
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7月30日　　　　　　09:20

契水工 第 18 号

重要給水施設(武並小)配水管更新工事

武並町竹折

水道本管施行延長　L=831.9m　　　配水管　口径350mm　L=37.8m、配水管　口
径300mm　L=794.1m

工事種別: 水道施設

予定価格:

入札書比較価格:

   102,049,200 円

    92,772,000 円

17
（株）澤田管工

岐阜県恵那市長島町中野３５８ー６ 　　　欠席

25
（有）可知水道

岐阜県恵那市長島町中野３９６ 　　　辞退

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５   ￥91,500,000

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８   ￥90,000,000

700
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見１０９２ー７ 落札  ￥79,700,000

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１   ￥89,500,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３   ￥91,000,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥89,980,000



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7月30日　　　　　　09:20

契水工 第 18 号

重要給水施設(武並小)配水管更新工事

武並町竹折

水道本管施行延長　L=831.9m　　　配水管　口径350mm　L=37.8m、配水管　口
径300mm　L=794.1m

工事種別: 水道施設

予定価格:

入札書比較価格:

   102,049,200 円

    92,772,000 円

1997
（株）くらしの東栄

岐阜県恵那市大井町２０８７ー８   ￥88,200,000

2161
（有）加藤重機

岐阜県恵那市長島町中野１０５７ー２   ￥83,490,000

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

令和 2年8月7日
令和 2年8月7日
令和 3年1月29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7月30日　　　　　　09:25

契教学 第 40 号

市内小中学校ネットワーク整備事業

恵那市

市内小中学校内ネットワーク整備（ルータ、スイッチ、無線ＡＰ、ファイアウ
ォール、配線）、行政系ネットワークスイッチ再構築、インターネット回線引
込、充電保管庫設置

工事種別: 電気通信

予定価格:

入札書比較価格:

   262,161,900 円

   238,329,000 円

152
和光通信（株）

岐阜県岐阜市菅生７ー３ー２４ 　　　辞退

175
濃尾電設（株）

岐阜県岐阜市西改田上ノ町１５ 　　　欠席

368
シンクレイヤ（株）中部北陸営業所

岐阜県可児市姫ヶ丘一丁目２０番地 　　　欠席

563
中央電子光学（株）東濃支店

岐阜県恵那市大井町字土々ケ根２６２８ー９ 　　　辞退

568
（株）トーエネック　多治見営業所

岐阜県多治見市生田町３ー６１ 落札 ￥212,000,000

592
シーキューブ（株）岐阜支店

岐阜県加茂郡坂祝町黒岩字東野１４４０ー１ 　　　欠席

633
名菱電子（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市八ツ寺町１丁目９番地 　　　欠席

712
ＮＤＳ（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市西改田字川向１６４番地 　　　辞退



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7月30日　　　　　　09:25

契教学 第 40 号

市内小中学校ネットワーク整備事業

恵那市

市内小中学校内ネットワーク整備（ルータ、スイッチ、無線ＡＰ、ファイアウ
ォール、配線）、行政系ネットワークスイッチ再構築、インターネット回線引
込、充電保管庫設置

工事種別: 電気通信

予定価格:

入札書比較価格:

   262,161,900 円

   238,329,000 円

895
中央電気工事（株）岐阜営業所

岐阜県各務原市那加信長町１ー８５ 　　　辞退

931
アプロ通信（株）東濃営業所

岐阜県可児市久々利田中１９３３ー３ 　　　辞退

988
名三工業（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８ 　　　辞退

1173
（株）日立国際電気　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南一丁目５番１号 　　　辞退

1243
日本電気（株）東海支社

愛知県名古屋市中区錦１丁目１７番１号 　　　辞退

1246
名鉄ＥＩエンジニア（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市入舟町二丁目１番地 　　　辞退

1767
イシデンエンジニアリング（株）

岐阜県恵那市大井町２０８７番地の２２１  ￥228,100,000

1831
朝日電気工業（株）東濃営業所

岐阜県土岐市泉西山町１ー１６ー２  ￥220,000,000



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7月30日　　　　　　09:25

契教学 第 40 号

市内小中学校ネットワーク整備事業

恵那市

市内小中学校内ネットワーク整備（ルータ、スイッチ、無線ＡＰ、ファイアウ
ォール、配線）、行政系ネットワークスイッチ再構築、インターネット回線引
込、充電保管庫設置

工事種別: 電気通信

予定価格:

入札書比較価格:

