
予定価格

落札金額

15,727,000

15,000,000

14,968,079

7,400,000

21,200,000

14,700,000

1,224,000

16,500,000

3,027,000

2,730,000

3,673,000

3,186,000

925,926

1,240,000

1,150,000

1,400,000

1,722,000

1,710,000

1,100,000

850,000

450,000

980,000

800,000

519,600

1,380,000

※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（２を除く）。

22 健康まつり会場設営・撤去等委託 ㈱ムラウチホビー 5 1

21 市立中学校生徒貧血検査委託 ㈱立川臨床医学研究所 4 1

20 市道第1119号線測量委託 ㈱ふくみ 5 1

19
各小中学校建築設備定期検査報告書
作成委託

㈱京和建築事務所 5 1

17
松林会館外４箇所特定建築物定期調
査報告書作成委託

㈲ティエム建築デザイン研究
所

4 1

16
かえで会館外７箇所建築設備定期検
査報告書作成委託

ユーディーアイ確認検査㈱定
期報告・外壁調査室

5 1

12 さくら会館消防設備改良工事 ㈱消防弘済会 5 1 事前公表案件

15
市庁舎外７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

14 市道第1121号線側溝改良工事 ㈱塩田組 5 1 事前公表案件

7
市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）Ｈ
30無電柱化基本設計委託

㈱高島テクノロジーセンター
東京支店

7 1

9 維持管理補修工事Ｈ30その３ ㈱第一建設 6 1 事前公表案件

6 電算機借上（電子申告等） ㈱ＪＥＣＣ 5 1

5 全体計画調査補足業務委託 ㈱ふくみ 7 1

事前公表案件

4
全体計画調査H30その１（中央幹
線・中央幹線支線）

㈱ファースト設計福生営業所 7 1

3
福生都市計画道路３・４・７号富士
見通り線電線類地中化実施設計委託

日本設計㈱東京支店 7 1

平成30年7月12日入札結果

件　　　　　　　　　　名 落札業者
入札
者数

入札
回数

備　考

広報編集用機器借上 5 2 不調8

2
福生市従量電灯及び低圧電力電気需
給契約

㈱エネット 12 1

1 下水道長寿命化蓋替工事Ｈ30 管清工業㈱西東京営業所 7 1

18 乳がん・子宮頸がん集団検診委託 5 1 不調

10 市営住宅解体除却工事 ㈱アイ・エス・ディー 6 1 事前公表案件

11
防災行政無線（移動系）施設改良工
事設計委託

日本栄伸システム設計㈱ 6 1

13 公共下水道管渠調査委託Ｈ30その３ 管清工業㈱西東京営業所 5 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00337 件名

内部発注番号 2089
下水道長寿命化蓋替工事Ｈ30入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 9時00分

予定価格 16,985,160円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生・牛浜・志茂・熊川・東町・加美平・武蔵野台地内

業種 0500 下水道施設工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 管清工業株式会社 西東京営業所

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目11番2号

落札金額 15,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 管清工業株式会社 西東京営業所 15,000,000円 落札

2 株式会社ヤマソウ 東京支店 15,180,000円

3 三喜技研工業株式会社 15,250,000円

4 内外サービス株式会社 15,400,000円

5 高杉商事株式会社 15,500,000円

6 淺間保全工業株式会社 15,720,000円

7 株式会社冨士土木 瑞穂営業所

辞退

備考 【概要】
汚水人孔蓋替え　45箇所
付帯工　１式
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　13,898,000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 2018-00330 件名

内部発注番号 2396
福生市従量電灯及び低圧電力電気需給契約入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12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 東京都福生市加美平一丁目20番地６外65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 14,968,079円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社エネット 14,968,079円 落札

2 株式会社Ｖ－Ｐｏｗｅｒ 15,559,028円

3 エネサーブ株式会社

辞退

4 丸紅新電力株式会社

辞退

5 日立造船株式会社 東京本社

辞退

6 サミットエナジー株式会社

辞退

7 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

辞退

8 東京電力エナジーパートナー株式会社

不参

9 シナネン株式会社

不参

10 アーバンエナジー株式会社

不参

11 九電みらいエナジー株式会社 営業本部

不参

12 株式会社パネイル

不参

備考 【概要】
【13か月長期継続契約】
年間予定使用電力量
　従量電灯B　 65,038ｋWh
　従量電灯C　219,427ｋWh
　低圧 　　　271,145ｋWh
 
