
予定価格

落札金額

34,476,000

7,000,000

29,814,000

26,832,600

1,800,000

1,258,000

996,000

4,000,000

1,573,000

1,495,000

2,740,000

1,720,000

1,345,000

5,100,000

1,986,000

1,298,000

7,374,000

3,500,000

1,960,000

470,000

3,500,000

890,000

800,000

950,000

525,000

5 1

18 給食配膳用備品購入

17 中央排水区H27その３工事設計委託

重複・頻回受診者等訪問指導委託 5 1 不調

㈲英造園

21 各小中学校ガラス清掃委託 ㈱ケイ・エス

6 1

平成調理機㈱ 5 1

19

不調随契

16 調査区要図等作成システム借上 ㈱リオス 4 1

20 中央体育館植木剪定委託

22 天井ダクト等清掃委託 ㈱須田ビルメンテナンス 4 1

5 2

15 市政世論調査業務委託 ㈱エスピー研 6 1

㈱ふくみ

14
福生市立小学校社会科見学（第３
学年）バス借上

4 1 不調

13
第二市営住宅Ａ棟ＥＶ設置及びＡ
Ｂ棟外壁改良工事設計委託

㈱古賀建築事務所 6 1

12 貸出確認装置機器借上 富士通リース㈱ 6 1

11 小・中学校消防設備改修等工事 ㈱きしの防災 5 1 事前公表案件

10 小中学校校舎外壁等調査委託 ㈱京和建築事務所 6 1

9
福生市営プールテントシェルター
新設工事

㈲村尾造園土木 5 1 事前公表案件

8
福生第一中学校外１箇所給食用設
備整備工事設計委託

㈱匠エンジニアリング 6 1

7
福生第二小学校新校舎二階便所壁
タイル改修工事

㈱平田建装 5 1 事前公表案件

6
福生第一小学校外２箇所給食用設
備改良工事設計委託

㈱京和建築事務所 6 1

5 交通安全施設設置その１工事 ㈱ミズホライン 5 1 事前公表案件

4
福生第三小学校外３箇所給食用設
備改良工事設計委託

㈱土屋建築研究所 8 1

3
市道第1259号線及びプチギャラ
リー外壁改良工事

㈲秋元 9 1 事前公表案件

2
福生第四小学校外３箇所体育館非
構造部材落下防止対策工事設計委
託

㈱土屋建築研究所 9 1

1
福生第二中学校給食用設備整備工
事

9 1
事前公表案件
不調

平成27年６月16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 2015-00277 件名

内部発注番号 42700000001302
福生第二中学校給食用設備整備工事入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 9時00分

予定価格 37,234,080円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平一丁目22番地１

業種 0700 建築工事

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 株式会社塩田組

辞退

2 株式会社五光建設

辞退

3 村本建設株式会社 西東京営業所

辞退

4 豊友建設株式会社

辞退

5 株式会社長井工務店

辞退

6 中村建設株式会社

辞退

7 株式会社島田組 福生営業所

辞退

8 株式会社カトービルドシステム

辞退

9 株式会社山口建興

辞退

備考 【概要】
昇降機１基設置工事　一式
昇降機廻り内装工事　一式
昇降機廻り設備工事　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



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00289 件名

内部発注番号 42700000001339
福生第四小学校外３箇所体育館非構造部材落下

防止対策工事設計委託
入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 9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1290番地外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 株式会社土屋建築研究所

所在地 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ

落札金額 7,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社土屋建築研究所 7,000,000円 落札

2 株式会社京和建築事務所 7,500,000円

3 株式会社大誠建築設計事務所 7,900,000円

4 株式会社小笠原設計 東京事務所 8,750,000円

5 株式会社協立建築設計事務所 8,980,000円

6 株式会社Ｋ構造研究所 9,000,000円

7 有限会社ティエム建築デザイン研究所 10,200,000円

8 株式会社セット設計事務所 10,480,000円

9 株式会社昭和設計 東京事務所

辞退

備考 【概要】
非構造部材落下防止対策設計、積算業務一式
小学校２校、中学校２校
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00278 件名