   262,161,900 円

   238,329,000 円

1922
沖電気工業（株）岐阜支店

岐阜県岐阜市薮田南一丁目２番３号 　　　欠席

1974
ａｎｄ（株）

岐阜県高山市上岡本町５ー５７９ 　　　辞退

3897
（株）シーテック　岐阜支社

岐阜県岐阜市敷島町７ー４９ 　　　辞退

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

本契約締結の日
本契約締結の日
令和 3年2月26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7月30日　　　　　　09:30

契建設 第 82 号

地籍調査事業　竹折1地区FG工程業務委託

武並町竹折

一筆地調査にて確認した筆界について、一筆地ごとの筆界点の測量を行い地籍
図(原図)を作成し、一筆ごとの面積の計算を実施する。

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７ 落札  ￥22,800,000

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   ￥24,100,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１   ￥24,000,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６   ￥24,180,000

849
鵜飼計測（株）

岐阜県恵那市長島町永田５２３番地７   ￥23,940,000

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   ￥24,000,000

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

令和 2年8月5日
令和 2年8月5日
令和 3年3月12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7月30日　　　　　　09:35

契建設 第 83 号

地籍調査事業　竹折2地区E2工程業務委託

武並町竹折

「地籍調査票」、「調査図素図」等をもとに土地所有者等に筆界確認のために
現場立会を求め、一筆地調査を行う。

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７   ￥20,000,000

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  ￥19,380,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１   ￥20,300,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６   ￥20,390,000

849
鵜飼計測（株）

岐阜県恵那市長島町永田５２３番地７   ￥20,200,000

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   ￥20,200,000

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

令和 2年8月5日
令和 2年8月5日
令和 3年3月12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7月30日　　　　　　09:40

契建設 第 84 号

地籍調査事業　白坂地区E2工程業務委託

東野

「地籍調査票」、「調査図素図」等をもとに土地所有者等に筆界確認のために
現場立会を求め、一筆地調査を行う。

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７   ￥15,200,000

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   ￥15,400,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１   ￥15,400,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６ 落札  ￥14,750,000

849
鵜飼計測（株）

岐阜県恵那市長島町永田５２３番地７   ￥15,330,000

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   ￥15,300,000

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

令和 2年8月5日
令和 2年8月5日
令和 3年3月12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7月30日　　　　　　09:45

契上水 第 29 号

恵那市配水池耐震診断業務委託

恵那市　長島町中野、武並町新竹折

配水池耐震診断業務　大崎浄水池（PC造）詳細調査 劣化調査 地質調査 N=1式
、月沢第1配水池（PC造）詳細調査 劣化調査 地質調査 N=1式

347
新日本設計（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市藪田東１ー１０ー８   ￥11,200,000

488
中日本建設コンサルタント（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市市橋３ー８ー３ 落札   ￥8,400,000

569
（株）オオバ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市福住町１ー２０ 　　　辞退

595
オリジナル設計（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市宮浦町７ー１０６ 　　　辞退

601
三翠建設コンサルタント（株）

岐阜県岐阜市市橋３丁目８番３号   ￥11,217,000

688
（株）東京設計事務所　岐阜事務所

岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町１ー２７７   ￥11,217,000

723
（株）中央設計技術研究所　東海支店

岐阜県岐阜市薮田南一丁目２番３号   ￥11,217,000

836
日本水工設計（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市茜部神清寺２ー１９ー１   ￥11,000,000



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7月30日　　　　　　09:45

契上水 第 29 号

恵那市配水池耐震診断業務委託

恵那市　長島町中野、武並町新竹折

配水池耐震診断業務　大崎浄水池（PC造）詳細調査 劣化調査 地質調査 N=1式
、月沢第1配水池（PC造）詳細調査 劣化調査 地質調査 N=1式

839
（株）ＮＪＳ　岐阜出張所

岐阜県岐阜市上茶屋町２８   ￥11,217,000

1062
（株）日本インシーク　岐阜営業所

岐阜県岐阜市白山町２ー１５   ￥11,217,000

1085
（株）極東技工コンサルタント　岐阜中央事務所

岐阜県岐阜市粟野東２丁目１６７   ￥11,217,000

1359
（株）日建技術コンサルタント　岐阜営業所

岐阜県岐阜市金町６ー１５ 　　　辞退

1628
（株）東洋設計　岐阜営業所

岐阜県大垣市築捨町５丁目３番地１ 　　　辞退

1662
中央コンサルタンツ（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市金町６ー６ 　　　辞退

1905
（株）エフウォーターマネジメント　岐阜事務所

岐阜県大垣市藤江町３丁目９２番地１    ￥9,534,000

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

令和 2年8月5日
令和 2年8月5日
令和 3年3月12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7月30日　　　　　　14:00

