退

5 株式会社カトービルドシステム

辞退

6 株式会社イズミ・コンストラクション 多摩営業所

辞退

7 株式会社瀧島建設 多摩支店

辞退

備考 【概要】
増築工事　一式（44.8㎡）
内外装改修工事　一式
サッシ取替工事　一式
エレベーター新設工事　一式（11人乗）
書架撤去新設工事　一式
外構工事　一式
 
※全者応札なしのため打ち切りとなりました。
※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 2014-00255 件名

内部発注番号 42600000000972
小中学校校舎外壁等調査委託入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 9時18分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市牛浜162番地外２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 4,750,000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 4,750,000円 落札

2 株式会社古賀建築事務所 5,100,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 5,250,000円

4 株式会社タマ建築設計事務所 5,400,000円

5 株式会社構研設計事務所 5,500,000円

6 有限会社小林建築設計工房 5,800,000円

備考 【概要】
外壁打診調査・目視調査　３校
防水調査　３校
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00286 件名

内部発注番号 42600000001226
電算機借上（中学校用パソコン及び小学校事務用

パソコン等）
入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17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 東京都福生市市内小中学校

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 92,868,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 92,868,000円 落札

2 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 117,588,000円

3 株式会社ＪＥＣＣ 121,500,000円

4 昭和リース株式会社 124,020,000円

5 日立キャピタル株式会社 124,716,000円

6 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

7 ＪＡ三井リース株式会社

辞退

8 日通商事株式会社 東京支店

辞退

9 日本電子計算株式会社

辞退

10 株式会社ライオン事務器 IT事業部

辞退

11 リコージャパン株式会社 首都圏営業本部　西
東京支社　LA営業部 辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
　中学校用パソコン　250台　（内訳）パソコン教室用123台、授業用６台、図書室用６台、校務用100台、職員室インターネット
用６台、管理職用６台、事務室用３台
　小学校用パソコン　７台　（内訳）事務用７台
※その他複合機３台、カラーレーザープリンタ６台ほか周辺機器を含む。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00256 件名

内部発注番号 42600000001121
わかたけ会館改良工事（電気設備）入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 9時26分

予定価格 26,792,640円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市大字熊川199番地１

業種 0800 電気工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 ホーエイ電設株式会社

所在地 東京都福生市大字福生９４７番地８

落札金額 23,490,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ホーエイ電設株式会社 23,490,000円 落札

2 有限会社小林電業 23,560,000円

3 株式会社細谷電機 23,690,000円

4 有限会社アクティブ電設 23,800,000円

5 宮崎電気株式会社 23,940,000円

6 有限会社モリヤ電気 24,100,000円

7 有限会社日福電設 24,300,000円

備考 【概要】
太陽光発電設備（1.5kw）新設工事　一式
建築工事に伴う部分の照明器具撤去新設工事　一式
外構照明工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格22,327,000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 2014-00251 件名

内部発注番号 42600000001090
市民会館立体駐車場消火器購入入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 9時26分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市指定の場所

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 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 2,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 2,400,000円 落札

2 株式会社サンワ 2,480,000円

3 株式会社オガワ防災 2,500,000円

4 株式会社多摩綜合防災 2,500,000円

5 セントラル防災株式会社 2,520,000円

備考 【概要】
ABC粉末消火器10型（3.0kg)　18本
消火器格納箱　スチール製　10型　18個
移動式粉末消火設備　18台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00258 件名

内部発注番号 42600000001123
わかたけ会館改良工事（給排水衛生設備）入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 9時30分

予定価格 12,085,200円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市大字熊川199番地１

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 羽村設備株式会社

所在地 東京都羽村市羽西一丁目１番２号

落札金額 10,850,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 羽村設備株式会社 10,850,000円 落札

2 株式会社桑林工業所 11,190,000円

3 株式会社吉田工務店 11,190,000円

4 安藤設備株式会社

辞退

5 田中工業株式会社

辞退

6 株式会社森田工業所

不参

備考 【概要】
建築工事に伴う部分の給排水設備工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格9,865,000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 2014-00284 件名

