
予定価格

落札金額

47,292,336

21,385,059

21,302,802

25,084,170

1,454,000

1,340,000

880,000

925,000

1,794,000

1,700,000

880,000

2,385,200

6,693,000

6,690,000

2,774,000

2,700,000

平成27年１月15日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 福生市立小・中学校電気需給契約 ㈱F-Power 11 1
(単価契約）
消費税含む

2 福生市教育施設電気需給契約 ㈱F-Power 11 1
(単価契約）
消費税含む

3 福生市庁舎外施設電気需給契約 ㈱F-Power 11 1
(単価契約）
消費税含む

4 指定収集袋製造等委託（単価契約） 大倉工業㈱ 東京支店 7 1

5
福生第二小学校新校舎便所タイル改
修工事

㈲ルミエール・シバタ 5 1 事前公表案件

6
市営競技場・武蔵野台テニスコート
照明灯点検等委託

㈲小林電業 5 1

7
わかたけ会館会議用テーブル外備品
購入

㈱ヒノデン 福生支店 5 1

8
福東トモダチ公園ストックヤード設
置工事

日本フィールドシステム㈱ 関東
支店

5 1 事前公表案件

9 災害対策用備品購入 ㈱消防弘済会 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。

10 災害備蓄庫配備食糧購入 船山㈱ 東京本店 5 1

11 本町排水区Ｈ26その２工事 鈴木土建㈱ 6 1 事前公表案件

12
福祉センター駐車場サイクルシェア
リングステーション設置工事

㈱塩田組 5 1 事前公表案件



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00402 件名

内部発注番号 42600000005685
福生市立小・中学校電気需給契約入札見積締切日時 2015年1月14日 17時00分

開札日時 2015年1月15日 9時04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９箇所

営業種目１ 201 ライフライン 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Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

所在地 東京都港区六本木一丁目８番７号

落札金額 47,292,336円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 47,292,336円 落札

2 株式会社エネット 47,295,648円

3 日本ロジテック協同組合 48,295,944円

4 株式会社イーセル 49,393,476円

5 丸紅株式会社 52,262,448円

6 エネサーブ株式会社 55,064,904円

7 ダイヤモンドパワー株式会社

辞退

8 サミットエナジー株式会社

辞退

9 イーレックス株式会社

辞退

10 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

辞退

11 伊藤忠エネクス株式会社 電力・ユーティリティ
事業本部 不参

備考 【概要】
【１年長期継続契約】
　予定契約電力　1,622kw
　年間予定使用電力量　2,040,800kwh
 
※単価契約のため推定総額で入札を行った。
※入札価格は税込です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00403 件名

内部発注番号 42600000005686
福生市教育施設電気需給契約入札見積締切日時 2015年1月14日 17時00分

開札日時 2015年1月15日 9時13分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園二丁目９番地１外５施設

営業種目１ 201 ライフライン 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Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

所在地 東京都港区六本木一丁目８番７号

落札金額 21,385,059円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 21,385,059円 落札

2 株式会社エネット 21,588,435円

3 丸紅株式会社 21,662,367円

4 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 22,023,327円

5 日本ロジテック協同組合 22,231,675円

6 株式会社イーセル 22,373,787円

7 エネサーブ株式会社 24,182,403円

8 ダイヤモンドパワー株式会社

辞退

9 サミットエナジー株式会社

辞退

10 イーレックス株式会社

辞退

11 伊藤忠エネクス株式会社 電力・ユーティリティ
事業本部 不参

備考 【概要】
【１年長期継続契約】
 
予定契約電力：627kw
年間予定使用電力量：965,500kwh
 
※単価契約のため推定総額で入札を行った。
※入札価格は税込です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00404 件名

内部発注番号 42600000005687
福生市庁舎外施設電気需給契約入札見積締切日時 2015年1月14日 17時00分

開札日時 2015年1月15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 東京都福生市本町５番地庁舎外４施設

営業種目１ 201 ライフライン 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Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

所在地 東京都港区六本木一丁目８番７号

落札金額 21,302,802円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 21,302,802円 落札

2 丸紅株式会社 21,304,578円

3 株式会社イーセル 21,452,442円

4 日本ロジテック協同組合 21,552,158円

5 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 21,631,602円

6 株式会社エネット 21,707,946円

7 ダイヤモンドパワー株式会社

辞退

8 サミットエナジー株式会社

辞退

9 エネサーブ株式会社

辞退

10 イーレックス株式会社

辞退

11 伊藤忠エネクス株式会社 電力・ユーティリティ
事業本部 不参

備考 【概要】
【１年長期継続契約】
予定契約電力：499kw
年間予定使用電力量：967,000kwh
 
※単価契約のため推定総額で入札を行った。
※入札価格は税込です。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00395 件名

内部発注番号 42600000005800
指定収集袋製造等委託（単価契約）入札見積締切日時 2015年1月14日 17時00分

開札日時 2015年1月15日 9時31分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市環境課及び市の指定する場所

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２ 005 荒物雑貨 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 大倉工業株式会社 東京支店

所在地 東京都豊島区東池袋３丁目１３番２号

落札金額 25,084,170円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 大倉工業株式会社 東京支店 25,084,170円 落札

2 株式会社多摩エンドレス 26,861,000円

3 日東興産株式会社 27,351,938円

4 三幸商事株式会社 28,023,225円

5 アルフォーインターナショナル株式会社 市原支
店 辞退

6 日本グリーンパックス株式会社 東京支社

辞退

7 ジェイフィルム株式会社 フィルム事業部

辞退

備考 【概要】
指定収集袋製造・配送・在庫管理一式
指定収集袋による一般廃棄物収集に対応するため、指定収集袋を製造し、在庫管理を行いながら取扱店へ配送し、納品し
た数量・在庫数を管理するまでの業務を行なう。
指定収集袋は燃やせるごみ用（水色）・燃やせないごみ用（黄色）の二種類あり、大きさがミニ・小・中・大の四種類ある。
 