内部発注番号 42700000001301
市道第1259号線及びプチギャラリー外壁改良工

事
入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 9時11分

予定価格 32,199,120円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内

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 有限会社秋元

所在地 東京都福生市大字福生２２５０番地３２

落札金額 26,832,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社秋元 26,832,600円 落札
※くじ引きによる

2 株式会社マルリョウ 26,832,600円

3 有限会社海野塗装工業 29,700,000円

4 株式会社平田建装 29,800,000円

5 株式会社丸栄塗装

辞退

6 タナカ塗装株式会社

辞退

7 有限会社麻生マーク

辞退

8 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

9 株式会社織田建装工業

不参

備考 【概要】
外壁塗装工事（534㎡＋855㎡）　一式
外壁塗装に伴うサイン取替等その他　一式
市道第1259号線（福生駅自由通路）一部天井張替工事（37㎡）　一式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格26,430,000円（税抜き）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00292 件名

内部発注番号 42700000001273
福生第三小学校外３箇所給食用設備改良工事設

計委託
入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 9時37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162番地外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 株式会社土屋建築研究所

所在地 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ

落札金額 1,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社土屋建築研究所 1,800,000円 落札

2 株式会社池下設計 4,200,000円

3 株式会社久慈設計 東京支社 5,980,000円

4 株式会社京和建築事務所 6,500,000円

5 有限会社ティエム建築デザイン研究所 8,500,000円

6 株式会社雄建築事務所 9,600,000円

7 株式会社セット設計事務所 12,890,000円

8 株式会社あい設計 東京支社 13,000,000円

備考 【概要】
小荷物昇降機改修等　実施設計一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00274 件名

内部発注番号 42700000001522
交通安全施設設置その１工事入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 9時24分

予定価格 1,358,640円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

業種 7400 道路標識設置

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社ミズホライン

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原１番地４

落札金額 996,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ミズホライン 996,000円 落札

2 有限会社麻生マーク 1,090,000円

3 多摩ライン株式会社 1,100,000円

4 有限会社村尾造園土木 1,200,000円

5 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 1,200,000円

備考 【概要】
反射鏡設置工
①一面鏡化学強化板ガラス製（□600×800）3基
②一面鏡化学強化板ガラス製（φ800）1基
③二面鏡化学強化板ガラス製（□600×800）2基
 
※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 2015-00288 件名

内部発注番号 42700000001343
福生第一小学校外２箇所給食用設備改良工事設

計委託
入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16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 東京都福生市大字福生1055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 4,000,000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 4,000,000円 落札

2 有限会社ティエム建築デザイン研究所 4,150,000円

3 有限会社小林建築設計工房 4,200,000円

4 株式会社藤澤設計 4,200,000円

5 株式会社古賀建築事務所 4,300,000円

6 株式会社工建築設計事務所 4,500,000円

備考 【概要】
小荷物昇降機改修等　実施設計一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00279 件名

内部発注番号 42700000001644
福生第二小学校新校舎二階便所壁タイル改修工

事
入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 9時41分

予定価格 1,698,840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 株式会社平田建装

所在地 東京都福生市武蔵野台一丁目１３番地８

落札金額 1,495,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社平田建装 1,495,000円 落札

2 有限会社ルミエール・シバタ 1,550,000円

3 株式会社水井装備 1,570,000円

4 株式会社船戸建装

辞退

5 有限会社秋元

辞退

備考 【概要】
タイル改修　85㎡
 
※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 2015-00293 件名

内部発注番号 42700000001344
福生第一中学校外１箇所給食用設備整備工事設

計委託
入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 9時42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845番地外１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 株式会社匠エンジニアリング

所在地 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目８番８号森忠ビル２階

落札金額 2,740,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社匠エンジニアリング 2,740,000円 落札