内部発注番号 42600000001312
施設間ネットワーク機器借上（Ｈ26）入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 9時34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 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 990,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 990,000円 落札

2 株式会社ＪＥＣＣ 998,400円

3 東洋通信工業株式会社 1,014,000円

4 日本電子計算株式会社

辞退

5 日立キャピタル株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
　市内各施設に設置するネットワーク中継機器（Ｌ２スイッチ）の借上
　借上台数　26台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00259 件名

内部発注番号 42600000001250
市道幹線Ⅱ－２号線測量委託入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17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 東京都福生市福生市武蔵野台地内

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 株式会社プランニングマップ

所在地 東京都福生市加美平三丁目３４番地１６

落札金額 2,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社プランニングマップ 2,300,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 2,400,000円

3 株式会社アース設計コンサルタント 2,500,000円

4 株式会社ふくみ 2,600,000円

5 国際測地株式会社 福生営業所 2,600,000円

備考 【概要】
基準点測量　　　　一式
道路敷地調査測量　一式
用地測量　　　　　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00285 件名

内部発注番号 42600000001401
給食費管理システム電算機借上入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17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 東京都福生市東京都福生市福生1290番地　福生市第二学校給食センター内

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 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

所在地 東京都立川市曙町二丁目２０番５号

落札金額 828,000円

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 828,000円 落札

2 昭和リース株式会社

辞退

3 富士通リース株式会社

辞退

4 日通商事株式会社 東京支店

辞退

5 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
ノートパソコン２台
付属品（マウス、FDD、バーコードリーダー、外付ハードディスク）
プリンタ１台
ソフトウェア（MicrosoftWindows7、MicrosoftOfficeProfessional2010ほか）
保守　等
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00260 件名

内部発注番号 42600000001150
わかたけ会館改良工事（空調設備）入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 9時50分

予定価格 32,189,400円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市大字熊川199番地１

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 株式会社開成

所在地 東京都羽村市栄町二丁目２２番地の２

落札金額 28,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社開成 28,500,000円 落札

2 八重洲工業株式会社 29,000,000円

3 酒井工業株式会社 立川営業所 29,330,000円

4 株式会社細谷電機 29,500,000円

5 東京冷機工業株式会社 多摩営業所 29,500,000円

6 株式会社福島工業所 29,760,000円

7 株式会社浅井設備 29,800,000円

8 株式会社新和 29,800,000円

9 株式会社青和施設工業所 29,800,000円

備考 【概要】
建築工事に伴う部分の空調機器撤去新設工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格26,723,000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 2014-00283 件名

内部発注番号 42600000001399
給食配膳用備品購入入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 13時08分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

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 平成調理機株式会社

所在地 東京都八王子市大谷町１０４３番地６３

落札金額 1,119,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 平成調理機株式会社 1,180,000円 1,119,000円 落札

2 ホシザキ東京株式会社 福生営業所 1,200,000円 1,140,000円

3 国立厨房サービス株式会社 1,200,000円 1,150,000円

4 共和厨房設備株式会社 1,382,000円 1,156,000円

5 株式会社アイホー 多摩営業所 1,226,000円

不参

備考 【概要】
給食配膳用備品　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00261 件名

内部発注番号 42600000001277
下水道ＢＣＰ策定委託入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 11時05分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市内

営業種目１ 123 都市計画・交通関係調査業務 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 株式会社アスコ 東京本社　東日本営業部

所在地 東京都江東区亀戸二丁目18番10号

落札金額 1,116,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アスコ 東京本社　東日本営業部 1,116,000円 落札

2 日本上下水道設計株式会社 東京総合事務所 3,500,000円

3 株式会社三水コンサルタント 東京支社 5,100,000円

4 株式会社日水コン 東京支所 7,000,000円

5 国際航業株式会社 多摩営業所 7,500,000円

6 オリジナル設計株式会社 東京事務所 15,000,000円

備考 【概要】
福生市において大規模地震等により下水道施設等が被災した場合でも、下水道が果たすべき機能を維持・回復することを目
的とした福生市下水道ＢＣＰ策定を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00282 件名

