
予定価格

落札金額

1,422,000

530,000

1,640,000

1,580,000

448,000

2,600,000

※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。

5 市有財産測量委託 ㈱ふくみ 5 1

3 日光橋公園防犯カメラ電源設置工事 宮崎電気㈱ 5 1 事前公表案件

2 庁舎空調機中性能フィルター購入 東洋空気調和㈱ 5 1

1
福生市議会議員選挙ポスター掲示板
製作委託

㈱コーエー　東京支店 5 1

平成27年２月26日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

4
セキュリティ診断委託（インター
ネット情報システム機器）

ミツイワ㈱ ＩＳ統括本部　多摩
インフラサービス部

4 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00420 件名

内部発注番号 42600000006628
福生市議会議員選挙ポスター掲示板製作委託入札見積締切日時 2015年2月25日 17時00分

開札日時 2015年2月26日 9時00分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地（福生市選挙管理委員会事務局）

営業種目１ 024 標識・看板等 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 株式会社コーエー 東京支店

所在地 東京都中央区日本橋人形町一丁目18番9号

落札金額 1,422,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社コーエー 東京支店 1,422,000円 落札

2 有限会社ヒロタユニフォーム 1,650,000円

3 株式会社ムラック 多摩支店 1,770,000円

4 株式会社玉木商工 1,900,000円

5 株式会社サイン工房大野屋

不参

備考 【概要】
ポスター掲示板79枚の製作
掲示板は再生パルプ耐水ボードで３段27区画30面
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00423 件名

内部発注番号 42600000006826
庁舎空調機中性能フィルター購入入札見積締切日時 2015年2月25日 17時00分

開札日時 2015年2月26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 東京都福生市市の指定する場所

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 東洋空気調和株式会社

所在地 東京都新宿区高田馬場三丁目２３番７号モアクレスト高田馬場ビル

落札金額 530,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 東洋空気調和株式会社 530,000円 落札

2 八重洲工業株式会社 800,000円

3 ムサシノアロー株式会社 830,000円

4 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 850,000円

5 株式会社トリートップ 多摩支店 880,000円

備考 【概要】
 
中性能フィルター×33台購入(取替え、処分を含む、同等品可）
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00424 件名

内部発注番号 42600000006872
日光橋公園防犯カメラ電源設置工事入札見積締切日時 2015年2月25日 17時00分

開札日時 2015年2月26日 9時16分

予定価格 1,771,200円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1386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 宮崎電気株式会社

所在地 東京都福生市大字熊川１０６８番地

落札金額 1,580,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 宮崎電気株式会社 1,580,000円 落札

2 有限会社アクティブ電設 1,590,000円

3 有限会社日福電設 1,610,000円

4 株式会社細谷電機 1,615,000円

5 ホーエイ電設株式会社 1,630,000円

備考 【概要】
防犯カメラ用電気設備　
電線布設　CV5.5-３C（電源）Ｌ＝150ｍ　　S-5CFB（カメラ映像）Ｌ＝325ｍ
電線管　　PF-S（16）Ｌ＝135ｍ　　PF-S（22）Ｌ＝115ｍ
硬質ポリエチレン管　ＦＥＰ（30）Ｌ＝70ｍ　
機器収納箱　１箇所設置　
ポール設置　Ｈ＝7.0ｍ　３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 2014-00422 件名

内部発注番号 42600000006823
セキュリティ診断委託（インターネット情報システム

機器）
入札見積締切日時 2015年2月25日 17時00分

開札日時 2015年2月26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

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 ミツイワ株式会社 ＩＳ統括本部　多摩インフラサービス部

所在地 東京都三鷹市下連雀三丁目４３番２３号宮坂ＬＫビル５Ｆ

落札金額 448,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ミツイワ株式会社 ＩＳ統括本部　多摩インフラサ
ービス部

448,000円 落札

2 株式会社富士通マーケティング 首都圏営業本
部関越支社多摩支店

500,000円

3 ジャパンシステム株式会社 530,000円

4 株式会社ＪＭＣリスクソリューションズ

辞退

備考 【概要】
庁内の電算室に設置してある、インターネット情報システム機器に外部からの攻撃に対する脆弱性の診断を行う。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2014-00428 件名

内部発注番号 42600000007005
市有財産測量委託入札見積締切日時 2015年2月25日 17時00分

開札日時 2015年2月26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 東京都福生市福生2131番地１

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 2,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 2,600,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 2,750,000円

3 有限会社三友測量設計 福生営業所 2,820,000円

4 国際測地株式会社 福生営業所 2,850,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 3,180,000円

備考 【概要】
市有財産測量委託　１式
 
※入札価格は税抜きです。


