
予定価格

落札金額

18,560,000

45,172,000

45,171,000

794,000

2,707,000

2,250,000

9,450,000

1,737,000

1,700,000

14,928,000

14,500,000

9,201,000

15,320,000

13,800,000

515,100

730,000

1,200,000

600,000

1,370,000

920,000

1,340,000

2,650,000

2,300,000

1,940,000

平成26年９月18日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1
容器包装プラスチック選別圧縮梱
包委託（平成27年度分）

㈱加藤商事　西多摩支店 7 1

2
福生南部第１処理分区・中央排水
区Ｈ26その２工事

鈴島建設㈱ 9 1 事前公表案件

3 福生第六小学校緞帳購入 ㈱多摩エンドレス 5 1

4 多摩川中央公園園路改修工事
日本フィールドシステム㈱　関
東支店

5 1 事前公表案件

5
道路ストック点検委託（路面性状
調査）

国際航業㈱ 多摩営業所 7 1

6
福生市志茂37番地先防火水槽撤去
工事

東山建設㈱ 5 1 事前公表案件

7
市道幹線Ⅱ-14号線（五丁橋通り）
改良工事

成友興業㈱ 福生営業所 7 1 事前公表案件

8 中央排水区H26その１工事 6 1
事前公表案件
不調

9 第二市営住宅屋上防水改良工事 ㈲秋元 7 1 事前公表案件

10 公園遊具点検委託 ㈱トレジャーボックス 東京支店 5 1

11 福生公園樹木剪定委託 ㈲福生造園 5 1

12
インターネットメールサーバ更新
委託

日本電子計算㈱ 5 1

消防団第四分団車庫改良工事設計
委託

4 3 不調

13 みずくらいど公園樹木剪定委託 ㈱東造園緑化 5 1

2

16
原ヶ谷戸どんぐり公園樹木剪定委
託

興國緑化㈱ 5

1

19
福東地域災害時対応施設自然環境
調査委託

㈲ゼフィルス 5

18
中央体育館外３箇所非構造部材調
査委託

㈱古賀建築事務所 5

14 古民家自動火災報知設備設置工事 ㈱消防弘済会 5 1 事前公表案件

15

※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。

1

1

17 管渠清掃委託（大型清掃） ㈱スイーピングサービス 5



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00329 件名

内部発注番号 42600000003023
容器包装プラスチック選別圧縮梱包委託（平成

27年度分）
入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 9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 18,560,000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 18,560,000円 落札

2 株式会社リステム 20,880,000円

3 環衛サービス株式会社 23,200,000円

4 株式会社市川環境エンジニアリング 東京支店 27,260,000円

5 加藤商事株式会社 27,840,000円

6 株式会社東海運輸

辞退

7 株式会社清和サービス

不参

備考 【概要】
年間委託
　リサイクルセンターに搬入された容器包装プラスチックを、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ搬出するため、容
器包装プラスチックの選別・圧縮・梱包・保管を委託する。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00346 件名

内部発注番号 42600000003554
福生南部第１処理分区・中央排水区Ｈ26その２工

事
入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 9時00分

予定価格 48,785,760円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生253番地先

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 鈴島建設株式会社

所在地 東京都福生市大字熊川１６３１番地３

落札金額 45,171,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 鈴島建設株式会社 45,171,000円 落札

2 株式会社飯田土建

辞退

3 司産業株式会社 多摩営業所

辞退

4 管清工業株式会社 西東京営業所

辞退

5 岩浪建設株式会社

辞退

6 木本建興株式会社 八王子支店

辞退

7 株式会社山口建興

辞退

8 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

9 株式会社清水建設工業所

不参

備考 【概要】
汚水管布設　開削　φ200　132.91ｍ
雨水管布設　開削　φ350　40.24ｍ　φ400　41.50ｍ　φ600　15.59ｍ　φ800　56.32ｍ
　　　　　　推進　φ400　5.0ｍ
人孔設置　　１号　10箇所　２号　１箇所　３号　２箇所
立坑　２箇所　薬液注入　１式　付帯工　１式
 
※入札価格は税抜きです。
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格39,210,000円（税抜き）



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00331 件名

内部発注番号 42600000003336
福生第六小学校緞帳購入入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 9時11分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市の指定する場所

