
名 プレスリリース配信サービス使用

履 行 場 所 東京都福生市本町５番地外

概 要

情報発信先となるメディアに対し、年間12回を上限とし市から発信するプレスリリース原稿を校

正し、配信を行い、掲載等による広告換算費の算出を行う。

履 行 期 間 平成 30年  4月  1日  から  平成 31年  3月 31日  まで
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入札見積経過調書

案件番号 2018-00045 件名

内部発注番号 24
プログラム使用（セキュリティクラウドサービス利用

）
入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時19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１ 002 事務機器・情報処理用機器 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 日本電子計算株式会社

所在地 東京都江東区東陽二丁目４番２４号

落札金額 3,660,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本電子計算株式会社 3,660,000円 決定

備考 【概要】
　セキュリティクラウドサービスの高度な機器を利用することで、外部から流入されるファイル等の無害化を行い、セキュリティ
の向上を図る。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00046 件名

内部発注番号 156
プログラム使用（施設空き情報提供システム）入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9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

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社コンピューター・ビジネス 東京営業所

所在地 東京都千代田区丸の内1丁目８－３丸の内トラストタワー本館２０階

落札金額 1,857,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社コンピューター・ビジネス 東京営業所 1,857,600円 決定

備考 【概要】
利用者がパソコン・携帯電話等を使用していつでも、施設の空き情報を閲覧できるサービスを提供するシステム
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00047 件名

内部発注番号 154
団体内統合宛名システムプログラム使用入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018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 東京都福生市本町５番地

営業種目１ 121 情報処理業務 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 株式会社ジーシーシー 東京西支社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３８番５号立川ビジネスセンタービル４階

落札金額 1,680,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ジーシーシー 東京西支社 1,680,000円 決定

備考 【概要】
e-SUITE団体内統合宛名システムに対するプログラム
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00048 件名

内部発注番号 150
電算機借上（小学校パソコン教室用、小・中学校

授業用パソコン、書画カメラ）再リース
入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時29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１ 131 賃貸業務 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 富士通リース株式会社

所在地 東京都千代田区神田練塀町３番地

落札金額 5,750,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 5,750,000円 決定

備考 【概要】
【再リース５ヶ月】小学校用パソコン教室用パソコン287台、小・中学校授業用パソコン40台、書画カメラ67台　外
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00049 件名

内部発注番号 131
プログラム使用（地域包括支援センターシステム）入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時31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１ 131 賃貸業務 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 日本事務器株式会社 首都圏支社

所在地 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号

落札金額 11,383,200円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本事務器株式会社 首都圏支社 11,383,200円 決定

備考 【概要】
【３年長期継続契約】
平成30年４月１日施行される改正介護保険法に適応したシステムを基幹型地域包括支援センター、委託型地域包括支援セ
ンター、在宅介護支援センターに導入する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00050 件名

内部発注番号 140
データセンター使用（地域包括支援センターシステ

ム）
入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時34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１ 121 情報処理業務 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 日本事務器株式会社 首都圏支社

所在地 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号

落札金額 2,054,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本事務器株式会社 首都圏支社 2,054,400円 決定

備考 【概要】
地域包括支援センターシステムをネットワーク稼働環境で稼働するため、データセンター及びネットワーク回線を使用する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00051 件名

内部発注番号 210
プログラム使用（戸籍システム）入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 営業本部　首都圏支店

所在地 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番

落札金額 2,760,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 営
業本部　首都圏支店

2,760,000円 決定

備考 【概要】
戸籍システム、除籍・改製原戸籍検索ソフト、戸籍副本データ管理システム対応連携ソフトウェア等一式
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00052 件名

内部発注番号 226
会議録検索システムプログラム使用（インターネッ

ト版）
入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時39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１ 121 情報処理業務 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 株式会社大和速記情報センター

所在地 東京都港区新橋五丁目１３番１号

落札金額 624,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社大和速記情報センター 624,000円 決定

備考 【概要】
ＡＳＰを利用し、インターネットにより会議録検索システムで会議録を公開することを目的とする。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00053 件名

内部発注番号 275
福生市立図書館電算システムプログラム使用入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時41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850番地１外３箇所

営業種目１ 131 賃貸業務 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 株式会社富士通マーケティング 首都圏営業本部南関東支社多摩支店

所在地 東京都立川市曙町二丁目３６番２号

落札金額 3,636,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社富士通マーケティング 首都圏営業本
部南関東支社多摩支店