※単価契約のため、推定総額にて入札を行った。
※入札価格は税込みです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00338 件名

内部発注番号 2152
福生都市計画道路３・４・７号富士見通り線電線類

地中化実施設計委託
入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 9時37分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生地内

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 日本設計株式会社 東京支店

所在地 東京都渋谷区道玄坂二丁目１６番８号

落札金額 7,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本設計株式会社 東京支店 7,400,000円 落札

2 宏栄コンサルタント株式会社 11,800,000円

3 八千代エンジニヤリング株式会社 総合事業本
部

12,000,000円

4 セントラルコンサルタント株式会社 13,100,000円

5 株式会社高島テクノロジーセンター 東京支店 14,300,000円

6 株式会社復建エンジニヤリング 本社 18,350,000円

7 株式会社協和コンサルタンツ 東京支社

辞退

備考 【概要】
道路詳細設計　　　　１式
平面交差点詳細設計　１式
電線共同溝詳細設計　１式
打合せ協議　　　　　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00331 件名

内部発注番号 2047
全体計画調査H30その１（中央幹線・中央幹線支

線）
入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 9時24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

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 株式会社ファースト設計 福生営業所

所在地 東京都福生市牛浜１５４

落札金額 21,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ファースト設計 福生営業所 21,200,000円 落札

2 株式会社ふくみ 22,000,000円

3 国際測地株式会社 福生営業所 22,000,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 22,000,000円

5 株式会社エーアイ設計工房 23,000,000円

6 有限会社浜中設計測量 25,000,000円

7 株式会社プランニングマップ 31,550,000円

備考 【概要】
雨水管渠更生における全体計画調査
中央幹線　１式
中央幹線支線　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00339 件名

内部発注番号 2060
全体計画調査補足業務委託入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 9時25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

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 株式会社ふくみ

所在地 東京都福生市大字福生２３５６番地６

落札金額 14,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 14,700,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 15,400,000円

3 株式会社ファースト設計 福生営業所 15,500,000円

4 有限会社あきる野測量設計 15,550,000円

5 株式会社プランニングマップ 15,550,000円

6 株式会社アース設計コンサルタント 15,800,000円

7 株式会社横山設計事務所

不参

備考 【概要】
全体計画調査における補足業務
中央幹線　１式
武蔵野幹線　１式
南部幹線　１式
中央幹線支線　１式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00335 件名

内部発注番号 2201
電算機借上（電子申告等）入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 9時30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 1,224,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 1,224,000円 落札

2 井上事務機事務用品株式会社 1,308,000円

3 富士通リース株式会社 1,356,000円

4 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

5 リコーリース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
　電算機借上（ノートパソコン３台、プリンター１台）
　eLTAXによる電子申告情報の収受、国税連携等事務
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00340 件名

内部発注番号 2760
市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）Ｈ30無電柱化基

本設計委託
入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 9時48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

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 株式会社高島テクノロジーセンター 東京支店

所在地 東京都港区港南二丁目１６番４号品川グランドセントラルタワー７階

落札金額 16,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社高島テクノロジーセンター 東京支店 16,500,000円 落札

2 株式会社東洋設計 多摩営業所 20,000,000円

3 株式会社ユニエンジニヤリング 25,000,000円

4 株式会社長大 東京支社 25,180,000円

5 株式会社ヤチホ 多摩支店 25,800,000円

6 株式会社近代設計 東京支社 26,800,000円

7 八千代エンジニヤリング株式会社 総合事業本
部

30,000,000円

備考 【概要】
長　713.08ｍ　幅員　8.0ｍ
基本設計一式
・設計計画・現地踏査・技術検討会・平面、縦断線形設計・管路部設計・特殊部設計・地上機器部設計・概算工事費算出・関
係機関との協議資料作成・照査・報告書作成・協議打合せ
試掘調査業務一式
・試掘工・山留工・埋戻し工・仮復旧工・本復旧工
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00336 件名

内部発注番号 1257
広報編集用機器借上入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 14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