契総危 第 30 号

避難所用資機材購入事業

恵那市消防防災センター

避難所における避難者のプライバシーの確保及び授乳室、更衣室など仕切られ
た空間の確保を目的として、避難所用マルチルーム17張、避難所用アルミベッ
ド17台を購入し配備する。

602
丸新消防（株）

岐阜県高山市昭和町3-178 落札     ￥593,000

628
（株）三陽商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市本郷町4-2      ￥650,000

772
やまもと企画（株）

岐阜県可児市塩河1054-1 　　　辞退

1412
恵那防災（株）

岐阜県恵那市大井町2625-40      ￥630,000

1601
岐阜防災（株）

岐阜県美濃加茂市古井町下古井672      ￥620,000

2256
（有）ライフサポートぎふ

岐阜県中津川市駒場731-4 　　　辞退

2284
岐阜中央防災

岐阜県岐阜市手力町7-5-1      ￥738,548

3148
篠田（株）　東濃営業所

岐阜県中津川市茄子川字中垣外1683-1767      ￥790,000



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7月30日　　　　　　14:00

契総危 第 30 号

避難所用資機材購入事業

恵那市消防防災センター

避難所における避難者のプライバシーの確保及び授乳室、更衣室など仕切られ
た空間の確保を目的として、避難所用マルチルーム17張、避難所用アルミベッ
ド17台を購入し配備する。

4318
アンシンク（株）

岐阜県岐阜市須賀3-1-22      ￥660,000

4791
（株）岐阜エコール

岐阜県岐阜市七軒町1      ￥695,000

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

令和 2年8月5日
令和 2年8月5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7月30日　　　　　　14:10

契消防 第 18 号

消防団用災害対策オフロードバイク購入

長島町恵那市消防本部

消防団用の出動車両。災害時に消防団員による被害状況や安否確認を行うため
に使用するオフロードバイク２台を購入するもの。

1412
恵那防災（株）

岐阜県恵那市大井町2625-40 落札   ￥4,078,000

4922
（有）フル・ハウス

岐阜県恵那市大井町55    ￥4,620,000

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

令和 2年8月5日
令和 2年8月5日
令和 3年1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7月30日　　　　　　14:20

契市税 第 12 号

鉄軌道用地評価業務委託

恵那市

鉄軌道用地に沿接する土地の地目、価格等の相違等について地番図上で区分し
、筆毎に側面長を計測し、そのデータを用いて沿接する土地の単位地積当たり
平均評価額を算出する

4066
（株）総合鑑定調査　岐阜支店

岐阜県中津川市茄子川1383-10    ￥1,900,000

4084
（株）ナカノアイシステム　岐阜営業所

岐阜県岐阜市杉山町6    ￥1,650,000

4179
（株）トライ　恵那営業所

岐阜県恵那市長島町正家272-123    ￥1,600,000

4233
国際航業（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市金町5-24 落札     ￥888,000

4243
（株）カナエジオマチックス　岐阜支店

岐阜県中津川市茄子川字前田1383-10    ￥1,680,000

4245
（株）パスコ　岐阜支店

岐阜県岐阜市金町5-24    ￥1,500,000

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

令和 2年8月5日
令和 2年8月5日
令和 2年10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7月30日　　　　　　14:30

契医高 第 63 号

特別養護老人ホーム福寿苑乾燥機購入事業

上矢作町特別養護老人ホーム福寿苑

ガス乾燥機の設置、ガス配管工事、排気ダクト工事、既設機運搬撤去

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1      ￥981,100

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11 落札     ￥873,000

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2    ￥1,400,000

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

令和 2年8月5日
令和 2年8月5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7月30日　　　　　　14:40

契教幼 第 26 号

新型コロナウイルス対策保育教具購入

恵那市

55型モニター、実物投影機、移動式テレビスタンド　18セット

1869
（有）ＴＥＳミツオカ

岐阜県恵那市長島町永田483-9 落札   ￥2,610,000

3422
（株）ホケンドー

岐阜県恵那市明智町1881-1-2 　　　辞退

4083
山岡電気工事（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向555 　　　辞退

4167
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家129-18    ￥2,950,000

4283
近藤電気工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家343-1    ￥2,730,000

4353
（株）ナカデン　恵那店

岐阜県恵那市長島町中野1-1-3    ￥3,312,900

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

令和 2年8月5日
令和 2年8月5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7月30日　　　　　　14:50