内部発注番号 42600000001446
会議用イス、ロビーチェアー等備品購入入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 10時06分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

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 株式会社ヒノデン 福生支店

所在地 東京都福生市福生６６０番５号奥田マンション１階Ａ－１０５号

落札金額 1,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヒノデン 福生支店 1,200,000円 落札

2 有限会社ヤマシン 1,238,000円

3 有限会社メディア・ワールド 1,240,000円

4 株式会社ツクモ商事 1,255,000円

5 有限会社いずみ堂 1,296,480円

備考 【概要】
会議用イス　50脚
チェアーポーター　２台
ロビーチェアー（背なし）　８台
ロビーチェアー（背あり）　８台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00262 件名

内部発注番号 42600000001173
福生市地盤調査委託入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 11時58分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市内

業種 1500 地質調査

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 関東支社

所在地 東京都江東区東陽三丁目２２番６号

落札金額 13,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 関東支社 13,200,000円 落札

2 株式会社アスコ 東京本社　東日本営業部 16,970,000円

3 興亜開発株式会社 多摩営業所 19,000,000円

4 株式会社ダイエーコンサルタンツ 東京支社 22,000,000円

5 株式会社ニュージェック 東京本社 25,500,000円

6 明治コンサルタント株式会社 東京支店 27,500,000円

7 日本上下水道設計株式会社 東京総合事務所

辞退

備考 【概要】
下水道総合地震対策計画事業に伴い福生市内の地盤調査を行い、液状化被害の発生しやすいエリアの選定を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00263 件名

内部発注番号 42600000001238
市営住宅解体除却工事入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 10時15分

予定価格 8,791,200円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市大字福生959番地外

業種 3100 ひき家・解体

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社三浦屋興業

所在地 東京都あきる野市牛沼５２４番地１８

落札金額 7,900,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社三浦屋興業 7,900,000円 落札

2 株式会社第一建設 8,000,000円

3 望月建設株式会社 8,100,000円

4 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 8,140,000円

5 株式会社エコワス

辞退

6 永和鉄鋼株式会社

不参

備考 【概要】
空き家木造市営住宅（6棟）の解体除却工事を実施する。
　・第一市営住宅160、174、177、178（木造平屋建　昭和31年度建設）……福生959番地
　・第四市営住宅211（木造平屋建　昭和31年度建設）……熊川1108番地
　・第五市営住宅194（木造平屋建　昭和31年度建設）……熊川978番地
 
※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 2014-00264 件名

内部発注番号 42600000001248
本町排水区Ｈ26その１工事設計委託入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17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 東京都福生市福生市本町58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 株式会社ふくみ

所在地 東京都福生市大字福生２３５６番地６

落札金額 2,550,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 2,550,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 2,650,000円

3 株式会社プランニングマップ 2,700,000円

4 有限会社三友測量設計 福生営業所 2,750,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 2,900,000円

備考 【概要】
設計業務　（開削工法（内径1200ｍｍ未満）　延長72ｍ）一式
報告書作成　一式
設計業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00272 件名

内部発注番号 42600000001270
平成26年度地籍調査委託（区域１）入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17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 東京都福生市福生市福生の一部

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 国際測地株式会社 福生営業所

所在地 東京都福生市大字熊川４９６番地１１

落札金額 14,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 国際測地株式会社 福生営業所 14,300,000円 落札

2 株式会社アース設計コンサルタント 14,800,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 15,000,000円

4 株式会社ふくみ 15,000,000円

5 株式会社プランニングマップ 15,000,000円

6 有限会社三友測量設計 福生営業所 15,200,000円

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　0.16ｋ㎡（Ｄ〜Ｈ工程）
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00273 件名

内部発注番号 42600000001271
平成26年度地籍調査委託（区域２）入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 10時35分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市福生の一部

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 有限会社三友測量設計 福生営業所

所在地 東京都福生市熊川371番地3

落札金額 12,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社三友測量設計 福生営業所 12,500,000円 落札

