
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 3年10月14日　　　　　　09:30

契建設 第 153 号
市道市場東山線補償算定業務委託
明智町

現地調査、附帯構造物調査

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７      ￥850,000

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      ￥850,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１ 落札     ￥770,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６      ￥855,000

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      ￥850,000

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

令和 3年10月20日
令和 3年10月20日
令和 4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 3年10月14日　　　　　　14:00

契総危 第 11 号
消防防災センター備蓄倉庫備品購入事業
恵那市

アルファ米：4,800食、保存水500ml：4,800本。ともに5年保存。

1412
恵那防災（株）

岐阜県恵那市大井町2625-40 落札   ￥1,270,000

1869
（有）ＴＥＳミツオカ

岐阜県恵那市長島町永田483-9 　　　辞退

2209
（有）マルマンスポーツ

岐阜県恵那市明智町100-7    ￥1,700,000

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

令和 3年10月20日
令和 3年10月20日
令和 3年11月22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 3年10月14日　　　　　　14:10

契総危 第 12 号
避難所用資機材購入事業
恵那市

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、避難所用プライベートルームテント（PBシングル・PBハイダブル）各75張、避難所用アル
ミGIベッドワイド75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   ￥1,950,000

1601
岐阜防災（株）

岐阜県美濃加茂市古井町下古井672 　　　辞退

2255
（株）美津山

岐阜県多治見市錦町2-6    ￥2,068,500

2284
岐阜中央防災

岐阜県岐阜市手力町7-5-1 　　　辞退

2502
（株）原鉄　東濃営業所

岐阜県恵那市東野白坂1895-15 　　　辞退

4308
（株）ウスイ消防

岐阜県岐阜市金園町3-25    ￥1,972,500

4985
（株）トライアングル

岐阜県多治見市坂上町7-69    ￥2,491,500

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

令和 3年10月20日
令和 3年10月20日
令和 4年1月20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 3年10月14日　　　　　　14:20

契東事 第 1 号
プロパンガス単価契約（東野コミセン）
恵那市東野コミュニティセンター

東野コミュニティセンターで使用するプロパンガスの単価契約。

1477
（株）高和

岐阜県恵那市長島町中野700-1 　　　辞退

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1 落札   ￥1,814,120

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19    ￥1,911,305

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11    ￥1,943,700

4780
（有）丸一小松屋商店

岐阜県恵那市中野方町1755-14 　　　辞退

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

令和 3年10月20日
令和 3年11月1日
令和 6年10月31日

東邦液化ガス（株）



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 3年10月14日　　　　　　14:30

契医地 第 54 号
市立恵那病院手術室顕微鏡購入事業
市立恵那病院

購入から17年経過しており、老朽化及び部品調達が困難になっているため

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   ￥18,200,000

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   ￥15,510,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639   ￥15,510,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1   ￥15,510,000

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 落札  ￥15,498,000

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

令和 3年10月20日
令和 3年10月20日
令和 4年2月18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 3年10月14日　　　　　　14:40

契医地 第 57 号
市立恵那病院治療用電気手術器購入事業
市立恵那病院

10年以上使用しており、老朽化もあり修理費用が高額となってきているため

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    ￥4,000,000

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    ￥3,330,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥3,350,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥3,340,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥3,350,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥3,370,000

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 落札   ￥3,300,000

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

令和 3年10月20日
令和 3年10月20日
令和 4年2月18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 3年10月14日　　　　　　14:50

契医地 第 55 号
市立病院全自動尿分析装置購入事業
市立恵那病院

購入より９年経過しており、老朽化により不具合の発生が見られるため

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    ￥6,700,000

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    ￥6,230,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥6,250,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥6,250,000

1675
（株）スズケン　多治見支店

岐阜県多治見市赤坂町8-175-2    ￥6,260,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥6,250,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥6,260,000

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 落札   ￥6,198,000

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

令和 3年10月20日
令和 3年10月20日
令和 4年2月18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 3年10月14日　　　　　　15:00

契医地 第 56 号
市立恵那病院分娩監視装置購入事業
市立恵那病院

毎月の分娩件数も増えているため、分娩監視装置を増設する。

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    ￥5,200,000

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    ￥4,810,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥4,820,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥4,825,000

1675
（株）スズケン　多治見支店

岐阜県多治見市赤坂町8-175-2    ￥4,840,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥4,820,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥4,830,000

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 落札   ￥4,800,000

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

令和 3年10月20日
令和 3年10月20日
令和 4年2月18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 3年10月14日　　　　　　15:10

契医地 第 58 号
市立恵那病院人工呼吸器購入事業
市立恵那病院

老朽化等により修理不能となったため、人工呼吸器を購入

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    ￥4,400,000

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 落札   ￥4,300,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥4,340,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥4,330,000

1675
（株）スズケン　多治見支店

岐阜県多治見市赤坂町8-175-2    ￥4,360,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥4,340,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥4,350,000

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    ￥4,350,000

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

令和 3年10月20日
令和 3年10月20日
令和 4年2月18日


