
予定価格

落札金額

10,135,000

9,700,000

100,932,000

1,776,600

26,838,000

2,390,000

944,000

6,700,000

781,250

6,150,000

3,300,000

8,400,000

2,913,000

2,400,000

1,190,000

1,000,000

450,000

700,000

1,449,000

1,256,413

1,500,000

平成28年７月14日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 福生第二中学校配膳室整備工事 ㈱山武コーポレーション 7 1 事前公表案件

2
電算機借上（H28住民情報システム
機器）

㈱ＪＥＣＣ 11 1

3 特定保健指導委託 ㈲ハイライフサポート 6 1

4 生活保護システム借上 富士通リース㈱ 9 1

5 高齢者・障害者生活実態調査委託 ㈱アイアールエス 6 1

6 福生第六小学校　ティンパニ購入 ㈲宮崎楽器 5 1

7
道路ストック点検委託（跨線橋点
検業務）

国際航業㈱ 多摩営業所 6 1

8
ライセンス購入（Server Suite
外）

リコージャパン㈱ 首都圏事業本
部　西東京支社　西東京ＬＡ営
業部

5 1

9 中央排水区H28その２工事設計委託 ㈱ファースト設計 福生営業所 5 1

10
福生中部処理分区H28その１工事設
計委託

㈱ふくみ 5 1

11 新扶桑会館整備工事設計委託 ㈱土屋建築研究所 7 1

12 第三市営住宅外壁補修工事 ㈱モリタ 6 1 事前公表案件

13
がん検診推進事業子宮頸がん検診
細胞検査委託

4 2 不調

14
かえで会館外７箇所建築設備定期
検査報告書作成委託

㈱タマ建築設計事務所 5 1

15
庁舎外６箇所建築設備定期検査報
告書作成委託

㈲ティエム建築デザイン研究所 5 1

16
松林会館外４箇所特殊建築物等定
期調査報告書作成委託

㈲ティエム建築デザイン研究所 4 1

17
れんげ園外６箇所特殊建築物等定
期調査報告書作成委託

㈲ティエム建築デザイン研究所 5 1

18 乳がん・子宮頸がん集団検診委託 5 1 不調

19
福生市福生1228番地防火水槽撤去
工事

東山建設㈱ 5 1 事前公表案件

※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。

20 健康まつり会場設営・撤去等委託 ㈱ムラウチホビー 5 1





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00303 件名

内部発注番号 2018
電算機借上（H28住民情報システム機器）入札見積締切日時 2016年7月13日 17時00分

開札日時 2016年7月14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 東京都福生市本町５番地

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 株式会社ＪＥＣＣ

所在地 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

落札金額 100,932,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 100,932,000円 落札

2 ＮＴＴファイナンス株式会社 102,570,000円

3 芙蓉総合リース株式会社 103,632,000円

4 富士通リース株式会社 103,950,000円

5 ＪＡ三井リース株式会社

辞退

6 三菱ＵＦＪリース株式会社 新宿営業部

辞退

7 日立キャピタル株式会社

辞退

8 昭和リース株式会社

辞退

9 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

10 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社 辞退

11 リコージャパン株式会社 首都圏事業本部　西
東京支社　西東京ＬＡ営業部 辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
住民情報システム更新に伴う機器一式の借上
サーバ関連機器一式、クライアント関連機器一式
プリンタ関連機器一式、ネットワーク関連機器一式
保守関連一式
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00304 件名

内部発注番号 2163
生活保護システム借上入札見積締切日時 2016年7月13日 17時00分

開札日時 2016年7月14日 9時15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番地外

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 26,838,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 26,838,000円 落札

2 日通商事株式会社 東京支店 27,150,000円

3 株式会社ＪＥＣＣ 27,318,000円

4 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

5 日立キャピタル株式会社

辞退

6 昭和リース株式会社

辞退

7 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

8 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社 辞退

9 リコーリース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
生活保護システムソフトウェア及び機器（サーバ、クライアントＰＣ、プリンタ等）借上
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00305 件名

内部発注番号 1728
福生第六小学校　ティンパニ購入入札見積締切日時 2016年7月13日 17時00分

開札日時 2016年7月14日 9時26分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平一丁目９番地１

営業種目１ 003 学校教材・運動用品・楽器 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 有限会社宮崎楽器

所在地 東京都八王子市本郷町１１番６号

落札金額 944,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社宮崎楽器 944,000円 落札

2 株式会社かたばみ楽器 960,000円

3 サウンドプラザ 1,080,000円

4 株式会社鈴木楽器店 1,099,000円

5 株式会社名曲堂 1,130,000円

備考 【概要】
ティンパニ４台の購入
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00306 件名

内部発注番号 1690
ライセンス購入（Server Suite外）入札見積締切日時 2016年7月13日 17時00分

開札日時 2016年7月14日 9時35分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 002 事務機器・情報処理用機器 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 リコージャパン株式会社 首都圏事業本部　西東京支社　西東京ＬＡ営業部

