
 

入札見積経過調書

案件番号 2012-00010 件名

内部発注番号 42400000000243
プチギャラリー清掃委託入札見積締切日時 2012年3月6日 17時00分

開札日時 2012年3月7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 東京都福生市福生1014番地10

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社三友

所在地 東京都福生市福生９１２番地

落札金額 834,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社三友 834,000円 決定

2 株式会社トリートップ 多摩支店 1,350,000円

3 株式会社イクプランニング 1,580,000円

4 株式会社須田ビルメンテナンス 1,650,000円

5 株式会社サンライズ

不参

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
定期清掃（年18回）、日常清掃（年18回）、壁清掃（年４回）、
一般ガラス清掃（年４回）、特別ガラス清掃（年２回）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2012-00009 件名

内部発注番号 42400000000173
ランチルーム清掃等委託入札見積締切日時 2012年3月6日 17時00分

開札日時 2012年3月7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 東京都福生市熊川845番地外２箇所

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社トリートップ 多摩支店

所在地 東京都武蔵野市吉祥寺東町一丁目２番２号

落札金額 3,240,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社トリートップ 多摩支店 3,240,000円 決定

2 株式会社日本環境ビルテック 多摩営業所 3,528,000円

3 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 3,540,000円

4 有限会社ジェイクリーンサービス 3,600,000円

5 株式会社サンアメニティ 多摩支社 3,750,000円

6 有限会社エムアイティ 4,110,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
・床面清掃工　２回/月×11月＝22回（１校１年当たり）
　　　　　　　22回/年×３校×３年
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2012-00008 件名

内部発注番号 42400000000140
子ども応援館清掃委託入札見積締切日時 2012年3月6日 17時00分

開札日時 2012年3月7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 東京都福生市北田園二丁目５番地７

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 有限会社エムアイティ

所在地 東京都福生市南田園３丁目１８番４号

落札金額 3,690,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社エムアイティ 3,690,000円 決定

2 株式会社和心 西東京本社 3,840,000円

3 株式会社アジャスト 小金井支店 4,230,000円

4 株式会社シーアンドピー 5,070,000円

5 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 5,087,000円

6 株式会社雄水 5,100,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
日常清掃（625㎡）、床面定期清掃（354㎡）、ガラス面定期清掃（411㎡）、照明器具清掃、ブラインド清掃（160㎡）、床面剥離
清掃等の実施
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2012-00007 件名

内部発注番号 42400000000105
れんげ園清掃委託入札見積締切日時 2012年3月6日 17時00分

開札日時 2012年3月7日 9時32分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市南田園三丁目６番地１

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 有限会社エムアイティ

所在地 東京都福生市南田園３丁目１８番４号

落札金額 3,214,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 有限会社エムアイティ 3,214,000円 決定

2 株式会社日本環境ビルテック 多摩営業所 3,430,000円

3 株式会社ナビック 4,000,000円

4 株式会社ダイコー 4,100,000円

5 株式会社マルデンコーポレーション 福生支店 4,200,000円

6 株式会社新東管理 4,942,000円

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
日常清掃（開館日毎），定期清掃（月１回）
ガラス清掃（年６回），害虫駆除（年２回）
剥離清掃（年１回）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2012-00012 件名

内部発注番号 42400000000245
福生駅東口自由通路清掃委託入札見積締切日時 2012年3月6日 17時00分

開札日時 2012年3月7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 東京都福生市東町地内

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社オービーエス

所在地 東京都昭島市郷地町三丁目８番６号

落札金額 1,700,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社オービーエス 1,700,000円 決定

2 株式会社アイディ日本サービス 2,000,000円

3 ユニティーサービス株式会社 2,000,000円

4 株式会社イクプランニング 2,249,000円

5 立山産業株式会社 2,580,000円

備考 【概要】
常時美観を保つため。
・日常清掃　週6回　年286日　1日2時間(午前8時30分から10時30分)2人以上
・定期清掃　月1回　年12回　ポリッシャー清掃(一部ワックス塗布)
　清掃面積　概ね1.400㎡
　支払方法　四半期毎支払
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2012-00166 件名

内部発注番号 42400000000502
福東会館清掃委託入札見積締切日時 2012年3月12日 17時00分

開札日時 2012年3月13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 東京都福生市熊川1662番地７

営業種目１ 103 建物清掃 取扱品目 00  

00  

00  

入札方式 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 特定非営利活動法人青少年自立援助センター

所在地 東京都福生市大字福生字武蔵野2351番地1

落札金額 742,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 特定非営利活動法人青少年自立援助センター 742,200円 決定

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
 
福東会館の清掃を委託する
 
定期清掃（毎月）　　493㎡
窓ガラス（年一回）　126.1㎡
 
※見積価格は税抜きです。




