
予定価格

落札金額

4,020,000

4,000,000

1,817,000

2,830,000

2,750,000

794,976

1,891,000

1,319,400

1,820,000

972,000

1,345,000

1,340,000

2,377,000

1,998,900

1,250,000

345,000

1,395,000

㈱プランニングマップ 5 1

9 田園広場公園改修工事 ㈲加藤設備 5 1 事前公表案件

5 1

8 中央図書館おはなし室床暖房改良工事 ㈲秋元 5 1 事前公表案件

7

平成29年12月14日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

1 緑地整備工事（その８） 興國緑化㈱ 6 1 事前公表案件

2 スタッドレスタイヤ等購入 マルダイオート㈱ 5 1

3 防犯カメラ設置工事 ㈲小林電業 7 1 事前公表案件

4 災害対策用品購入 星野総合商事㈱東京営業所 5 1

5 2

5
市道第1160号線（宿橋通り）道路由来
板設置工事

㈱アシスタ 5 1 事前公表案件

防災食育センター白衣等クリーニング
委託

つばめ企業㈱

6 日光橋公園支障木剪定委託 ㈱共進造園

11 公園遊具点検委託 ㈱トレジャーボックス東京支店

10 公園台帳補正委託

4 1

※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（12を除く）。

12 公用車購入 中西モータース 5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00440 件名

内部発注番号 5844
緑地整備工事（その８）入札見積締切日時 2017年12月13日 17時00分

開札日時 2017年12月14日 9時00分

予定価格 4,341,600円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川1360番地１

業種 2700 造園

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 興國緑化株式会社

所在地 東京都福生市北田園二丁目２５番地４号

落札金額 4,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 4,000,000円 落札

2 立山産業株式会社 4,005,000円

3 株式会社丸松造園 4,010,000円

4 有限会社福生造園 4,010,000円

5 株式会社福樹園 4,010,000円

6 株式会社共進造園 4,019,999円

備考 【概要】
林床整備工　1,550m2
 
※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 2017-00441 件名

内部発注番号 5762
防犯カメラ設置工事入札見積締切日時 2017年12月13日 17時00分

開札日時 2017年12月14日 9時10分

予定価格 3,056,400円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜163番地外

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 2,750,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社小林電業 2,750,000円 落札

2 有限会社アクティブ電設 2,768,000円

3 株式会社細谷電機 2,775,000円

4 有限会社日福電設 2,788,000円

5 ホーエイ電設株式会社 2,800,000円

6 有限会社モリヤ電気 2,800,000円

7 宮崎電気株式会社 2,815,000円

備考 【概要】
福生公園防犯カメラ設置工事　１式
みずくらいど公園防犯カメラ設置工事　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 2017-00442 件名

内部発注番号 5779
市道第1160号線（宿橋通り）道路由来板設置工事入札見積締切日時 2017年12月13日 17時00分

開札日時 2017年12月14日 9時49分

予定価格 2,042,280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 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 株式会社アシスタ

所在地 東京都立川市砂川町三丁目３９番地の７

落札金額 1,319,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アシスタ 1,319,400円 落札

2 有限会社麻生マーク 1,470,000円

3 有限会社村尾造園土木 1,490,000円

4 多摩ライン株式会社

辞退

5 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

備考 【概要】
道路由来板設置工事　　　　１基
メッシュフェンス設置工事　１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 2017-00443 件名

内部発注番号 5872
日光橋公園支障木剪定委託入札見積締切日時 2017年12月13日 17時00分

開札日時 2017年12月14日 13時07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1386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 株式会社共進造園

所在地 東京都福生市南田園三丁目１６番地１２号

落札金額 1,820,000円

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 株式会社共進造園 2,000,000円 1,820,000円 落札

2 有限会社村尾造園土木 2,110,000円 1,950,000円

3 有限会社福生造園 2,130,000円 1,980,000円

4 株式会社福樹園 2,200,000円 1,980,000円

5 有限会社英造園 2,900,000円 1,980,000円

備考 【概要】
樹木剪定　一式
伐採　一式
仮設工　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00444 件名

内部発注番号 5787
防災食育センター白衣等クリーニング委託入札見積締切日時 2017年12月13日 17時00分

開札日時 2017年12月14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

営業種目１ 128 クリーニング 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 つばめ企業株式会社

所在地 東京都福生市牛浜１４５番地

落札金額 972,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 つばめ企業株式会社 972,000円 落札

2 富士リネンサプライ株式会社 1,080,000円

3 株式会社大丸

辞退

4 株式会社サンメディカルサービス

辞退

5 不二クリーニング株式会社

辞退

備考 【概要】
防災食育センターで調理に使用する白衣のクリーニング業務
 
※推定総額にて行った。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00445 件名

内部発注番号 5939
中央図書館おはなし室床暖房改良工事入札見積締切日時 2017年12月13日 17時00分

開札日時 2017年12月14日 9時52分

予定価格 1,452,600円

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

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 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 1,340,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社秋元 1,340,000円 落札

2 梅沢工務店株式会社

辞退

3 株式会社平田建装

辞退

4 有限会社ルミエール・シバタ

辞退

5 株式会社水井装備

辞退

備考 【概要】
床暖房撤去新設　一式
床仕上げ撤去新設（25㎡）　一式
床暖房撤去新設に伴う電気設備工事　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 2017-00446 件名

内部発注番号 5940
田園広場公園改修工事入札見積締切日時 2017年12月13日 17時00分

開札日時 2017年12月14日 10時01分

予定価格 2,567,160円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市北田園一丁目54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 有限会社加藤設備

所在地 東京都あきる野市野辺２５５番地１７

落札金額 1,998,900円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社加藤設備 1,998,900円 落札

2 株式会社森田工業所 2,126,400円

3 安藤設備株式会社 2,377,000円

4 株式会社桑林工業所 2,377,000円

5 有限会社三協設備工業

不参

備考 【概要】
給水設備工事　１式
排水設備工事　１式
衛生器具設備工事　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 2017-00448 件名

内部発注番号 6013
公園遊具点検委託入札見積締切日時 2017年12月13日 17時00分

開札日時 2017年12月14日 10時13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 株式会社トレジャーボックス 東京支店

所在地 東京都日野市平山三丁目8番地33

落札金額 345,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社トレジャーボックス 東京支店 345,000円 落札

2 株式会社コトブキ 1,500,000円

3 株式会社丸山製作所

辞退

4 株式会社トッケン 東京営業所

不参

備考 【概要】
遊具点検（劣化点検）市内68公園286基
事前打ち合わせ・調査報告書　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00451 件名

内部発注番号 6312
公用車購入入札見積締切日時 2017年12月13日 17時00分

開札日時 2017年12月14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 東京都福生市本町５番地

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 中西モータース

所在地 東京都福生市東町１３番地１２

落札金額 1,395,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 中西モータース 1,395,000円 落札

2 森田自動車 1,430,000円

3 有限会社村野モータース 1,450,000円

4 フジミ自動車興業株式会社

不参

5 株式会社交運社

不参

備考 【概要】
ワンボックス型軽自動車　１台
 
※入札価格は税込みです。