契教ス 第 39 号

スケート場製氷管理業務

武並町クリスタルパーク恵那スケート場

リンクフロアー冷却設備の組み立て及び解体、製氷、氷質管理、冷凍機運転管
理、冷凍設備機械保守管理、機械レンタル、補修交換材及び部材　一式

670
（株）パティネレジャー

東京都豊島区巣鴨2-6-1 落札  ￥36,000,000

4252
（株）前川製作所

東京都江東区牡丹3-14-15   ￥43,500,000

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

令和 2年8月5日
令和 2年8月5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7月30日　　　　　　15:00

契公下 第 13 号

不明水調査業務委託

大井町、長島町、岩村町

（奥戸）流量調査N＝6箇所、（岩村）マンホールポンプ稼働調査N＝3箇所、解
析工N＝1式

3233
（株）古賀クリーナー　多治見支店

岐阜県多治見市住吉町2-2-2    ￥7,800,000

4076
管清工業（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市茜部菱野1-49 落札   ￥7,500,000

4119
道家工業（株）

岐阜県岐阜市茜部辰新1-88-1    ￥7,800,000

4141
（株）高島衛生

岐阜県岐阜市柳津町丸野4-80    ￥7,650,000

4246
ヒルムタ興業（株）

岐阜県大垣市綾野2-217    ￥7,680,000

4287
中日コプロ（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市細畑6-1-1    ￥7,880,000

4332
（有）中部環境

岐阜県瑞浪市土岐町1187-1    ￥7,700,000

4333
（株）東利　岐阜支店

岐阜県海津市南濃町山崎965-2    ￥7,540,000



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7月30日　　　　　　15:00

契公下 第 13 号

不明水調査業務委託

大井町、長島町、岩村町

（奥戸）流量調査N＝6箇所、（岩村）マンホールポンプ稼働調査N＝3箇所、解
析工N＝1式

4363
（株）芙蓉施設センター　土岐営業所

岐阜県土岐市泉大島町4-15-1    ￥7,600,000

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

令和 2年8月5日
令和 2年8月5日
令和 3年2月26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7月30日　　　　　　15:10

契水環 第 19 号

恵那市内環境関連施設環境影響調査

恵那市

土壌汚染調査２回、大気汚染調査１回、騒音・振動調査４回、悪臭調査５回、
排ガス調査３回、��飛灰調査１回、放流水調査１８回、脱水汚泥溶出試験１回
、底質分析検査１回

158
（株）環境総合リサーチ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市吉野町6-14    ￥4,500,000　　　辞退

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8    ￥3,890,000   ￥3,790,000   ￥3,700,000

691
（株）静環検査センター　岐阜営業所

岐阜県岐阜市細畑3-7-21    ￥4,500,000　　　辞退

1873
（株）富士清空工業所

岐阜県岐阜市加納本町6-18    ￥4,100,000   ￥3,850,000   ￥3,780,000

4049
（一財）岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜県岐阜市曙町4-6    ￥4,800,000   ￥3,888,000   ￥3,788,000

4067
（株）環境科学研究所　岐阜支店

岐阜県羽島市竹鼻町飯柄114-1    ￥4,600,000　　　辞退

4142
イビデンエンジニアリング（株）

岐阜県大垣市木戸町1122 　　　辞退

4212
（株）テクノ中部　岐阜事務所

岐阜県岐阜市清本町9-41 　　　辞退

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

令和 2年8月5日
令和 2年8月5日
令和 3年3月26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7月30日　　　　　　15:20

契エコ 第 33 号

エコセンター恵那環境影響調査委託業務

長島町エコセンター恵那

土壌汚染調査　１回、大気汚染調査　２回、騒音・振動調査　１回、悪臭調査　１回、排ガス調査
　２回、作業環境調査　２回、ダイオキシン類調査　１回、キレート灰溶出調査　１回、キレート
処理灰成分調査　１回、ごみ質調査　３回、報告書作成　一式

158
（株）環境総合リサーチ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市吉野町6-14    ￥4,800,000　　　辞退

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8 落札   ￥4,100,000   ￥3,990,000

691
（株）静環検査センター　岐阜営業所

岐阜県岐阜市細畑3-7-21    ￥4,700,000　　　辞退

1873
（株）富士清空工業所

岐阜県岐阜市加納本町6-18    ￥4,980,000　　　辞退

4049
（一財）岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜県岐阜市曙町4-6    ￥4,800,000   ￥4,098,000

4067
（株）環境科学研究所　岐阜支店

岐阜県羽島市竹鼻町飯柄114-1    ￥4,800,000　　　辞退

4142
イビデンエンジニアリング（株）

岐阜県大垣市木戸町1122 　　　辞退

4212
（株）テクノ中部　岐阜事務所

岐阜県岐阜市清本町9-41 　　　辞退

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

令和 2年8月5日
令和 2年8月5日
令和 3年3月19日


