
予定価格

落札金額

44,510,286

18,324,960

20,865,450

31,708,000

28,700,000

11,440,600

32,817,000

11,943,000

14,779,000

14,500,000

8,000,000

24,778,000

22,320,000

7,133,000

7,815,000

7,110,000

14,340,000

2,396,529

4,623,880

2,713,000

2,660,000

1,469,460

900,000

860,000

平成29年１月17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 ㈱エネット 14 1
(単価契約）
消費税含む

10 市営駐車場解体工事 ㈱三浦屋興業 7 1 事前公表案件

11
防災食育センター食育用備品（視
聴覚機器）購入

㈱東和エンジニアリング 7 1

12
中央体育館機械室等アスベスト除
去工事

瀬間工業㈱ 6 1 事前公表案件

13
防災食育センター給食用備品（給
食配送用車両その２）購入

㈲村野モータース 6 1

14
臨時福祉給付金給付業務委託（労
働者派遣）

富士ソフトサービスビューロ㈱ 6 1

15 災害備蓄庫配備食糧購入 船山㈱ 東京本店 6 3 不調随契

16 緑地整備工事（その５） ㈱丸松造園 5 1 事前公表案件

17 座卓テーブル・イス購入 ㈱ヤサカ 5 1

18
各小・中学校防火設備定期検査報
告書作成委託

㈱きしの防災 5 1

19 市営競技場照明灯点検等委託 ㈲小林電業 5 2

※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。

2 福生市庁舎外施設電気需給契約 サミットエナジー㈱ 14 1
(単価契約）
消費税含む

3 福生市教育施設電気需給契約 アーバンエナジー㈱ 14 1
(単価契約）
消費税含む

4
福生第三小学校外１箇所給食用設
備改良工事

井戸鉄建㈱ 9 1 事前公表案件

5
防災食育センター施設用備品（事
務机等）購入

㈱ヒノデン 福生支店 7 1

6
福生第四小学校外１箇所給食用設
備改良工事

9 1
事前公表案件
不調

7
防災食育センター施設用備品（収
納棚等）購入

㈱ヒノデン 福生支店 7 1

8
公共下水道総合地震耐震化H28その
１工事

吉村エンタープライズ㈱ 7 1 事前公表案件

9
防災食育センター食育用備品（展
示釜等）購入

㈱アイホー 多摩営業所 6 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00415 件名

内部発注番号 6440
福生市立小・中学校電気需給契約入札見積締切日時 2017年1月16日 17時00分

開札日時 2017年1月17日 9時10分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字福生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 株式会社エネット

所在地 東京都港区芝公園二丁目６番３号

落札金額 44,510,286円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社エネット 44,510,286円 落札

2 アーバンエナジー株式会社 46,577,898円

3 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

辞退

4 エネサーブ株式会社

辞退

5 ＪＸエネルギー株式会社 リソーシズ＆パワーカ
ンパニー　電気事業部 辞退

6 イーレックス株式会社

辞退

7 サミットエナジー株式会社

辞退

8 東京電力エナジーパートナー株式会社

不参

9 丸紅新電力株式会社

不参

10 伊藤忠エネクス株式会社 電力・ガス事業グル
ープ 不参

11 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

不参

12 シナネン株式会社

不参

13 株式会社Ｖ－Ｐｏｗｅｒ

不参

14 ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 東
京支店 不参

備考 【概要】
【１年長期継続契約】
 
　予定契約電力　　　　1,635kW
　年間予定使用電力量　2,114,900kWh
 
※単価契約のため、推定総額で入札を行った。
※入札価格は税込みです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00417 件名

内部発注番号 6398
福生市教育施設電気需給契約入札見積締切日時 2017年1月16日 17時00分

開札日時 2017年1月17日 9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 アーバンエナジー株式会社

所在地 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地

落札金額 20,865,450円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 アーバンエナジー株式会社 20,865,450円 落札

2 株式会社エネット

辞退

3 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

辞退

4 ＪＸエネルギー株式会社 リソーシズ＆パワーカ
ンパニー　電気事業部 辞退

5 イーレックス株式会社

辞退

6 サミットエナジー株式会社

辞退

7 東京電力エナジーパートナー株式会社

不参

8 丸紅新電力株式会社

不参

9 伊藤忠エネクス株式会社 電力・ガス事業グル
ープ 不参

10 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

不参

11 エネサーブ株式会社

不参

12 シナネン株式会社

不参

13 株式会社Ｖ－Ｐｏｗｅｒ

不参

14 ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 東
京支店 不参

備考 【概要】
【１年長期継続契約】
予定契約電力量：590kW
年間予定使用電力量：994,700kWh
 
※単価契約のため、推定総額で入札を行った。
※入札価格は税込みです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00409 件名

内部発注番号 6519
防災食育センター施設用備品（事務机等）購入入札見積締切日時 2017年1月16日 17時00分

開札日時 2017年1月17日 9時40分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1606番地１外

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 11,440,600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 11,440,600円 落札

2 有限会社メディア・ワールド 11,968,340円

3 株式会社ツクモ商事 12,245,600円

4 いさみや 12,260,000円

5 有限会社ヤマシン 12,354,000円

6 有限会社ルミエール・シバタ 12,500,000円

7 有限会社いずみ堂

不参

備考 【概要】
防災食育センターで使用する事務机等一式
１ 机
２ 椅子
３ 書庫等
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00410 件名

内部発注番号 6521
防災食育センター施設用備品（収納棚等）購入入札見積締切日時 2017年1月16日 17時00分

開札日時 2017年1月17日 9時46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1606番地１外

