
予定価格

落札金額

72,756,000

71,800,000

45,513,558

20,563,902

17,892,786

44,763,000

43,500,000

40,559,000

40,000,000

2,396,160

22,562,000

21,130,000

2,400,000

5,406,000

5,100,000

5,647,000

5,818,000

5,818,000

6,639,000

6,600,000

880,000

平成28年1月14日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1
福生第一中学校外１箇所給食用設備整備工
事（建築）

㈱島田組 福生営業所 3 1 事前公表案件

2 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

3 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

4 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

5 もくせい会館建設工事（電気設備） ㈲小林電業 9 1 事前公表案件

6 もくせい会館建設工事（空調設備） 八重洲工業㈱ 9 1 事前公表案件

7 災害備蓄庫配備食糧購入 船山㈱ 東京本店 5 2

13 福生第一小学校体育館屋上防水改良工事 ㈲海野塗装工業 6 1 事前公表案件

14 福生第六小学校体育館屋上防水改良工事 ㈱原美装 6 1 事前公表案件

15
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

8 もくせい会館建設工事（給排水衛生設備） 羽村設備㈱ 7 1 事前公表案件

9 本人確認書類裏書印字機器借上 5 1 不調

10 道路台帳調書補正委託 ㈱ヤチホ 多摩支店 5 1

11
福生第一中学校外１箇所給食用設備整備工
事（電気設備）

宮崎電気㈱ 7 1 事前公表案件

12 福生第一中学校体育館屋上防水改良工事 6 1
事前公表案件
不調



 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00415 件名

内部発注番号 42700000006353
福生第一中学校外１箇所給食用設備整備工事

（建築）
入札見積締切日時 2016年1月13日 17時00分

開札日時 2016年1月14日 9時04分

予定価格 78,576,480円

調査基準価格 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 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 株式会社島田組 福生営業所

所在地 東京都福生市加美平二丁目１９番地８

落札金額 71,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社島田組 福生営業所 71,800,000円 落札

2 井戸鉄建株式会社

辞退

3 株式会社山口建興

辞退

備考 【概要】
昇降機２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
 
※予定価格事前公表案件
※低入札調査基準価格65,480,000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 2015-00431 件名

内部発注番号 42700000007070
福生市教育施設電気需給契約入札見積締切日時 2016年1月13日 17時00分

開札日時 2016年1月14日 9時22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 20,563,902円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 20,563,902円 落札

2 丸紅株式会社 21,275,850円

3 株式会社エネット 21,388,038円

4 株式会社イーセル 21,648,534円

5 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

辞退

6 日本ロジテック協同組合

辞退

7 伊藤忠エネクス株式会社 電力・ユーティリティ
事業本部 辞退

8 サミットエナジー株式会社

辞退

9 東京電力株式会社

不参

10 イーレックス株式会社

不参

11 エネサーブ株式会社

不参

備考 【概要】
【１年長期継続契約】
 
予定契約電力：611kw
年間予定使用電力量：959,200kwh
 
※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 2015-00420 件名

内部発注番号 42700000006650
もくせい会館建設工事（電気設備）入札見積締切日時 2016年1月13日 17時00分

開札日時 2016年1月14日 9時41分

予定価格 48,344,040円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町18番地

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 有限会社小林電業

所在地 東京都福生市本町９３

落札金額 43,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社小林電業 43,500,000円 落札

2 宮崎電気株式会社 43,685,000円

3 株式会社富田電気 43,720,000円

4 株式会社細谷電機 43,787,000円

5 有限会社日福電設 43,800,000円

6 ホーエイ電設株式会社 43,970,000円

7 有限会社アクティブ電設 44,000,000円

8 有限会社モリヤ電気 44,200,000円

9 オザワ電業株式会社 44,500,000円

備考 【概要】
敷地面積　587.84㎡
建築面積　420.05㎡
延べ床面積　1,407.49㎡
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格39,669,000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 2015-00421 件名

