
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9月17日　　　　　　09:00

契上水 第 34 号

重要給水施設(正家起点部)管路設計業務委託

長島町

水道管路設計　測量業務　 現地測量　A=0.005km2、縦断測量　L=0.49km 　詳
細設計　L=490m　　開削工法設計　配水管Φ400　L=490m

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥3,500,000

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   ￥3,210,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥3,560,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥3,500,000

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    ￥3,500,000

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    ￥3,400,000

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

令和 2年9月23日
令和 2年9月23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9月17日　　　　　　09:05

契商工 第 6 号

恵那市工業用水注水用取水口詳細設計委託

大井町

永田川右岸に恵那市工業用水注水用取水口設置のための詳細設計

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７ 落札   ￥2,900,000

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    ￥3,150,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥3,190,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥3,190,000

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    ￥3,100,000

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    ￥3,050,000

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

令和 2年9月23日
令和 2年9月23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9月17日　　　　　　14:00

契総財 第 25 号

恵那市役所等自動ドア保守業務委託

恵那市

自動ドア保守業務　施工場所：市役所庁舎、会議棟、各コミュニティセンター
、各振興事務所、市民会館（詳細別紙）

4058
寺岡オート・ドアシステム（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市北区清水5-10-2    ￥1,575,000     ￥999,000

4090
東海オートドアー（株）

岐阜県岐阜市茜部菱野1-48 落札   ￥1,197,000     ￥945,000

4156
ナブコドア（株）　名古屋支店　保守サービス部

愛知県名古屋市千種区今池4-15-3    ￥2,835,000　　　無効

4316
（有）ホクギ

岐阜県岐阜市加野7-6-32      ￥999,998　　　無効

4575
三和シヤッター工業（株）多治見営業所

岐阜県多治見市池田町1-23    ￥1,034,000　　　無効

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

令和 2年9月23日
令和 2年10月1日
令和 5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9月17日　　　　　　14:20

契教ス 第 49 号

第76回国体スケート競技会競技役員服納入業務

恵那市

競技役員用コート・補助員ブレーカーシャツ・競技役員キャップの購入

1855
スポーツショップニシオ

岐阜県恵那市岩村町798    ￥2,220,000

2209
（有）マルマンスポーツ

岐阜県恵那市明智町 落札   ￥2,215,000

2703
（株）マルホ

岐阜県恵那市大井町224-20 　　　辞退

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

令和 2年9月23日
令和 2年9月23日
令和 3年1月15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9月17日　　　　　　14:30

契医高 第 75 号

老健ひまわり送迎用福祉車両購入事業

明智町恵那市介護老人保健施設ひまわり

恵那市介護老人保健施設ひまわりの送迎用福祉車両の老朽化に伴う買い替え

264
（有）カーエージェント中垣

岐阜県恵那市大井町2601-125 落札   ￥3,070,000

1618
（有）原モータース

岐阜県恵那市上矢作町4008-4    ￥3,085,000

1897
岐阜トヨタ自動車（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町学頭1207-2 　　　辞退

3130
（有）恵那マツダ

岐阜県恵那市大井町737-2 　　　辞退

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

令和 2年9月23日
令和 2年9月23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9月17日　　　　　　14:40

契医地 第 36 号

山岡診療所内視鏡洗浄消毒装置購入

山岡診療所

内視鏡洗浄消毒装置1台の購入

647
（株）ワキタ商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南1-6-12    ￥1,470,000

1138
アルフレッサ（株）　多治見支店

岐阜県多治見市小泉町1-21-3 　　　辞退

1282
（株）名古屋医理科商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀2-3-29    ￥1,480,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639 落札   ￥1,450,000

1675
（株）スズケン　多治見支店

岐阜県多治見市赤坂町8-175-2 　　　無効

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥1,480,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥1,480,000

2238
（株）八神製作所　多治見営業所

岐阜県多治見市太平町5-15-1    ￥1,470,000

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

令和 2年9月23日
令和 2年9月23日
令和 2年12月15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9月17日　　　　　　14:50

契岩診 第 11 号

透析センター寝具類単価契約

恵那市岩村町1650-1

寝具（掛布団１枚、枕１個、下シーツ１枚、包布１枚、枕カバー１枚）を１組
のリース単価

353
（株）オグリふとん店

岐阜県瑞浪市一色町1-72    ￥1,686,300

851
（株）トーカイ

岐阜県岐阜市若宮町9-16 落札   ￥1,204,500

1236
日本リネンサプライ（株）

岐阜県岐阜市上川手対山508 　　　辞退

1437
（株）ヒロコーポレーション

岐阜県岐阜市柳津町上佐波西5-31    ￥2,299,500

1462
（株）中日本リネン

岐阜県多治見市旭ケ丘10-6-24 　　　辞退

2098
（株）美濃庄

岐阜県岐阜市六条北2-12-8 　　　辞退

2635
カネコ（株）

岐阜県郡上市白鳥町白鳥1063-14 　　　辞退

3296
（有）ほりクリーニングセンター

岐阜県恵那市大井町373-1 　　　辞退

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

令和 2年9月23日
令和 2年10月1日
令和 5年9月30日