3,636,000円 決定

備考 【概要】
インターネットを通じ、事業者の所有するデータセンターのサーバにあるアプリケーションソフトを利用する方式で構築された
図書館電算システムにおいて、そのアプリケーション機能を提供するプログラムを使用する。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00054 件名

内部発注番号 272
福生市立図書館メールサーバ使用入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時43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850番地１外３箇所

営業種目１ 121 情報処理業務 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 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

所在地 東京都千代田区内幸町一丁目１番６号

落札金額 330,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 330,000円 決定

備考 【概要】
メール送受信用及び図書館ホームページ（図書館電算システム「WebiLis」部分を除く）公開用としてのサーバの使用。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00055 件名

内部発注番号 273
福生市立図書館電算システム電算機借上（再リー

ス）
入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時46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850番地１外３箇所

営業種目１ 131 賃貸業務 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 富士通リース株式会社

所在地 東京都千代田区神田練塀町３番地

落札金額 432,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 432,000円 決定

備考 【概要】
ハードウェア一式
ソフトウェア一式
ネットワーク関連機器等一式
パソコン43台、プリンタ40台等
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00056 件名

内部発注番号 297
福生市立図書館電算システムプログラム使用（そ

の２）
入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時47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850番地1外１箇所

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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 株式会社富士通マーケティング 首都圏営業本部南関東支社多摩支店

所在地 東京都立川市曙町二丁目３６番２号

落札金額 324,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社富士通マーケティング 首都圏営業本
部南関東支社多摩支店

324,000円 決定

備考 【概要】
データセンターに設置したＶＰＮ対応ルーター及び、データセンターと図書館間のＶＰＮ（仮想専用線）の使用に伴う業務。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00058 件名

内部発注番号 322
地域ポータルサイト電算機借上入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9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５番地

営業種目１ 131 賃貸業務 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ＩＳＴソフトウェア 営業本部

所在地 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号ニッセイ　アロマ　スクエア１３階

落札金額 492,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＩＳＴソフトウェア 営業本部 492,000円 決定

備考 【概要】
地域ポータルサイトを置くサーバーとサービスを借り上げるもの。
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00057 件名

内部発注番号 309
福生市立小中学校複写機借上（再リース）入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 13時25分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市福生1055番地外（市立小中学校）

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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 東京営業本部

所在地 東京都港区港南二丁目１３番２９号

落札金額 675,558円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 東京
営業本部

675,657円 協議の結果、675,588円で決
定

備考 【概要】
電子複写機借上　10台
 
※推定総額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00053 件名

内部発注番号 275
福生市立図書館電算システムプログラム使用入札見積締切日時 2018年3月6日 17時00分

開札日時 2018年3月7日 9時41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850番地１外３箇所

営業種目１ 131 賃貸業務 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 株式会社富士通マーケティング 首都圏営業本部南関東支社多摩支店

所在地 東京都立川市曙町二丁目３６番２号

落札金額 3,636,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社富士通マーケティング 首都圏営業本
部南関東支社多摩支店

3,636,000円 決定

備考 【概要】
図書館電算業務システムのプログラム使用
インターネットを通じ、事業者の所有するデータセンターのサーバにあるアプリケーションソフトを利用する方式で構築された
図書館電算システムにおいて、そのアプリケーション機能を提供するプログラムを使用する。
 
※見積価格は税抜きです。



名 保健センター電動アシスト自転車購入

履 行 場 所 福生市福生2125番地３

概 要

電動アシスト自転車　26型　２台

履 行 期 限 平成 30年  4月 16日

契 約 区 分 総価契約(単年総価契約) 入 札 方 法 競争見積合せ

業 種 0010 自動車・自転車

入 札 ・ 見 積 日 平成 30年  3月  8日  午後3時00分  総務部契約管財課契約係

契 約 番 号 第2200000004-0号

契 約 金 額 182,440円
予 定 価 格 非公表
最 低 制 限 価 格 適用せず

業 者 選 定 理 由

指名業者としての適格性を有して

.

