
予定価格

落札金額

5,669,000

5,500,000

1,129,000

2,750,000

2,700,000

2,244,000

2,200,000

7,584,000

5,180,000

5,950,000

5,500,000

2,237,000

2,100,000

※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
臨時第２亀の子クラブ設置工事（電
気設備）

宮崎電気㈱ 5 1 事前公表案件

事前公表案件

5
福生第二小学校プール循環装置改良
工事

ミウラ化学装置㈱東京支店 6 1 事前公表案件

6
臨時第２亀の子クラブ設置工事（空
調設備）

八重洲工業㈱ 6 1

事前公表案件

3 せせらぎ遊歩道公園緑地整備工事 興國緑化㈱ 5 1 事前公表案件

4 福生駅西口放送設備整備工事 ㈱細谷電機 5 1

1
福生第一小学校外３校キュービクル
PAS交換工事

㈲アクティブ電設 6 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

平成31年2月13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 2018-00593 件名

内部発注番号 7005
福生第一小学校外３校キュービクルPAS交換工事入札見積締切日時 2019年2月12日 17時00分

開札日時 2019年2月13日 9時01分

予定価格 6,122,520円

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３箇所

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 有限会社アクティブ電設

所在地 東京都福生市北田園二丁目１４番地５

落札金額 5,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社アクティブ電設 5,500,000円 落札

2 有限会社日福電設 5,542,000円

3 ホーエイ電設株式会社 5,600,000円

4 有限会社モリヤ電気 5,600,000円

5 宮崎電気株式会社 5,650,000円

6 有限会社小林電業

辞退

備考 【概要】
キュービクルPAS交換　４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 2018-00598 件名

内部発注番号 7194
小中学校普通教室机・椅子購入入札見積締切日時 2019年2月12日 17時00分

開札日時 2019年2月13日 9時27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 1,129,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社いずみ堂 1,129,000円 決定

2 株式会社ツクモ商事 1,138,060円

3 株式会社ヒノデン 福生支店 1,138,060円

4 いさみや 1,142,220円

5 有限会社メディア・ワールド 1,144,000円

備考 【概要】
机　98台　椅子　104脚
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00594 件名

内部発注番号 7113
せせらぎ遊歩道公園緑地整備工事入札見積締切日時 2019年2月12日 17時00分

開札日時 2019年2月13日 9時10分

予定価格 2,970,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川地内

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 2,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 興國緑化株式会社 2,700,000円 落札

2 有限会社福生造園 2,720,000円

3 株式会社福樹園 2,735,000円

4 株式会社共進造園 2,738,000円

5 有限会社村尾造園土木 2,750,000円

備考 【概要】
高木伐採工　　１式
シュロ伐採工　50本
高木剪定工　　１本
 
※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 2018-00595 件名

内部発注番号 7457
福生駅西口放送設備整備工事入札見積締切日時 2019年2月12日 17時00分

開札日時 2019年2月13日 9時15分

予定価格 2,423,520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 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 株式会社細谷電機

所在地 東京都福生市志茂３６番地５

落札金額 2,200,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社細谷電機 2,200,000円 落札

2 株式会社ケイディエス 2,218,000円

3 有限会社日福電設 2,220,000円

4 宮崎電気株式会社 2,240,000円

5 有限会社小林電業

辞退

備考 【概要】
放送設備用ケーブル架空配線工事　400ｍ
放送設備用ケーブル建物内配線工事　35ｍ
放送設備用アンプ切替工事　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 2018-00600 件名

内部発注番号 7522
福生第二小学校プール循環装置改良工事入札見積締切日時 2019年2月12日 17時00分

開札日時 2019年2月13日 9時20分

予定価格 8,190,720円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川623番地

業種 4500 水処理装置

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 ミウラ化学装置株式会社 東京支店

所在地 東京都豊島区北大塚二丁目１７番１０号

落札金額 5,180,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 ミウラ化学装置株式会社 東京支店 5,180,000円 落札

2 株式会社アクアプロダクト アクア事業部 5,390,000円

3 フジカ濾水機株式会社 5,480,000円

4 城山産業株式会社 5,840,000円

5 株式会社トーシン

辞退

6 株式会社三進ろ過工業 東京営業所

不参

備考 【概要】
全自動珪藻土可逆式ろ過装置（ろ過能力　60&#13221;/h）　１基
固形塩素溶解式滅菌装置　１台
 
※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 2018-00601 件名

内部発注番号 7523
臨時第２亀の子クラブ設置工事（空調設備）入札見積締切日時 2019年2月12日 17時00分

開札日時 2019年2月13日 9時34分

予定価格 6,426,000円

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

業種 1000 空調工事

入札方式 02 指名競争入札

落札者 商号又は名称 八重洲工業株式会社

所在地 東京都立川市柴崎町二丁目２５番３号

落札金額 5,500,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲工業株式会社 5,500,000円 落札

2 株式会社奥山設備 5,680,000円

3 株式会社新和 5,840,000円

4 加藤設備工業株式会社 5,900,000円

5 株式会社森田工業所 5,950,000円

6 株式会社青和施設工業所

辞退

備考 【概要】
ヒートポンプマルチエアコン 8.0kW ４台
冷媒管工事　　　　一式
空調用電気工事　　一式
建築工事　　　　　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 2018-00602 件名

内部発注番号 7524
臨時第２亀の子クラブ設置工事（電気設備）入札見積締切日時 2019年2月12日 17時00分

開札日時 2019年2月13日 9時38分

予定価格 2,415,960円

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

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 宮崎電気株式会社

所在地 東京都福生市大字熊川１０６８番地

落札金額 2,100,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 宮崎電気株式会社 2,100,000円 落札

2 株式会社細谷電機 2,150,000円

3 ホーエイ電設株式会社 2,170,000円

4 有限会社アクティブ電設 2,180,000円

5 純電工株式会社 2,200,000円

備考 【概要】
電灯盤増設ELB50A 20A*14　１面
LED照明　                 16台
コンセント設置　          10個
幹線引き替え　          　一式
 
※予定価格事前公表案件
※入札価格は税抜きです。