2 株式会社アース設計コンサルタント 12,880,000円

3 株式会社プランニングマップ 13,000,000円

4 株式会社ファースト設計 福生営業所 13,500,000円

5 株式会社ふくみ 13,800,000円

6 国際測地株式会社 福生営業所 13,800,000円

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　0.13ｋ㎡（Ｄ〜Ｈ工程）
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00265 件名

内部発注番号 42600000001275
各小中学校ガラス清掃委託入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 13時13分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市福生1055番地外９箇所

営業種目１ 103 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 株式会社ケイ・エス

所在地 東京都立川市柏町二丁目５０番地の４

落札金額 964,250円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社ケイ・エス 997,500円 980,875円 不調随契　964,250円

2 有限会社エムアイティ 1,097,250円

辞退

3 株式会社イクプランニング 1,130,500円

辞退

4 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 1,130,500円

不参

5 株式会社新東サービス 1,163,750円

不参

備考 【概要】
ガラス清掃（校舎・体育館・ランチルーム）
　小学校　　10,879 ㎡
　中学校　　 5,746 ㎡
計 16,625 ㎡
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00266 件名

内部発注番号 42600000001285
職員胸部レントゲン検診及び胃検診委託入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 10時45分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市本町５番地外

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 メディカルインスペクションセンター

辞退

2 医療法人社団崎陽会

不参

3 医療法人財団立川中央病院

不参

4 医療法人財団暁

不参

備考 【概要】
職員胸部レントゲン検診
　一次検診：間接撮影・直接撮影
　二次検診：直接撮影及び診察
胃検診
　一次検診：胃部間接撮影
　二次検診：ファイバースコープ
 
※推定総額にて入札を行った。
※全者応札なしのため打ち切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00267 件名

内部発注番号 42600000001263
福生第四小学校体育館床改良工事入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 10時55分

予定価格 2,353,320円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市福生1290番地

業種 2800 運動場施設

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 和宏体育施設株式会社

所在地 東京都世田谷区駒沢三丁目１９番１８号

落札金額 1,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 和宏体育施設株式会社 1,700,000円 落札

2 日本フィールドシステム株式会社 関東支店 1,750,000円

3 スポーツ施設株式会社 1,900,000円

4 日勝スポーツ工業株式会社 西東京支店 1,950,000円

5 スポーツマテリアル株式会社

不参

備考 【概要】
既存床研磨工･･･フロアサンダー3回掛け　666㎡
床塗装工･･･水性二液型ポリウレタン樹脂塗料3回塗り　666㎡
ライン工･･･バスケットボールコート　外
 
※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 2014-00268 件名

内部発注番号 42600000001320
福生市熊川401番地先防火水槽撤去工事入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 10時56分

予定価格 7,398,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市熊川401番地先

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 4,380,000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 4,380,000円 落札

2 東山建設株式会社 5,900,000円

3 鈴島建設株式会社 6,357,000円

4 株式会社第一建設 6,800,000円

5 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 6,850,000円

6 株式会社島田組 福生営業所

辞退

備考 【概要】
防火水槽撤去工　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 2014-00269 件名

内部発注番号 42600000001357
中央体育館植木剪定委託入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 11時06分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市北田園二丁目９番地１

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 有限会社英造園

所在地 東京都福生市熊川１０６７番地５

落札金額 550,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社英造園 550,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 610,000円

3 有限会社福生造園 628,000円

4 興國緑化株式会社 700,000円

備考 【概要】
中央体育館敷地内の高木・中木の剪定及び芝生地の芝刈りを委託して行い、報告書等の提出をするもの。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00270 件名

内部発注番号 42600000001351
道路標示設置その２工事入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 11時10分

予定価格 2,984,040円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市福生地内

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 2,625,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 多摩ライン株式会社 2,625,000円 落札