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 株式会社多摩エンドレス

所在地 東京都西多摩郡日の出町大字平井２２番地４

落札金額 794,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社多摩エンドレス 794,000円 落札

2 株式会社水田建装 990,000円

3 有限会社ヤマシン 1,132,800円

4 ユニホーム商会 1,220,000円

5 川島株式会社 1,340,000円

備考 【概要】
福生第六小学校　体育館緞帳購入
取付・既存幕処分込
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00330 件名

内部発注番号 42600000003068
多摩川中央公園園路改修工事入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 9時12分

予定価格 2,923,560円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園一丁目54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 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 2,250,000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 2,250,000円 落札

2 鈴島建設株式会社 2,637,000円

3 有限会社村尾造園土木 2,650,000円

4 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

5 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

備考 【概要】
既設ゴムチップ舗装撤去（Ｔ＝4.0ｃｍ）
L=97.0ｍ、W＝3.0ｍ　A=291㎡
基層アスファルト舗装ゴムチップ舗装（As＝4.0ｃｍ、Ｇｔ＝2.0ｃｍ）
L=27.0ｍ、W＝3.0ｍ　A=82.0㎡
ダスト舗装（T=4.0ｃｍ　既存路盤不陸整正T＝3.0ｃｍ程度）　
L=70.0ｍ、W＝3.0ｍ　A=209㎡
 
※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 2014-00332 件名

内部発注番号 42600000003372
道路ストック点検委託（路面性状調査）入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 9時17分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生市内

営業種目１ 124 土木・水系関係調査業務 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 国際航業株式会社 多摩営業所

所在地 東京都府中市晴見町２丁目２４番１号

落札金額 9,450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 国際航業株式会社 多摩営業所 9,450,000円 落札

2 株式会社ヤチホ 多摩支店 10,200,000円

3 株式会社パスコ 東京支店 10,400,000円

4 アールテックコンサルタント株式会社 11,000,000円

5 株式会社フジヤマ 多摩営業所 11,000,000円

6 株式会社エイテック 関東支社

辞退

7 アジア航測株式会社 本社営業部

辞退

備考 【概要】
調査路線　幅員10m以上　８路線　3.76㎞×２（往復）7.52㎞
　　　　　　幅員４m以上10m未満　403路線　93.037㎞　合計100㎞
業務内容　路面性状測定（３要素同時測定）
　　　　　　点検要領様式作成　100㎞
　　　　　　舗装台帳様式検討　一式
　　　　　　路面性状評価図作成　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00333 件名

内部発注番号 42600000003180
福生市志茂37番地先防火水槽撤去工事入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 9時21分

予定価格 1,875,960円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市志茂37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 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 1,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東山建設株式会社 1,700,000円 落札

2 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 1,730,000円

3 株式会社第一建設

辞退

4 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

5 鈴島建設株式会社

辞退

備考 【概要】
水抜き工　１式
構造物取り壊し工　10m3
埋戻し工（しゃ断層用砂）　52m3
 
※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 2014-00334 件名

内部発注番号 42600000003371
市道幹線Ⅱ-14号線（五丁橋通り）改良工事入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 9時25分

予定価格 16,122,240円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

業種 0100 道路舗装工事

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 14,500,000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 14,500,000円 落札

2 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 14,900,000円

3 有限会社村尾造園土木 14,920,000円

4 東山建設株式会社

辞退

5 株式会社島田組 福生営業所

辞退

6 株式会社第一建設

辞退

7 鈴島建設株式会社

辞退

備考 【概要】
施工延長L=311.3m　幅員W=5.32〜6.53m
アスファルト舗装工　1505.9㎡
薄層カラー舗装工（赤）142.9㎡
塗布式カラー舗装工（緑）334.6㎡
区画線工　一式
転落防止柵設置工　L=16.0m
 
※入札価格は税抜きです。
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格12,863,000円（税抜き）



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00335 件名

内部発注番号 42600000003233
中央排水区H26その１工事入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 9時33分

予定価格 9,937,080円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生2266番地先

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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東山建設株式会社