2 株式会社京和建築事務所 3,250,000円

3 株式会社タマ建築設計事務所 3,500,000円

4 新井設計株式会社 4,000,000円

5 有限会社ティエム建築デザイン研究所 4,000,000円

6 株式会社楠山設計

不参

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 2015-00275 件名

内部発注番号 42700000001646
福生市営プールテントシェルター新設工事入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 9時48分

予定価格 1,857,600円

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８番地（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 有限会社村尾造園土木

所在地 東京都福生市牛浜１２８番地

落札金額 1,345,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 1,345,000円 落札

2 日本フィールドシステム株式会社 関東支店 1,580,000円

3 ニューズ産業株式会社 西多摩支店 1,640,000円

4 鈴島建設株式会社

不参

5 世紀東急工業株式会社 西多摩営業所

不参

備考 【概要】
テントシェルター５連　脱着式　１基
基礎工事費　1000×1200　H900　６箇所
組立設置費　　　　　　　　　　１基
表層クッション層新設　　　　 7.2㎡
搬入費　　　　　　　　　　　　１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 2015-00286 件名

内部発注番号 42700000001366
小中学校校舎外壁等調査委託入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 9時50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一丁目２番地２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 5,100,000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 5,100,000円 落札

2 株式会社構研設計事務所 5,200,000円

3 株式会社タマ建築設計事務所 5,300,000円

4 有限会社ティエム建築デザイン研究所 5,900,000円

5 株式会社古賀建築事務所 7,000,000円

6 株式会社隆設計工房 8,800,000円

備考 【概要】
【校舎】外壁打診調査・目視調査　４校
【校舎・講堂】防水調査　４校
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00276 件名

内部発注番号 42700000001702
小・中学校消防設備改修等工事入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 9時56分

予定価格 2,144,880円

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箇所

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 株式会社きしの防災

所在地 東京都あきる野市小川東一丁目２番地１１

落札金額 1,298,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社きしの防災 1,298,000円 落札

2 株式会社消防弘済会 1,374,000円

3 株式会社多摩綜合防災 1,580,000円

4 株式会社サンワ 1,878,900円

5 セントラル防災工業株式会社 多摩支店

辞退

備考 【概要】
消防設備改修等
点検時指摘事項の改修
交換による既設廃棄を含む
 
※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 2015-00285 件名

内部発注番号 42700000001265
貸出確認装置機器借上入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16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 東京都福生市熊川850番地１

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 7,374,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 7,374,000円 落札

2 株式会社ＪＥＣＣ 7,500,000円

3 昭和リース株式会社

辞退

4 ＪＡ三井リース株式会社

辞退

5 リコーリース株式会社

辞退

6 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
現行の貸出確認装置の入替に伴う機器の借上
２通路ゲート装置　１台、木製カウンター用リーダライタ　４台、金属机用リーダライタ　３台、スイッチングハブ　1台外
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00280 件名

内部発注番号 42700000001361
第二市営住宅Ａ棟ＥＶ設置及びＡＢ棟外壁改良工

事設計委託
入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 10時21分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市武蔵野台二丁目７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 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 3,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社古賀建築事務所 3,500,000円 落札

2 株式会社大誠建築設計事務所 3,800,000円

3 株式会社京和建築事務所 3,800,000円

4 株式会社松下設計 東京支社 4,150,000円

5 株式会社協立建築設計事務所 4,280,000円

6 有限会社ティエム建築デザイン研究所 5,000,000円

備考 【概要】
第二市営住宅Ａ棟ＥＶ設置　設計一式
第二市営住宅ＡＢ棟外壁改良工事　設計一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00287 件名

内部発注番号 42700000001906
福生市立小学校社会科見学（第３学年）バス借上入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 10時12分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市市立各小学校

営業種目１ 114 運搬請負 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 190 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 南観光交通株式会社

辞退

2 丸大観光株式会社 東京営業所

不参

3 株式会社大洋観光サービス

不参

4 京王観光株式会社 調布支店

不参

備考 【概要】
福生市立小学校（７校）における社会科見学のバス借上
 
※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 2015-00272 件名

内部発注番号 42700000001261
市政世論調査業務委託入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16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 株式会社エスピー研