内部発注番号 42700000006628
もくせい会館建設工事（空調設備）入札見積締切日時 2016年1月13日 17時00分

開札日時 2016年1月14日 9時52分

予定価格 43,803,720円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町18番地

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 八重洲工業株式会社

所在地 東京都立川市柴崎町二丁目２５番３号

落札金額 40,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 40,000,000円 落札

2 株式会社新和 40,500,000円

3 株式会社開成 40,559,000円

4 株式会社細谷電機

辞退

5 酒井工業株式会社 立川営業所

辞退

6 安藤設備株式会社

辞退

7 東京冷機工業株式会社 多摩営業所

辞退

8 ムサシノアロー株式会社

辞退

9 株式会社森田工業所

辞退

備考 【概要】
敷地面積　587.84㎡
建築面積　420.05㎡
延べ床面積　1,407.49㎡
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格36,114,000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 2015-00421 件名

内部発注番号 42700000006628
もくせい会館建設工事（空調設備）入札見積締切日時 2016年1月13日 17時00分

開札日時 2016年1月14日 9時52分

予定価格 43,803,720円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町18番地

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 八重洲工業株式会社

所在地 東京都立川市柴崎町二丁目２５番３号

落札金額 40,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 40,000,000円 落札

2 株式会社新和 40,500,000円

3 株式会社開成 40,559,000円

4 株式会社細谷電機

辞退

5 酒井工業株式会社 立川営業所

辞退

6 安藤設備株式会社

辞退

7 東京冷機工業株式会社 多摩営業所

辞退

8 ムサシノアロー株式会社

辞退

9 株式会社森田工業所

辞退

備考 【概要】
敷地面積　587.84㎡
建築面積　420.05㎡
延べ床面積　1,407.49㎡
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格36,114,000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 2015-00422 件名

内部発注番号 42700000006651
もくせい会館建設工事（給排水衛生設備）入札見積締切日時 2016年1月13日 17時00分

開札日時 2016年1月14日 10時03分

予定価格 24,366,960円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町18番地

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 21,130,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 羽村設備株式会社 21,130,000円 落札

2 株式会社吉田工務店 22,320,000円

3 株式会社桑林工業所 22,350,000円

4 株式会社森田工業所 22,505,000円

5 安藤設備株式会社 22,562,000円

6 橋本設備工業株式会社

辞退

7 有限会社加藤設備

不参

備考 【概要】
敷地面積　587.84㎡
建築面積　420.05㎡
延べ床面積　1,407.49㎡
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格20,036,000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 2015-00434 件名

内部発注番号 42700000006960
道路台帳調書補正委託入札見積締切日時 2016年1月13日 17時00分

開札日時 2016年1月14日 10時20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

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 株式会社ヤチホ 多摩支店

所在地 東京都東久留米市八幡町一丁目３番３３号

落札金額 2,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヤチホ 多摩支店 2,400,000円 落札

2 有限会社三友測量設計 福生営業所 2,600,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 2,800,000円

4 株式会社ふくみ 2,850,000円

5 株式会社ファースト設計 福生営業所 3,000,000円

備考 【概要】
道路台帳の記載事項に変更が生じたため、道路法施行規則第４条の２第５項の規定により、補正委託を行うもの
 
道路補正延長（歩道区分なし）：469.73ｍ
道路補正延長（歩道区分あり）：349.76ｍ
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2015-00428 件名

内部発注番号 42700000007115
福生第一中学校体育館屋上防水改良工事入札見積締切日時 2016年1月13日 17時00分

開札日時 2016年1月14日 10時25分

予定価格 6,098,760円

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

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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社平田建装

辞退

2 有限会社昭和防水工事

辞退

3 有限会社佐野防水工業

辞退

4 株式会社船戸建装

辞退

5 有限会社秋元

辞退

6 有限会社海野塗装工業

辞退

備考 【概要】
合成高分子系ルーフィングシート防水　1,007㎡
ウレタン塗膜防水　110㎡
 
※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 2015-00427 件名

内部発注番号 42700000007117
福生第六小学校体育館屋上防水改良工事入札見積締切日時 2016年1月13日 17時00分

開札日時 2016年1月14日 10時40分

予定価格 7,170,120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９番地１

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 株式会社原美装

所在地 東京都青梅市畑中一丁目２３番地の１

落札金額 6,600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社原美装 6,600,000円 落札

2 株式会社菊地塗装

辞退

3 株式会社平田建装

辞退

4 有限会社昭和防水工事

辞退

5 有限会社秋元

辞退

6 有限会社海野塗装工業

辞退

備考 【概要】
改質アスファルトシート防水　810.4㎡
ルーフドレンφ100　11か所
ヘリサイン　１式
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。