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 11,943,000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 11,943,000円 落札

2 株式会社ツクモ商事 12,559,600円

3 有限会社ヤマシン 12,586,000円

4 有限会社ルミエール・シバタ 12,800,000円

5 株式会社ヤサカ

辞退

6 株式会社樋口商店

辞退

7 有限会社いずみ堂

不参

備考 【概要】
防災食育センターで使用する重量収納棚等一式
１ 重量収納棚
２ 運搬車等
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00411 件名

内部発注番号 6514
防災食育センター食育用備品（展示釜等）購入入札見積締切日時 2017年1月16日 17時00分

開札日時 2017年1月17日 9時55分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1606番地１外

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 株式会社アイホー 多摩営業所

所在地 東京都八王子市松木18－9

落札金額 8,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アイホー 多摩営業所 8,000,000円 落札

2 日本調理機株式会社 立川営業所 8,630,000円

3 ホシザキ東京株式会社 福生営業所 8,654,300円

4 株式会社マルゼン 立川営業所 8,750,000円

5 タニコー株式会社 立川営業所 8,830,000円

6 株式会社中西製作所 多摩営業所 8,960,000円

備考 【概要】
防災食育センターで使用する展示釜等一式
１　展示用備品
２　体験用備品
３　バイキング給食用備品
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00412 件名

内部発注番号 6510
防災食育センター食育用備品（視聴覚機器）購入入札見積締切日時 2017年1月16日 17時00分

開札日時 2017年1月17日 10時06分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1606番地１外

営業種目１ 017 通信用機械器具類 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 株式会社東和エンジニアリング

所在地 東京都台東区秋葉原１番８号

落札金額 7,133,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社東和エンジニアリング 7,133,000円 落札

2 英工電機株式会社 13,590,000円

3 藤和通信工業株式会社 14,800,000円

4 共栄音響株式会社 16,155,000円

5 田中電気株式会社 16,760,000円

6 東京通信電設株式会社 19,800,000円

7 有限会社ニコウ技研

辞退

備考 【概要】
防災食育センターで使用する視聴覚機器一式
１ ワゴンアンプ
２ 移動型液晶プロジェクター
３ デジタルワイヤレスマイク等
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00413 件名

内部発注番号 6515
防災食育センター給食用備品（給食配送用車両そ

の２）購入
入札見積締切日時 2017年1月16日 17時00分

開札日時 2017年1月17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 東京都福生市大字熊川1606番地１外

営業種目１ 010 自動車・自転車 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 有限会社村野モータース

所在地 東京都福生市大字福生２６７番地

落札金額 14,340,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村野モータース 14,340,000円 落札

2 森田自動車 14,420,000円

3 三七三自動車商会 14,480,000円

4 株式会社交運社 14,500,000円

5 中西モータース 14,530,000円

6 フジミ自動車興業株式会社

不参

備考 【概要】
防災食育センターで使用する給食配送用車両一式
１　電気自動車　１台
２　電気自動車（ルートバン）　３台
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00414 件名

内部発注番号 6373
災害備蓄庫配備食糧購入入札見積締切日時 2017年1月16日 17時00分

開札日時 2017年1月17日 15時10分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生2303番地７

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 4,623,880円

No 商号又は名称 第１回 第２回 第３回 備考

1 船山株式会社 東京本店 5,041,940円 4,941,000円 4,845,000円 不調随契4,623,880円

2 株式会社消防弘済会 5,306,100円 5,000,000円

辞退

3 株式会社サンワ 5,612,400円

辞退 ＊＊

4 社会福祉法人東京コロニー 東京コロニー 5,480,000円

辞退 ＊＊

5 株式会社廣瀬商会 5,400,000円

辞退 ＊＊

6 星野総合商事株式会社 東京営業所 5,976,900円

辞退 ＊＊

備考 【概要】
災害備蓄庫配備食糧の購入
薄焼きビスケット4,080食、アルファ化米（炊き出しセット）8,000食、アルファ化米（袋入り個食）5,000食、アルファ化米梅がゆ
2,000食、缶入りパン4,080食、飲料水1,680本
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00418 件名

内部発注番号 6665
座卓テーブル・イス購入入札見積締切日時 2017年1月16日 17時00分

開札日時 2017年1月17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 東京都福生市武蔵野台一丁目15番地１松林会館　福生市熊川559番地１白梅会館

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 株式会社ヤサカ

所在地 東京都福生市加美平二丁目８番地１

落札金額 1,469,460円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ヤサカ 1,469,460円 落札

2 有限会社ヤマシン 1,523,500円

3 いさみや 1,548,000円

4 株式会社ヒノデン 福生支店 1,548,000円

5 株式会社ツクモ商事 1,565,000円

備考 【概要】
座卓テーブル25台、イス60脚の購入
 
※入札価格は税抜きです。





 

入札見積経過調書

案件番号 2016-00427 件名

内部発注番号 6756
市営競技場照明灯点検等委託入札見積締切日時 2017年1月16日 17時00分

開札日時 2017年1月17日 13時10分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生3232番地

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 860,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 有限会社小林電業 880,000円 860,000円 落札

2 株式会社大正電設 1,120,000円

辞退

3 株式会社細谷電機 978,500円

辞退

4 西都通信株式会社

不参 ＊＊

5 三笠電気株式会社 1,300,000円

不参

備考 【概要】
競技場及びテニスコート照明灯点検　一式
不点箇所の灯具交換　一式
管理棟操作盤点検　一式
 
※入札価格は税抜きです。