辞退

2 株式会社第一建設

辞退

3 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

4 有限会社村尾造園土木

辞退

5 鈴島建設株式会社

辞退

6 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

備考 【概要】
硬質塩化ビニル管布設工　φ250　60.6ｍ
硬質塩化ビニル管布設工（２条管）φ200　15.63ｍ
組立１号人孔設置工　２箇所
L形用集水ます設置工　２箇所
区画線工（実践、破線、ゼブラ、文字等）52.94ｍ
 
※予定価格事前公表案件
※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 2014-00336 件名

内部発注番号 42600000003234
第二市営住宅屋上防水改良工事入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 9時38分

予定価格 16,545,600円

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

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 有限会社秋元

所在地 東京都福生市大字福生２２５０番地３２

落札金額 13,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社秋元 13,800,000円 落札

2 有限会社海野塗装工業

最低制限未満

3 株式会社康和建装

最低制限未満

4 有限会社昭和防水工事

最低制限未満

5 株式会社平田建装

最低制限未満

6 株式会社マルリョウ

最低制限未満

7 清起工業株式会社

辞退

備考 【概要】
屋上防水･･･約1,900㎡
ドレン改修･･･56箇所
マンホール塗装･･･４箇所　外
 
※入札価格は税抜きです。
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格13,788,000円（税抜き）



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00337 件名

内部発注番号 42600000003252
公園遊具点検委託入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18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 東京都日野市平山四丁目１６番地18102号室

落札金額 515,100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 515,100円 落札

2 株式会社シンテン 529,300円

3 株式会社トッケン 東京営業所 650,000円

4 株式会社サカヱ 1,005,000円

5 株式会社三榮企業 1,280,000円

備考 【概要】
遊具点検（劣化点検）市内67公園　294基
事前打合せ・調査報告　　　　　　 １式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00338 件名

内部発注番号 42600000003345
福生公園樹木剪定委託入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18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 東京都福生市福生市牛浜163番地

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 有限会社福生造園

所在地 東京都福生市大字熊川４９番地７

落札金額 730,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社福生造園 730,000円 落札

2 興國緑化株式会社 750,000円

3 株式会社丸松造園 800,000円

4 株式会社共進造園 890,000円

5 有限会社英造園 894,000円

備考 【概要】
高木伐採（Ｃ＝30〜149ｃｍ）枯損木伐採（発生材運搬処分共）２本
高木剪定（Ｃ＝120〜239ｃｍ）強剪定（発生材運搬処分共）５本
高木剪定（Ｃ＝60〜300ｃｍ）基本剪定（発生材運搬処分共）５本
高木剪定（大枝１〜２本程度切除）支障枝剪定（発生材運搬処分共）５本　
高木剪定（Ｃ＝150〜210ｃｍ）枯枝剪定（発生材運搬処分共）４本
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00339 件名

内部発注番号 42600000003354
インターネットメールサーバ更新委託入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 121 情報処理業務 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 日本電子計算株式会社

所在地 東京都江東区東陽二丁目４番２４号

落札金額 1,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本電子計算株式会社 1,200,000円 落札

2 株式会社ワイ・シー・シー 東京支社 2,500,000円

3 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 公共第
二ソリューション事業部 辞退

4 ジャパンシステム株式会社

辞退

5 コンピューターサイエンス株式会社

不参

備考 【概要】
インターネットメールサーバ（インターネット接続用ルータ及び外部ＤＮＳ、メールサーバ）を構成する機器の更新を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00340 件名

内部発注番号 42600000003369
みずくらいど公園樹木剪定委託入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 10時00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1359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 株式会社東造園緑化

所在地 東京都福生市東町９番地２

落札金額 600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社東造園緑化 600,000円 落札

2 有限会社英造園 650,000円

3 興國緑化株式会社 664,000円

4 有限会社村尾造園土木 700,000円

5 有限会社福生造園 720,000円

備考 【概要】
高木伐採　枯損木伐採（発生材園内処分共）６本
高木剪定　強剪定（発生材園内処分共）　１８本
高木剪定　強剪定（発生材園内処分共）　　３本（株立２〜４本）
高木剪定（大枝１〜２本程度切除）支障枝剪定（発生材園内処分共）２本　
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00341 件名