所在地

落札金額

No 商号又は名称 第１回 第２回 備考

1 富士通リース株式会社 2,418,000円 2,403,000円

2 日本教育情報機器株式会社 2,460,000円

辞退

3 昭和リース株式会社

辞退 ＊＊

4 日通商事株式会社 東京支店

辞退 ＊＊

5 ステラグループ株式会社

辞退 ＊＊

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
デスクトップ型パソコン×３台
フォント（８種類）×４セット
カラープリンター×１台
 
※打ち切りとなりました。
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00341 件名

内部発注番号 1977
維持管理補修工事Ｈ30その３入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 9時50分

予定価格 3,269,160円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1159番地25先

業種 0500 下水道施設工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社第一建設

所在地 東京都福生市大字熊川１４３８番地１０

落札金額 2,730,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社第一建設 2,730,000円 落札

2 株式会社岡野組 2,750,000円

3 株式会社田村工務店 2,960,000円

4 東山建設株式会社

辞退

5 有限会社村尾造園土木

辞退

6 成友興業株式会社 福生営業所

辞退

備考 【概要】
雨水管新設　ＶＵφ250　32.35ｍ
雨水管撤去　ＶＵφ200　32.35ｍ
集水桝撤去工　１式
付帯工　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 2018-00342 件名

内部発注番号 2071
市営住宅解体除却工事入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 9時55分

予定価格 3,966,840円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1081番地外

業種 3100 解体工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社アイ・エス・ディー

所在地 東京都福生市武蔵野台二丁目１１番地９号ヴェルデビア１階

落札金額 3,186,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アイ・エス・ディー 3,186,000円 落札

2 株式会社三浦屋興業 3,250,700円

3 株式会社ティーエムハンズ

辞退

4 株式会社エコワス

辞退

5 株式会社第一建設

辞退

6 ニューズ産業株式会社 西多摩支店

辞退

備考 【概要】
空き家木造市営住宅（２棟）の解体除却工事を実施する。
　・第四市営住宅213（木造平屋造　昭和32年度建設）
　・第五市営住宅202（木造平屋造　昭和31年度建設）
 
※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 2018-00343 件名

内部発注番号 2063
防災行政無線（移動系）施設改良工事設計委託入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 14時32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

業種 1300 設備設計

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 日本栄伸システム設計株式会社

所在地 東京都港区芝浦四丁目５番１１‐１０７号

落札金額 925,926円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本栄伸システム設計株式会社 925,926円 落札

2 ビーム計画設計株式会社 東京支店 1,990,000円

3 一般財団法人高度映像情報センター 2,170,000円

4 株式会社建設技術研究所 東京本社 2,500,000円

5 株式会社エイト日本技術開発 東京支社

辞退

6 株式会社イ・エス・エス

辞退

備考 【概要】
実施設計業務　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00344 件名

内部発注番号 1826
さくら会館消防設備改良工事入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 10時05分

予定価格 1,339,200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

業種 3200 消火設備

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社消防弘済会

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目２７番１９号

落札金額 1,150,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社消防弘済会 1,150,000円 落札

2 株式会社ミナカミ 1,200,000円

3 株式会社多摩綜合防災 1,220,000円

4 羽村設備株式会社

辞退

5 セントラル防災株式会社

辞退

備考 【概要】
危害防止装置新設　２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 2018-00345 件名

内部発注番号 2178
公共下水道管渠調査委託Ｈ30その３入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 10時15分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

営業種目１ 127 下水道管路内ＴＶカメラ調査業
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 管清工業株式会社 西東京営業所

所在地 東京都立川市羽衣町三丁目11番2号

落札金額 1,400,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 管清工業株式会社 西東京営業所 1,400,000円 落札

2 淺間保全工業株式会社 1,530,000円

3 株式会社環境システムサービス 1,580,000円

4 三喜技研工業株式会社 1,600,000円

5 内外サービス株式会社 1,620,000円

備考 【概要】
潜行目視調査工　1227.50ｍ
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00346 件名

内部発注番号 2444
市道第1121号線側溝改良工事入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 10時15分

予定価格 1,859,760円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町地内

業種 0100 道路舗装工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 株式会社塩田組

所在地 東京都福生市福生２０３３番地

落札金額 1,710,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社塩田組 1,710,000円 落札