所在地 東京都立川市曙町二丁目２２番２０号

落札金額 781,250円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 リコージャパン株式会社 首都圏事業本部　西
東京支社　西東京ＬＡ営業部

781,250円 落札

2 ミツイワ株式会社 フィールドサービス本部　多
摩フィールドサービス部

788,400円

3 株式会社富士通マーケティング 首都圏営業本
部南関東支社多摩支店

789,500円

4 ＮＥＣフィールディング株式会社 立川支店 795,500円

5 日本電子計算株式会社

不参

備考 【概要】
ライセンス新規×１
ライセンス更新×３
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00313 件名

内部発注番号 1932
福生中部処理分区H28その１工事設計委託入札見積締切日時 2016年7月13日 17時00分

開札日時 2016年7月14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 東京都福生市福生1200番地９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 3,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 3,300,000円 落札

2 株式会社ファースト設計 福生営業所 3,400,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 3,400,000円

4 株式会社プランニングマップ 3,490,000円

5 株式会社アース設計コンサルタント 3,700,000円

備考 【概要】
詳細設計　開削工法（内径1200mm未満）20m
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 2016-00315 件名

内部発注番号 1606
第三市営住宅外壁補修工事入札見積締切日時 2016年7月13日 17時00分

開札日時 2016年7月14日 10時00分

予定価格 3,146,040円

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13番地

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 株式会社モリタ

所在地 東京都福生市志茂52－2カサグランデ・Ｎ

落札金額 2,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社モリタ 2,400,000円 落札

2 株式会社塩田組 2,800,000円

3 株式会社水井装備 2,900,000円

4 井戸鉄建株式会社

辞退

5 株式会社渡辺工務店

辞退

6 株式会社島田組 福生営業所

不参

備考 【概要】
外壁補修工事　一式
階段設置工事　一式
サイクルポート側壁設置工事　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 2016-00317 件名

内部発注番号 1801
かえで会館外７箇所建築設備定期検査報告書作

成委託
入札見積締切日時 2016年7月13日 17時00分

開札日時 2016年7月14日 10時10分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市加美平一丁目20番地６外７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 株式会社タマ建築設計事務所

所在地 東京都あきる野市草花１８１７番地３

落札金額 1,190,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社タマ建築設計事務所 1,190,000円 落札

2 株式会社京和建築事務所 1,200,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,300,000円

4 株式会社セット設計事務所 2,000,000円

5 モリタ構造設計室 2,500,000円

備考 【概要】
建築基準法第12条第３項の規定による定期検査報告書の作成
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00319 件名

内部発注番号 1909
松林会館外４箇所特殊建築物等定期調査報告書

作成委託
入札見積締切日時 2016年7月13日 17時00分

開札日時 2016年7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 東京都福生市武蔵野台一丁目15番地１外４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 有限会社ティエム建築デザイン研究所

所在地 東京都福生市熊川1697番地16角柳ビル2階

落札金額 450,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社ティエム建築デザイン研究所 450,000円 落札

2 株式会社京和建築事務所 520,000円

3 隆設計工房 560,000円

4 モリタ構造設計室 1,000,000円

備考 【概要】
建築基準法12条第１項の規定による定期調査報告書の作成
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00321 件名

内部発注番号 2002
乳がん・子宮頸がん集団検診委託入札見積締切日時 2016年7月13日 17時00分

開札日時 2016年7月14日 10時39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2125番地３

営業種目１ 122 検査業務 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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 備考

1 医療法人クレモナ会 1,442,000円

2 医療法人社団大和会

辞退

3 一般財団法人労働衛生協会

辞退

4 公益財団法人愛世会

不参

5 一般財団法人全日本労働福祉協会

不参

備考 【概要】
検診車による乳がん・子宮頸がん検診（集団検診）
対象：乳がん…40歳以上　子宮頸がん…20歳以上　平成28年４月１日現在
予定人員　乳がん検診（自己負担有）　　　70人
　　　　　乳がん検診（自己負担無）　　　70人
　　　　　子宮頸がん検診　　　　　　　 140人
　　　　　合計　　　　　　　　　　　　 280人（延人数）　
 
※打ち切りとなりました。
※推定総額にて行った。
※入札価格は税込みです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00323 件名

内部発注番号 2192
健康まつり会場設営・撤去等委託入札見積締切日時 2016年7月13日 17時00分

開札日時 2016年7月14日 10時49分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地

営業種目１ 120 催事関係業務 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 株式会社ムラウチホビー

所在地 東京都八王子市大和田町五丁目８番１３号

落札金額 1,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ムラウチホビー 1,500,000円 落札

2 株式会社セブンサービス企画装飾 西東京営
業所

1,670,000円

3 株式会社ボストン 1,740,000円

4 株式会社フェスタル関東 東京営業所 1,790,000円

5 パシフィックリプロサービス株式会社 2,145,000円

備考 【概要】
健康まつり会場（市営福生野球場）にテント・看板等の機材搬入、設営及び撤去を行う。
 
※入札価格は税抜きです。