内部発注番号 42600000003381
古民家自動火災報知設備設置工事入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 10時05分

予定価格 1,479,600円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生1158番地

業種 3200 消火設備

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 920,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 920,000円 落札

2 株式会社サンワ 1,070,000円

3 セントラル防災工業株式会社 多摩支店 1,200,000円

4 株式会社多摩綜合防災 1,200,000円

5 株式会社オガワ防災 1,230,000円

備考 【概要】
スポット型感知器（差動式）　　27台
スポット型感知器（定温式）　　14台
光電式煙感知器　　　　　　　 ２台
外一式
 
※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 2014-00342 件名

内部発注番号 42600000003347
消防団第四分団車庫改良工事設計委託入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 14時59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

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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 株式会社タマ建築設計事務所 860,000円 800,000円

辞退

2 有限会社ティエム建築デザイン研究所 900,000円 800,000円

辞退

3 株式会社京和建築事務所 830,000円 650,000円

辞退

4 株式会社古賀建築事務所 1,500,000円

辞退 ＊＊

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。
※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 2014-00343 件名

内部発注番号 42600000003398
原ヶ谷戸どんぐり公園樹木剪定委託入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 10時16分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生196番地7

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 興國緑化株式会社

所在地 東京都福生市北田園二丁目２５番地４号

落札金額 1,340,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 1,340,000円 落札

2 立山産業株式会社 1,500,000円

3 株式会社東造園緑化 1,570,000円

4 株式会社共進造園 1,700,000円

5 有限会社福生造園 1,800,000円

備考 【概要】
高木伐採（Ｃ＝30〜179ｃｍ）枯損木伐採（発生材園外搬出処分共）９本
高木剪定（Ｃ＝60〜89ｃｍ） 強剪定（発生材園外搬出処分共）４本
高木剪定（Ｃ＝90〜119ｃｍ）強剪定（発生材園外搬出処分共）10本
高木剪定（Ｃ＝120〜149ｃｍ）強剪定（発生材園外搬出処分共）7本
高木剪定（Ｃ＝150〜179ｃｍ）強剪定（発生材園外搬出処分共）２本
高木剪定（Ｃ＝180〜209ｃｍ）強剪定（発生材園外搬出処分共）４本　外
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00344 件名

内部発注番号 42600000003465
管渠清掃委託（大型清掃）入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 10時25分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

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 2,650,000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 2,650,000円 落札

2 株式会社京葉興業 2,900,000円

3 有限会社常盤組 3,000,000円

4 株式会社加藤商事 西多摩支店 3,150,000円

5 矢野口自工株式会社 3,300,000円

備考 【概要】
市内の下水道管渠の定期清掃を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00345 件名

内部発注番号 42600000003483
中央体育館外３箇所非構造部材調査委託入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18日 13時12分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園二丁目９番地１外３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 2,300,000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 2,700,000円 2,300,000円 落札

2 有限会社ティエム建築デザイン研究所 2,750,000円 2,450,000円

3 株式会社大誠建築設計事務所 3,300,000円

辞退

4 株式会社京和建築事務所 3,200,000円

辞退

5 株式会社タマ建築設計事務所 7,200,000円

辞退

備考 【概要】
天井等落下防止対策のため、図面診断、実地診断を行う。
・非構造部材調査　４施設　10箇所
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00347 件名

内部発注番号 42600000003659
福東地域災害時対応施設自然環境調査委託入札見積締切日時 2014年9月17日 17時00分

開札日時 2014年9月18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 東京都福生市大字熊川1606番地１外

営業種目１ 126 環境アセスメント関係調査業務 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 有限会社ゼフィルス

所在地 神奈川県横浜市青葉区元石川町３５４１番地３第一司ビル２０２号

落札金額 1,940,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ゼフィルス 1,940,000円 落札

2 株式会社環境プロデュース 2,150,000円

3 株式会社オオバ 東京支店 3,300,000円

4 パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本
社

4,750,000円

5 株式会社ダイエーコンサルタンツ 東京支社

辞退

備考 【概要】
東京都「東京における自然の保護と回復に関する条例」第47条第５項開発協議に係る自然環境調査及び協議書・自然環境
保全計画書の作成　一式
 
※入札価格は税抜きです。