2 株式会社アシスタ 2,680,000円

3 株式会社ミズホライン 2,680,000円

4 有限会社麻生マーク 2,681,000円

5 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 2,720,000円

備考 【概要】
施工延長　L=425.6m
施工幅員　W=2.0m
樹脂系カラー舗装工①（塗布式）A=412.3㎡
樹脂系カラー舗装工②（吹き付け式）A=120.6㎡
 
※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 2014-00271 件名

内部発注番号 42600000001366
道路照明灯LED化に伴う灯柱塗装工事入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 11時28分

予定価格 2,997,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市内

業種 3700 一般塗装

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社海野塗装工業

所在地 東京都福生市武蔵野台一丁目４番地７

落札金額 2,380,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社海野塗装工業 2,380,000円 落札

2 株式会社平田建装 2,636,000円

3 有限会社麻生マーク 2,775,000円

4 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

5 有限会社秋元

不参

備考 【概要】
道路照明灯灯柱塗装工　300本
 
※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 2014-00279 件名

内部発注番号 42600000001375
市勢要覧作成委託入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 11時34分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市内全域

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 1,020,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社武揚堂 1,020,000円 落札

2 有限会社セイビ印刷所 1,188,000円

3 株式会社エアロ・フォト・センター 1,692,000円

4 株式会社中央ジオマチックス

辞退

5 株式会社電通パブリックリレーションズ

不参

備考 【概要】
市民や他の区市町村からの来訪者などに、市の魅力を紹介する冊子を作成するため、業務を委託する。企画立案から台割
れ、写真撮影、イラスト作成、図表・グラフ作成、レイアウト、デザイン処理、編集、印刷、製本などを行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00274 件名

内部発注番号 42600000001362
重複・頻回受診者等訪問指導委託入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 11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 株式会社全国訪問健康指導協会

所在地 東京都千代田区神田淡路町一丁目２番３号

落札金額 1,685,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社全国訪問健康指導協会 1,685,500円 落札

2 株式会社ルネサンス

辞退

3 株式会社日本生科学研究所

辞退

4 株式会社メディカル・コンシェルジュ

不参

5 株式会社ユーエスキュア

不参

備考 【概要】
【発注限度額】
・訪問指導対象者の抽出及び健康指導の実施
・訪問担当者の選出
・個人別訪問指導結果報告書の作成及び訪問指導事業実施結果の集計、分析、報告
 
※推定総額にて行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00275 件名

内部発注番号 42600000001381
プチギャラリー空調設備改良工事設計委託入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 11時48分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市福生1014番地10

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 1,380,000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 1,380,000円 落札

2 株式会社古賀建築事務所 1,500,000円

3 株式会社タマ建築設計事務所 1,500,000円

4 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,530,000円

5 三井企画株式会社 1,800,000円

備考 【概要】
設計業務　一式
積算業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00280 件名

内部発注番号 42600000001389
市営プールシェルター修繕入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 11時51分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市北田園地内（福生市営プール）

業種 2800 運動場施設

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 日本フィールドシステム株式会社 関東支店

所在地 東京都足立区千住宮元町１３番１３号

落札金額 1,350,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本フィールドシステム株式会社 関東支店 1,350,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 2,500,000円

3 株式会社島田組 福生営業所

辞退

4 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

5 鈴島建設株式会社

辞退

備考 【概要】
シェルターシート取付　一式
テントシェルター設置　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00277 件名

内部発注番号 42600000001470
天井ダクト等清掃委託入札見積締切日時 2014年6月16日 17時00分

開札日時 2014年6月17日 11時52分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市牛浜162番地及び福生市福生1290番地

営業種目１ 109 浄化槽・貯水槽清掃 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 株式会社須田ビルメンテナンス

所在地 東京都立川市砂川町四丁目２４番地の１３

落札金額 525,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社須田ビルメンテナンス 525,000円 落札

2 株式会社イクプランニング 565,000円

3 株式会社ケイ・エス 580,000円

4 有限会社エムアイティ 600,000円

備考 【概要】
ダクト・ガラリ・フード
配管類・フィルター・換気扇
受水槽・その他
 
※入札価格は税抜きです。


