
入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和 2年5月14日　　　　　　10:00

契建設 第 10 号

山岡町72号線測量設計業務委託

山岡町馬場山田

測量業務　現地測量A=0.003㎞2　路線測量L=440m　　設計業務N=1式

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥4,450,000

5
（株）地域コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家１０６７ー２５０ 落札   ￥4,150,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥4,500,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥4,500,000

1092
（有）大矢コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家字後田１０６７ー２６６    ￥4,500,000

1178
（有）恵那コンサルタント

岐阜県恵那市長島町永田７１６ー２１７    ￥4,400,000

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和 2年5月20日
令和 2年5月20日
令和 2年12月7日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和 2年5月14日　　　　　　10:10

契市税 第 2 号

恵那市全域デジタル航空写真業務委託

恵那市

恵那市全域のデジタル航空写真および写真地図データファイルの作成業務委託
（地図情報レベル1,000かつ地上画素寸法12cm以内）対象面積504.24k㎡

598
朝日航洋（株）岐阜支店

岐阜県大垣市今宿６丁目５２番地１８   ￥21,600,000

888
中日本航空（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市長住町９ー１１   ￥21,400,000

944
（株）三栄コンサルタント　東濃営業所

岐阜県恵那市大井町２６３１番地７９   ￥21,830,000

1077
（株）パスコ　岐阜支店

岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地   ￥21,200,000

1378
国際航業（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地 落札  ￥19,630,000

1672
（株）イビソク　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町永田字中島３４８ー２２   ￥21,800,000

1690
アジア航測（株）恵那営業所

岐阜県恵那市大井町神ノ木２７１ー１４   ￥21,830,000

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和 2年5月20日
令和 2年5月20日
令和 2年9月30日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和 2年5月14日　　　　　　14:00

契恵給 第 20 号

山岡学校給食センタープロパンガスの単価契約

山岡町山岡学校給食センター

山岡学校給食センタープロパンガスの購入

900
中部プロパン（株）　恵那店

岐阜県恵那市長島町中野字槇ヶ根1269-11    ￥5,529,600

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1    ￥5,322,240

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19    ￥5,702,400

2219
山丸屋商店

岐阜県恵那市岩村町1575-2    ￥6,912,000

2276
ライフエナジー山岡（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向453-3 落札   ￥5,184,000

2718
鈴一物産（株）　岩村営業所

岐阜県恵那市岩村町736-1    ￥6,048,000

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11    ￥5,702,400

3188
カク万商店

岐阜県恵那市明智町100-1    ￥6,048,000



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和 2年5月14日　　　　　　14:00

契恵給 第 20 号

山岡学校給食センタープロパンガスの単価契約

山岡町山岡学校給食センター

山岡学校給食センタープロパンガスの購入

3769
大島商店

岐阜県恵那市山岡町原829    ￥5,616,000

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2    ￥5,529,600

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和 2年6月1日
令和 2年6月1日
令和 5年5月31日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和 2年5月14日　　　　　　14:10

契上水 第 11 号

量水器単価契約（改造その１）

恵那市

量水器改造　直読式　Φ13　固定式　N＝5ヶ　Φ20　固定式　N＝950ヶ

874
柏原計器工業（株）

大阪府柏原市本郷5-3-28    ￥2,385,000

1093
東洋計器（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中川区澄池町16-14    ￥1,659,900

1140
（株）ニッコク　名古屋支店

愛知県名古屋市北区彩紅橋通2-5 落札   ￥1,068,950

1258
アズビル金門（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦2-14-19    ￥1,718,000

4170
愛知時計電機（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市熱田区千年1-2-70    ￥1,527,500

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和 2年5月20日
令和 2年5月20日
令和 3年3月31日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和 2年5月14日　　　　　　14:20

契上水 第 12 号

量水器単価契約（改造その2）

恵那市

量水器改造　直読式　Φ13　回転式　N＝1200ヶ　Φ20　回転式　N＝60ヶ

874
柏原計器工業（株）

大阪府柏原市本郷5-3-28 　　　辞退

1140
（株）ニッコク　名古屋支店

愛知県名古屋市北区彩紅橋通2-5    ￥2,049,000

1258
アズビル金門（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦2-14-19    ￥1,830,600

4170
愛知時計電機（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市熱田区千年1-2-70 落札   ￥1,692,000

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和 2年5月20日
令和 2年5月20日
令和 3年3月31日