所在地 東京都千代田区飯田橋三丁目１１番２０号ＳＰビル

落札金額 1,960,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社エスピー研 1,960,000円 落札

2 株式会社コクドリサーチ 2,100,000円

3 株式会社タイム・エージェント 2,160,000円

4 株式会社サーベイリサーチセンター 営業企画
本部

2,400,000円

5 株式会社ぎょうせい 2,450,000円

6 株式会社ＴＤＳ 2,750,000円

備考 【概要】
調査対象人員　2,400人　　調査方法　郵送留置調査 郵送回収法
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00290 件名

内部発注番号 42700000001564
調査区要図等作成システム借上入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16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 株式会社リオス

所在地 岡山県岡山市中区藤崎５６４番の５

落札金額 470,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社リオス 470,000円 落札

2 株式会社ゼンリン 立川営業所

辞退

3 株式会社パスコ 東京支店

辞退

4 株式会社インフォマティクス

不参

備考 【概要】
国勢調査で使用する要図作成システムの借上。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00273 件名

内部発注番号 42700000001340
中央排水区H27その３工事設計委託入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 10時32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1403番地１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 3,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 3,500,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 3,600,000円

3 株式会社プランニングマップ 3,640,000円

4 有限会社三友測量設計 福生営業所 3,650,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 3,700,000円

6 国際測地株式会社 福生営業所 3,800,000円

備考 【概要】
詳細設計（開削工法、内径1200mm未満　80m）　1式
報告書作成　1式
設計協議　1式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00291 件名

内部発注番号 42700000001447
給食配膳用備品購入入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 10時38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 890,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 平成調理機株式会社 890,000円 落札

2 国立厨房サービス株式会社 965,000円

3 株式会社梅屋 981,700円

4 ホシザキ東京株式会社 福生営業所 990,000円

5 株式会社マルゼン 立川営業所

不参

備考 【概要】
・フライヤー（大）　　16個　・パン箱　　　　　 6個　　　
・フライヤー（小）　　16個　・食器かご　　　　10個
・二重食缶　　　　　　24個　・トレーかご　　　14個
・ライスバット保温箱　30個　・クラス用配膳台　 1台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00284 件名

内部発注番号 42700000001682
重複・頻回受診者等訪問指導委託入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 10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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社カイテック

辞退

2 株式会社タニタ

辞退

3 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア

辞退

4 株式会社全国訪問健康指導協会

辞退

5 株式会社日本生科学研究所

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
 
※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 2015-00281 件名

内部発注番号 42700000001663
中央体育館植木剪定委託入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16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 800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社英造園 800,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 880,000円

3 株式会社丸松造園 900,000円

4 立山産業株式会社 983,000円

5 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店

辞退

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 2015-00283 件名

内部発注番号 42700000001667
各小中学校ガラス清掃委託入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 13時36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１ 103 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 950,000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 984,064円 968,192円 不調随契950,000円

2 株式会社エイト 西多摩支店 1,172,000円

辞退

3 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 1,045,000円

辞退

4 株式会社エム・シー・スタッフ 1,069,000円

不参

5 有限会社エムアイティ 1,172,000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(一小～七小)７校　　10,382 ㎡
　中学校(一中～三中)３校　　 5,490 ㎡
計 　　　　　　　　15,872 ㎡
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00282 件名

内部発注番号 42700000001683
天井ダクト等清掃委託入札見積締切日時 2015年6月15日 17時00分

開札日時 2015年6月16日 10時55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 株式会社エイト 西多摩支店 580,000円

3 有限会社エムアイティ 620,000円

4 株式会社イクプランニング 635,000円

備考 【概要】
第一学校給食センター及び第二学校給食センターの空気調和機の清掃及び調理場内のダクト・換気扇・配管等の清掃の実
施
 
※入札価格は税抜きです。


