
予定価格

落札金額

2,049,000

1,690,000

1,578,000

2,701,000

2,620,000

1,745,000

1,690,000

1,797,000

1,700,000

1,170,000

600,000

※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。

7 保健センター壁クロス修繕 ㈲秋元 5 1

事前公表案件

6 福生第一中学校マツクイ虫駆除委託 興國緑化㈱ 5 1

5 保健センター高圧引込設備更新工事 ホーエイ電設㈱ 5 1

事前公表案件

4
福生第三小学校Ｌ型側溝及び舗装改
修工事

㈲村尾造園土木 5 1 事前公表案件

3
保健センター便所改良工事（給排水
衛生設備）

羽村設備㈱ 5 1

事前公表案件

2 小中学校普通教室机・椅子購入 ㈲いずみ堂 5 1

1 保健センター便所改良工事（建築） ㈱水井装備 5 1

平成30年2月8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 2017-00487 件名

内部発注番号 7370
保健センター便所改良工事（建築）入札見積締切日時 2018年2月7日 17時00分

開札日時 2018年2月8日 9時05分

予定価格 2,212,920円

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

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 株式会社水井装備

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎西松原１４番地４

落札金額 1,690,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社水井装備 1,690,000円 落札

2 株式会社モリタ

辞退

3 株式会社島田組 福生営業所

辞退

4 株式会社塩田組

辞退

5 株式会社渡辺工務店

辞退

備考 【概要】
ベビーチェア新設・・・６台
手すり新設・・・７箇所
２階女子便所トイレブース新設
 
※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 2017-00492 件名

内部発注番号 7422
小中学校普通教室机・椅子購入入札見積締切日時 2018年2月7日 17時00分

開札日時 2018年2月8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1055番地外（市立小中学校10校）

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 有限会社いずみ堂

所在地 東京都福生市大字熊川1143－22－303

落札金額 1,578,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社いずみ堂 1,578,000円 落札

2 株式会社ヒノデン 福生支店 1,608,120円

3 株式会社ツクモ商事 1,608,720円

4 有限会社ヤマシン 1,631,520円

5 有限会社ルミエール・シバタ 1,778,000円

備考 【概要】
机　132台　椅子　156脚
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00488 件名

内部発注番号 7371
保健センター便所改良工事（給排水衛生設備）入札見積締切日時 2018年2月7日 17時00分

開札日時 2018年2月8日 9時14分

予定価格 2,917,080円

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

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 2,620,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 羽村設備株式会社 2,620,000円 落札

2 株式会社森田工業所 2,680,000円

3 安藤設備株式会社 2,701,000円

4 株式会社桑林工業所 2,701,000円

5 有限会社三協設備工業

不参

備考 【概要】
洋風大便器新設・・・５台
温水洗浄便座新設・・・４箇所
自動フラッシュバルブ新設・・・３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 2017-00493 件名

内部発注番号 7469
福生第三小学校Ｌ型側溝及び舗装改修工事入札見積締切日時 2018年2月7日 17時00分

開札日時 2018年2月8日 9時15分

予定価格 1,884,600円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市牛浜162番地

業種 0600 一般土木工事

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 1,690,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社村尾造園土木 1,690,000円 落札

2 有限会社英造園 1,710,000円

3 興國緑化株式会社 1,730,000円

4 株式会社共進造園 1,745,000円

5 有限会社麻生マーク

辞退

備考 【概要】
Ｌ型側溝据付　29.5ｍ、舗装工　175.5㎡
 
※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 2017-00489 件名

内部発注番号 7374
保健センター高圧引込設備更新工事入札見積締切日時 2018年2月7日 17時00分

開札日時 2018年2月8日 9時26分

予定価格 1,940,760円

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

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 ホーエイ電設株式会社

所在地 東京都福生市大字福生９４７番地８

落札金額 1,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ホーエイ電設株式会社 1,700,000円 落札

2 有限会社小林電業 1,746,000円

3 有限会社モリヤ電気 1,760,000円

4 有限会社アクティブ電設 1,780,000円

5 宮崎電気株式会社 1,785,000円

備考 【概要】
高圧受電用区分開閉器（GR付PAS）交換・・・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 2017-00494 件名

内部発注番号 7649
福生第一中学校マツクイ虫駆除委託入札見積締切日時 2018年2月7日 17時00分

開札日時 2018年2月8日 9時28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

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 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 1,170,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 1,170,000円 落札

2 立山産業株式会社 1,250,000円

3 株式会社丸松造園 1,260,000円

4 有限会社福生造園 1,270,000円

5 株式会社福樹園 1,300,000円

備考 【概要】
マツザイセンチュウ薬剤注入　39本
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2017-00490 件名

内部発注番号 7387
保健センター壁クロス修繕入札見積締切日時 2018年2月7日 17時00分

開札日時 2018年2月8日 11時09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

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 600,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社秋元 600,000円 落札

2 高橋装飾株式会社 737,000円

3 有限会社ルミエール・シバタ

辞退

4 株式会社平田建装

辞退

5 株式会社船戸建装

不参

備考 【概要】
壁クロス張替え・・・282.1㎡
 
※入札価格は税抜きです。