2 成友興業株式会社 福生営業所 1,722,000円

3 東山建設株式会社

辞退

4 有限会社村尾造園土木

辞退

5 有限会社麻生マーク

辞退

備考 【概要】
側溝の改良を行う
施工延長　81.0ｍ
塩化ビニル管工　φ250　Ｌ－77.4ｍ
Ｕ型側溝集水桝縁塊取替工　６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 2018-00347 件名

内部発注番号 1727
市庁舎外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 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 10時21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 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 1,100,000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 1,100,000円 落札

2 株式会社タマ建築設計事務所 1,200,000円

3 株式会社京和建築事務所 1,340,000円

4 株式会社古賀建築事務所 2,000,000円

5 モリタ構造設計室

辞退

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



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00348 件名

内部発注番号 1733
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 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 10時25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 ユーディーアイ確認検査株式会社 定期報告・外壁調査室

所在地 東京都文京区湯島一丁目８番２号ＭＫ御茶ノ水ビル

落札金額 850,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ユーディーアイ確認検査株式会社 定期報告・
外壁調査室

850,000円 落札

2 株式会社タマ建築設計事務所 860,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,000,000円

4 株式会社京和建築事務所 1,000,000円

5 モリタ構造設計室

辞退

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



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00349 件名

内部発注番号 1724
松林会館外４箇所特定建築物定期調査報告書作

成委託
入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 10時33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 480,000円

3 株式会社藤澤設計 530,000円

4 モリタ構造設計室

辞退

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



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00351 件名

内部発注番号 2306
乳がん・子宮頸がん集団検診委託入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 10時44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 1,646,568円

2 一般財団法人日本がん知識普及協会

辞退

3 医療法人社団崎陽会

辞退

4 社会福祉法人白十字会 東京白十字病院

不参

5 医療法人財団暁

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：乳がん検診…40歳以上、子宮頸がん検診…20歳以上（平成30年４月１日現在）
予定人員　乳がん検診（自己負担有）　　63人
　　　　　乳がん検診（自己負担無）　　63人
　　　　　子宮頸がん検診　　　　　　 126人
　　　　　合計　　　　　　　　　　　 252人（延人員）
 
※入札価格は税込みです。
※入札は打切りとなりました。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00350 件名

内部発注番号 2287
各小中学校建築設備定期検査報告書作成委託入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 10時38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

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 株式会社京和建築事務所

所在地 東京都福生市本町２３番地２号

落札金額 980,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社京和建築事務所 980,000円 落札

2 新井設計株式会社 1,040,000円

3 有限会社ティエム建築デザイン研究所 1,090,000円

4 有限会社小林建築設計工房 1,200,000円

5 モリタ構造設計室

辞退

備考 【概要】
建築設備定期検査報告書作成　10校分
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00352 件名

内部発注番号 2132
市道第1119号線測量委託入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 10時50分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市本町地内

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 株式会社ふくみ

所在地 東京都福生市大字福生２３５６番地６

落札金額 800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ふくみ 800,000円 落札

2 国際測地株式会社 福生営業所 950,000円

3 株式会社プランニングマップ 1,020,000円

4 株式会社アース設計コンサルタント 1,020,000円

5 有限会社あきる野測量設計 1,050,000円

備考 【概要】
道路用地を隣接地権者へ払下げるため、基準点測量及び用地測量を実施するもの。
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00353 件名

内部発注番号 2468
市立中学校生徒貧血検査委託入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 11時00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845番地　外２箇所

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 株式会社立川臨床医学研究所

所在地 東京都立川市柏町一丁目１番１２号

落札金額 519,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社立川臨床医学研究所 519,600円 落札

2 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 719,400円

3 医療法人クレモナ会 857,500円

4 医療法人財団立川中央病院

不参

備考 【概要】
生徒の健康管理を行うため、福生市立中学校に在籍する１年生に対し貧血検査を実施する。
 
※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 2018-00354 件名

内部発注番号 2284
健康まつり会場設営・撤去等委託入札見積締切日時 2018年7月11日 17時00分

開札日時 2018年7月12日 11時08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 1,380,000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 1,380,000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

1,570,000円

3 株式会社三鈴 2,200,000円

4 株式会社日本レクリエーシヨンサービスセンタ
ー

2,300,000円

5 株式会社セレスポ 西東京支店 2,400,000円

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