※推定総額で入札を行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00397 件名

内部発注番号 42600000005787
福生第二小学校新校舎便所タイル改修工事入札見積締切日時 2015年1月14日 17時00分

開札日時 2015年1月15日 9時42分

予定価格 1,570,320円

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

業種 3600 内装仕上

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 有限会社ルミエール・シバタ

所在地 東京都福生市武蔵野台一丁目５番地２６

落札金額 1,340,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ルミエール・シバタ 1,340,000円 落札

2 株式会社平田建装 1,400,000円

3 株式会社大倉商店

辞退

4 平田興業株式会社

辞退

5 有限会社秋元

辞退

備考 【概要】
タイル改修　81ｍ2
 
※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 2014-00396 件名

内部発注番号 42600000005695
市営競技場・武蔵野台テニスコート照明灯点検等

委託
入札見積締切日時 2015年1月14日 17時00分

開札日時 2015年1月15日 9時49分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生3232番地外

営業種目１ 104 電気・暖冷房等設備保守 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 有限会社小林電業

所在地 東京都福生市本町９３

落札金額 880,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社小林電業 880,000円 落札

2 三笠電気株式会社 1,100,000円

3 株式会社細谷電機 1,150,000円

4 オザワ電業株式会社 1,200,000円

5 有限会社大平電気

不参

備考 【概要】
当該施設の照明灯設備の点検等を行い、適正に使用できる状況を確保するもの。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00399 件名

内部発注番号 42600000005794
わかたけ会館会議用テーブル外備品購入入札見積締切日時 2015年1月14日 17時00分

開札日時 2015年1月15日 9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 925,000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 925,000円 落札

2 有限会社ヤマシン 932,000円

3 有限会社メディア・ワールド 932,000円

4 株式会社ツクモ商事 939,700円

5 有限会社いずみ堂 955,175円

備考 【概要】
会議用フラップテーブル　20台
回転ホワイトボード　１台
傘立て（フレームタイプ）　１台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00398 件名

内部発注番号 42600000005862
福東トモダチ公園ストックヤード設置工事入札見積締切日時 2015年1月14日 17時00分

開札日時 2015年1月15日 10時01分

予定価格 1,937,520円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1573番地１

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 1,700,000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 1,700,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 1,790,000円

3 成友興業株式会社 福生営業所 1,790,000円

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

不参

備考 【概要】
ストックヤード設置　１基
鉄筋コンクリート製　T＝150ｍｍ（鉄筋入り：D13及びD10）
L=9.0ｍ　W＝3.0ｍ　H=1.5ｍ　３分割（間仕切り２箇所）
 
※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 2014-00400 件名

内部発注番号 42600000005881
災害対策用備品購入入札見積締切日時 2015年1月14日 17時00分

開札日時 2015年1月15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 東京都福生市市の指定する場所

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 880,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 880,000円 落札

2 株式会社多摩綜合防災 920,000円

3 社会福祉法人東京コロニー 東京コロニー 948,000円

4 星野総合商事株式会社 東京営業所 960,000円

5 船山株式会社 東京本店 960,000円

備考 【概要】
簡易更衣室用テント８台、鉄火鉢10台、固形燃料40缶
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00401 件名

内部発注番号 42600000005880
災害備蓄庫配備食糧購入入札見積締切日時 2015年1月14日 17時00分

開札日時 2015年1月15日 10時07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１ 026 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 2,385,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 船山株式会社 東京本店 2,385,200円 落札

2 株式会社消防弘済会 2,437,400円

3 星野総合商事株式会社 東京営業所 2,474,800円

4 有限会社日の丸防災 2,592,220円

5 中央理化工業株式会社 東京西営業所 2,631,020円

備考 【概要】
乾パン2,400缶、アルファ米（炊き出しセット）3,000食分、アルファ米（袋入り個食）1,000食、アルファ米梅がゆ1,000食、缶入り
パン1,200缶、クラッカー3,640食、飲料水1,200本
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00406 件名

内部発注番号 42600000006040
本町排水区Ｈ26その２工事入札見積締切日時 2015年1月14日 17時00分

開札日時 2015年1月15日 10時11分

予定価格 7,228,440円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生686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 鈴木土建株式会社

所在地 東京都羽村市神明台一丁目３番地６

落札金額 6,690,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 鈴木土建株式会社 6,690,000円 落札

2 村本建設株式会社 西東京営業所

辞退

3 株式会社第一建設

辞退

4 株式会社塩田組

辞退

5 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

6 株式会社田村工務店

辞退

備考 【概要】
管渠工（雨水）
　人孔　２基、管きょ　Ｌ＝13.1ｍ、雨水取付管、側溝設置52.2ｍ等
 
※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 2014-00407 件名

内部発注番号 42600000006077
福祉センター駐車場サイクルシェアリングステーシ

ョン設置工事
入札見積締切日時 2015年1月14日 17時00分

開札日時 2015年1月15日 10時15分

予定価格 2,995,920円

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14番地２

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 株式会社塩田組

所在地 東京都福生市福生２０３３番地

落札金額 2,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社塩田組 2,700,000円 落札

2 多摩ライン株式会社

辞退

3 株式会社共進造園

辞退

4 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

辞退

5 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

備考 【概要】
フェンス工事　一式
舗装打ち換え工事　46㎡
電気設備工事　一式
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。


