
予定価格

落札金額

12,800,000

11,888,000

2,800,000

2,150,000

1,755,000

1,622,300

1,380,000

420,000

990,000

887,000

984,000

794,976

※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

10 草刈機購入 青梅産業㈱ 5 1

11 災害対策用品購入 星野総合商事㈱東京営業所 5 1

8
市民会館会議用テーブル・イス購
入

㈱ヒノデン福生支店 5 1

9
ライセンス購入（IT資産管理ソフ
トウェア）

リコージャパン㈱西東京支
社　西東京ＬＡ営業部

5 1

6 公園工事積算システム電算機借上 5 1 不調

7
テレビ電話多言語通訳サービス委
託

㈱スマートボックス 4 1

事前公表案件

4 配膳台カバー購入 ㈲冨田屋 5 1

5 中福生公園噴水ポンプ交換工事 トースイ㈱ 5 1

2 市道第1073号線改良工事設計委託 ㈱アース設計コンサルタント 6 1

3 庁舎消防設備修繕 ㈱きしの防災 5 1

事前公表案件

平成31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 道路標示設置工事 ㈱アシスタ 7 1



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00567 件名

内部発注番号 6196
道路標示設置工事入札見積締切日時 2019年1月16日 17時00分

開札日時 2019年1月17日 9時00分

予定価格 13,824,000円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

業種 7500 道路標示塗装

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 11,888,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アシスタ 11,888,000円 落札

2 多摩ライン株式会社 11,996,000円

3 有限会社麻生マーク 12,300,000円

4 日本ロードマーク株式会社 多摩支店 12,300,000円

5 有限会社ロードアクセス 12,342,000円

6 株式会社日本ボーサイ工業 12,600,000円

7 株式会社ミズホライン 12,615,000円

備考 【概要】
安全確保のため外側線等を施工する。
区画線設置工　幅15ｃｍ白実線　L=17,266.6m  幅15ｃｍ白破線　L=34.0ｍ
　　　　　　　幅30ｃｍ白実線　L=11.5ｍ　　　幅30ｃｍ白破線　L=4.0ｍ
　　　　　　　幅45ｃｍ白実線　L=4.0ｍ　
　　　　　　　交差点マーク　68箇所　　　　バス停標示　　１箇所
 
※予定価格事前公表案件
※最低制限価格　11,144,000円（税抜き）
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00558 件名

内部発注番号 6477
市道第1073号線改良工事設計委託入札見積締切日時 2019年1月16日 17時00分

開札日時 2019年1月17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 株式会社アース設計コンサルタント

所在地 東京都福生市北田園二丁目２０番１０号

落札金額 2,800,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社アース設計コンサルタント 2,800,000円 落札

2 株式会社プランニングマップ 2,870,000円

3 株式会社ふくみ 2,980,000円

4 株式会社藤澤設計 3,000,000円

5 株式会社ファースト設計 福生営業所 3,000,000円

6 国際測地株式会社 福生営業所 3,000,000円

備考 【概要】
当該道路の整備を行うための設計を行う。
道路詳細設計　一式
報告書作成　一式
打合せ協議　一式
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00568 件名

内部発注番号 6704
庁舎消防設備修繕入札見積締切日時 2019年1月16日 17時00分

開札日時 2019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 東京都福生市本町５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 株式会社きしの防災

所在地 東京都あきる野市小川東一丁目２番地１１

落札金額 2,150,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社きしの防災 2,150,000円 落札

2 株式会社消防弘済会 2,440,000円

3 株式会社オガワ防災 2,580,000円

4 株式会社サンワ 2,600,000円

5 株式会社セイショウ

辞退

備考 【概要】
排煙口レリーズ取替　４か所
防火ダンパーレリーズ取替　20か所
防火シャッター用バッテリー取替　５か所
防火戸枠擦り改修　１か所
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00559 件名

内部発注番号 6596
配膳台カバー購入入札見積締切日時 2019年1月16日 17時00分

開札日時 2019年1月17日 9時15分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市大字熊川1606番地１　福生市学校給食センター

営業種目１ 008 室内装飾品等 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 005 荒物雑貨 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 有限会社冨田屋

所在地 東京都福生市大字熊川1305番地の1

落札金額 1,755,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社冨田屋 1,755,000円 落札

2 株式会社アイホー 多摩営業所 2,610,000円

3 株式会社ヤサカ

辞退

4 ユニホーム商会

辞退

5 株式会社和光インテリア

辞退

備考 【概要】
配膳台カバー　150枚
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00569 件名

