
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

令和元年12月19日　　　　　　14:00

契総危 第 50 号

恵那市水害ハザードマップ作成業務委託

恵那市役所危機管理課

1.市内2地域の水害ハザードマップデータの作成��2.水害ハザードマップ印刷
製本　

4241
（株）イビソク　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町永田字中島348-22    ￥3,500,000

4376
（株）協同測量社　岐阜営業所

岐阜県恵那市山岡町上手向843-1 落札   ￥2,780,000

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

令和元年12月25日
令和元年12月25日
令和 2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

令和元年12月19日　　　　　　14:10

契笠事 第 4 号

笠置コミセン　プロパンガス単価契約

恵那市笠置コミュニティセンター

コミュニティセンターにて使用するプロパンガスの単価契約

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 落札   ￥1,170,000

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    ￥1,237,500

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19    ￥1,215,000

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11    ￥1,350,000

3331
倉知本店

岐阜県恵那市長島町中野485-7 　　　辞退

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:

令和元年12月25日
令和元年12月25日
令和 4年12月24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

令和元年12月19日　　　　　　14:20

契建設 第 161 号

凍結防止剤購入事業単価契約（国外製造品）

恵那市

凍結防止剤（塩化カルシウム）国外製造品　100,000kg

496
中央紙運輸（株）

岐阜県中津川市千旦林224-1    ￥6,300,000

497
（株）トーカイ

岐阜県中津川市千旦林200    ￥6,500,000

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4    ￥4,800,000

1287
（株）黒田商事　岐阜営業所

岐阜県中津川市神坂3506-84 落札   ￥3,900,000

1639
（株）ヤマス

岐阜県土岐市御幸町2-31    ￥5,800,000

1684
ケアリンク

岐阜県瑞浪市稲津町萩原898 　　　辞退

2919
浅野化学窯業原料（株）　瑞浪支店

岐阜県瑞浪市西小田町5-21    ￥4,800,000

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 　　　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

令和元年12月19日　　　　　　14:20

契建設 第 161 号

凍結防止剤購入事業単価契約（国外製造品）

恵那市

凍結防止剤（塩化カルシウム）国外製造品　100,000kg

4190
中部クリーン（株）　中津川営業所

岐阜県中津川市栄町2-8    ￥6,100,000

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

令和元年12月25日
令和元年12月25日
令和 2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

令和元年12月19日　　　　　　14:30

契建設 第 162 号

凍結防止剤購入事業単価契約（国内製造品）

恵那市

凍結防止剤（塩化カルシウム）国内製造品　200,000kg

496
中央紙運輸（株）

岐阜県中津川市千旦林224-1   ￥13,000,000

497
（株）トーカイ

岐阜県中津川市千旦林200   ￥13,400,000

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4   ￥12,400,000

1287
（株）黒田商事　岐阜営業所

岐阜県中津川市神坂3506-84   ￥13,600,000

1639
（株）ヤマス

岐阜県土岐市御幸町2-31 落札  ￥12,000,000

1684
ケアリンク

岐阜県瑞浪市稲津町萩原898 　　　辞退

2919
浅野化学窯業原料（株）　瑞浪支店

岐阜県瑞浪市西小田町5-21 　　　辞退

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 　　　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

令和元年12月19日　　　　　　14:30

契建設 第 162 号

凍結防止剤購入事業単価契約（国内製造品）

恵那市

凍結防止剤（塩化カルシウム）国内製造品　200,000kg

4190
中部クリーン（株）　中津川営業所

岐阜県中津川市栄町2-8   ￥12,600,000

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

令和元年12月25日
令和元年12月25日
令和 2年3月31日