いるため

受 注 者
㈲サイ

入

クルドックたかはし 

　

東京都福生市加美平一

札

丁目26番地５

代表取

・

締役   高橋　正光

見

4230000006

　

-0 TEL:042-

積

551-6797 FA

　

X:042-551-

経

6310

備 考

税込み価

　

格で見積徴取を行った

過

。

契 約 依 頼 所 属 福祉保

　

健部 健康課 健康管

調

理係

執 行 者 山下惠子　

　

立会人　三田憩子

書
平成３０年度

受付番号

30-312 *

業 務 区 分 002 物品（契約係契約）

起 票 日 平成 30年  7月 10日

件



結　　　果

No 業   者   名 第１回 第２回 第３回 事　由

1

4230000004-0

㈱内田商会 

不参

2

2004057300-0

197,800株式会社ヤサカ 

3

4230000006-0

182,440㈲サイクルドックたかはし 

決定

******

入　札　・　見　積　結　果　表
受付番号

30-312 *

件　　　  名 保健センター電動アシスト自転車購入

入　　　札　・　見　　　積　　



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00069 件名

内部発注番号 34
家庭用生ごみ堆肥化容器購入（単価契約）入札見積締切日時 2018年3月7日 17時00分

開札日時 2018年3月8日 9時00分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市内

営業種目１ 005 荒物雑貨 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 株式会社コイワイ

所在地 東京都あきる野市五日市12

落札金額 38,450円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社コイワイ 38,450円 決定

2 三幸商事株式会社 38,800円

3 株式会社樋口商店

辞退

備考 【概要】
コンポスター
EM容器
 
※各単価の単純合計額にて見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00070 件名

内部発注番号 217
新刊全件マーク購入入札見積締切日時 2018年3月7日 17時00分

開札日時 2018年3月8日 9時08分

予定価格 非公表

最低制限価格 非公表

履行場所 東京都福生市熊川850番地1

営業種目１ 001 文房具事務用品・図書 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 株式会社トーハン 図書館事業部

所在地 東京都新宿区東五軒町６番２４号

落札金額 913,680円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社トーハン 図書館事業部 913,680円 決定

備考 【概要】
トーハンMARC（全件マーク）
WEB（e-slip）よりダウンロードにより毎日（平日）納品
トーハンMARC内容細目ファイル
トーハンMARC著者典拠ファイル
新刊案内誌「週刊新刊情報」4組（週1回発行）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00104 件名

内部発注番号 8
平成30年度複写機借上入札見積締切日時 2018年3月8日 17時00分

開札日時 2018年3月9日 9時01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 04 随意契約（見積競争）

落札者 商号又は名称 富士ゼロックス多摩株式会社

所在地 東京都立川市曙町二丁目３７番７号

落札金額 4,125,600円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士ゼロックス多摩株式会社 4,125,600円 決定

2 コニカミノルタジャパン株式会社

辞退

3 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 東京
営業本部 辞退

4 多摩東芝情報機器株式会社

辞退

5 リコージャパン株式会社 西東京支社　西東京
ＬＡ営業部 辞退

6 京セラドキュメントソリューションズジャパン株
式会社 公共営業課 不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
モノクロ電子複写機４台（保守料金を含む。）
 
※推定総額で見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00106 件名

内部発注番号 152
複写機借上（リサイクルセンター）入札見積締切日時 2018年3月8日 17時00分

開札日時 2018年3月9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 東京都福生市熊川1566番地4

営業種目１ 131 賃貸業務 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 井上事務機事務用品株式会社

所在地 東京都立川市曙町三丁目１８番２５号

落札金額 480,000円

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 480,000円 決定

2 株式会社ヒノデン 福生支店 510,000円

3 コニカミノルタジャパン株式会社

辞退

4 城西リコピー株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
リサイクルセンターで複写機を借上げる。受注者は、複写機が正常な状態で作動するよう保守点検・管理を行う。
 
※推定総額で見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00107 件名

内部発注番号 138
福生市立小学校社会科見学第３・４学年バス借上入札見積締切日時 2018年3月8日 17時00分

開札日時 2018年3月9日 9時14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　福生市立福生第一小学校　外６校

営業種目１ 114 運搬請負 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 株式会社平成エンタープライズ 小平営業所

所在地 東京都小平市天神町2－11－45

落札金額 1,491,500円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社平成エンタープライズ 小平営業所 1,491,500円 決定

2 武州交通興業株式会社 1,573,960円

3 株式会社タウンツアーズ 1,596,000円

4 南観光交通株式会社 1,835,400円

5 総合観光バス株式会社

辞退

備考 【概要】
小学校３年生　10月実施　19台
小学校４年生　６月実施　19台
 
※推定総額で見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00109 件名

内部発注番号 206
朝日新聞記事データーベース検索サービス使用入札見積締切日時 2018年3月8日 17時00分

開札日時 2018年3月9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 東京都福生市熊川850番地１