内部発注番号 6201
中福生公園噴水ポンプ交換工事入札見積締切日時 2019年1月16日 17時00分

開札日時 2019年1月17日 9時22分

予定価格 1,752,084円

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生443番地１

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 トースイ株式会社

所在地 東京都千代田区平河町一丁目７番７号

落札金額 1,380,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 トースイ株式会社 1,380,000円 落札

2 株式会社研水社 1,490,000円

3 湧泉工業株式会社

辞退

4 荏原実業株式会社

辞退

5 株式会社総建

不参

備考 【概要】
噴水用水中ポンプ交換　一式
制御盤コンデンサ交換　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 2018-00560 件名

内部発注番号 6632
公園工事積算システム電算機借上入札見積締切日時 2019年1月16日 17時00分

開札日時 2019年1月17日 9時26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 備考

1 井上事務機事務用品株式会社 1,218,000円

2 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

3 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

辞退

4 東京センチュリー株式会社

辞退

5 株式会社ＪＥＣＣ

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
機器　サーバーパソコン（デスクトップ型）　１台
　　　クライアントパソコン（ノートブック型）　１台
　　　A3対応カラースキャナプリンタ複合機　１台
　　　ネットワーク関連機器　１式
 
※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 2018-00571 件名

内部発注番号 6842
テレビ電話多言語通訳サービス委託入札見積締切日時 2019年1月16日 17時00分

開札日時 2019年1月17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番地外

営業種目１ 190 その他の業務委託等 取扱品目 00  

00  

00  

営業種目２ 121 情報処理業務 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 株式会社スマートボックス

所在地 東京都港区北青山三丁目３番７号第一青山ビル３階

落札金額 420,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社スマートボックス 420,000円 落札

2 株式会社ワイ・シー・シー 東京支社 483,000円

3 株式会社ブリックス 2,660,000円

4 ランゲージワン株式会社

不参

備考 【概要】
インターネットによるテレビ通話システムとタブレット端末を利用し、外国人住民と市職員、通訳者との三者による同時会話の
通訳を行う。
 
※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 2018-00561 件名

内部発注番号 6638
市民会館会議用テーブル・イス購入入札見積締切日時 2019年1月16日 17時00分

開札日時 2019年1月17日 9時36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2455番地

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 990,000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 990,000円 落札

2 有限会社いずみ堂 1,005,550円

3 有限会社メディア・ワールド 1,011,400円

4 有限会社ヤマシン 1,017,550円

5 有限会社ルミエール・シバタ 1,100,000円

備考 【概要】
市民会館会議用テーブル　16台
　　　　　　　イス　　　５脚
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00562 件名

内部発注番号 6354
ライセンス購入（IT資産管理ソフトウェア）入札見積締切日時 2019年1月16日 17時00分

開札日時 2019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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 002 事務機器・情報処理用機器 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 リコージャパン株式会社 西東京支社　西東京ＬＡ営業部

所在地 東京都立川市曙町二丁目２２番２０号

落札金額 887,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 リコージャパン株式会社 西東京支社　西東京
ＬＡ営業部

887,000円 落札

2 株式会社大塚商会 LA事業部公共グループ 922,900円

3 ミツイワ株式会社 サービスエンジニアリング本
部　多摩フィールドサービス部

1,170,600円

4 ＮＥＣフィールディング株式会社 西東京支店

辞退

5 株式会社日立システムズ

辞退

備考 【概要】
ライセンス更新　702ライセンス
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00564 件名

内部発注番号 6369
草刈機購入入札見積締切日時 2019年1月16日 17時00分

開札日時 2019年1月17日 9時51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1573番地1　

営業種目１ 018 農業・建設用機械器具 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 青梅産業株式会社

所在地 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原６番地２４

落札金額 984,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 青梅産業株式会社 984,000円 落札

2 有限会社エノモト 1,040,000円

3 白川産業株式会社 1,050,000円

4 橋本機械株式会社 1,070,000円

5 株式会社樋口商店

辞退

備考 【概要】
自走式草刈機　１台
 
※入札価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00563 件名

内部発注番号 6017
災害対策用品購入入札見積締切日時 2019年1月16日 17時00分

開札日時 2019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 東京都福生市本町５番地

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 星野総合商事株式会社 東京営業所

所在地 東京都足立区西伊興1丁目4番16号グレースガーデン102

落札金額 794,976円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 星野総合商事株式会社 東京営業所 794,976円 落札

2 株式会社きしの防災 840,000円

3 株式会社消防弘済会 880,000円

4 富士防災設備株式会社 多摩支店

辞退

5 セントラル防災工業株式会社 多摩支店

辞退

備考 【概要】
非常用糞尿処理セット　48セット
汚物コンパクト処理セット　16セット
汚物コンパクト処理袋（追加用）　32セット
 
※入札価格は税抜きです。