営業種目１ 001 文房具事務用品・図書 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 株式会社図書館流通センター

所在地 東京都文京区大塚三丁目１番１号

落札金額 348,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社図書館流通センター 348,000円 決定
※くじ引きによる

2 株式会社紀伊國屋書店 首都圏西営業部 348,000円

備考 【概要】
図書館向け朝日新聞記事データーベースのインターネット検索サービス
端末指定型、１アクセス、人物データベース付
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00110 件名

内部発注番号 292
福生野球場・市営競技場電算機借上入札見積締切日時 2018年3月8日 17時00分

開札日時 2018年3月9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 東京都福生市牛浜162番地、東京都福生市福生3232番地

営業種目１ 131 賃貸業務 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 720,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社ＪＥＣＣ 720,000円 決定

2 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 816,000円

3 富士通リース株式会社

辞退

4 リコージャパン株式会社 西東京支社　西東京
ＬＡ営業部 辞退

5 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
　福生野球場　パソコン２台　その他周辺機器
　市営競技場　パソコン２台　その他周辺機器
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00113 件名

内部発注番号 337
個別学習用ソフトウェアプログラム使用入札見積締切日時 2018年3月8日 17時00分

開札日時 2018年3月9日 9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1055番地外（市立小学校７校）

営業種目１ 131 賃貸業務 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 富士通リース株式会社

所在地 東京都千代田区神田練塀町３番地

落札金額 2,435,400円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 富士通リース株式会社 2,435,400円 決定

2 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

辞退

3 日立キャピタル株式会社

辞退

4 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

5 日本教育情報機器株式会社

辞退

備考 【概要】
個別学習用ソフトウェアプログラム　398ライセンス
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00108 件名

内部発注番号 139
福生市立中学校宿泊学習教室バス借上入札見積締切日時 2018年3月8日 17時00分

開札日時 2018年3月9日 10時01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　福生市立福生第一中学校　外２校　及び　高尾の森わくわくビレッジ

営業種目１ 114 運搬請負 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 株式会社平成エンタープライズ 小平営業所

所在地 東京都小平市天神町2－11－45

落札金額 880,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 株式会社平成エンタープライズ 小平営業所 880,000円 決定

2 南観光交通株式会社 966,000円

3 株式会社タウンツアーズ 976,000円

4 武州交通興業株式会社

辞退

5 東京交通株式会社

不参

備考 【概要】
福生市立中学校宿泊学習教室宿泊先への生徒送迎のバス借上
 
※推定総額で見積徴取を行った。
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00114 件名

内部発注番号 424
福東会館印刷機借上入札見積締切日時 2018年3月8日 17時00分

開札日時 2018年3月9日 10時18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　福東会館

営業種目１ 131 賃貸業務 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 日通商事株式会社 東京支店

所在地 東京都港区海岸一丁目１４番２２号

落札金額 276,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日通商事株式会社 東京支店 276,000円 決定

2 井上事務機事務用品株式会社 480,000円

3 株式会社ヒノデン 福生支店 696,000円

4 東祥事務機株式会社

辞退

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
・デジタル自動製版印刷機１台（保守サービス込み）
 
※見積価格は税抜きです。



 

入札見積経過調書

案件番号 2018-00105 件名

内部発注番号 32
中央体育館外６ヶ所券売機借上入札見積締切日時 2018年3月8日 17時00分

開札日時 2018年3月9日 10時59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９番地１外６ヶ所

営業種目１ 131 賃貸業務 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 日通商事株式会社 東京支店

所在地 東京都港区海岸一丁目１４番２２号

落札金額 10,860,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日通商事株式会社 東京支店 11,094,000円 協議の結果、10,860,000円で
決定

2 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株
式会社

11,599,500円

3 東京センチュリー株式会社

辞退

4 ＮＴＴファイナンス株式会社

辞退

5 日立キャピタル株式会社

辞退

6 三菱電機クレジット株式会社

辞退

7 リコーリース株式会社

不参

備考 【概要】
【５年長期継続契約】
中央体育館、市営プール、福生野球場、市営競技場、武蔵野台テニスコート、
福東総合グランド、南公園、計７ヶ所（７台）の券売機借上をするもの。
 
※見積価格は税抜きです。


