
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11月25日　　　　　　09:05

契農林 第 40 号
長島町鍋山線林道維持管理委託業務
長島町鍋山

草刈りＡ＝1,200㎡、支障木伐採34本、路面整備Ｌ＝800ｍ、路側工　大型植生
土のう設置49個  水路工、素掘り側溝800ｍ、横断工3ヶ所、土木1式

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4 落札   ￥7,210,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2    ￥7,300,000

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827    ￥7,241,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1    ￥7,250,000

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

令和 3年12月1日
令和 3年12月1日
令和 4年3月25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11月25日　　　　　　14:00

契総危 第 14 号
土砂災害ハザードマップ更新委託業務
恵那市

基礎資料の収集と整理　１式、土砂災害ハザードマップ更新　１式、印刷用フ
ァイル作成　１式、  ホームページ公開用データ作成　１式

4179
（株）トライ　恵那営業所

岐阜県恵那市長島町正家272-123 落札   ￥2,750,000

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    ￥2,900,000

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

令和 3年12月1日
令和 3年12月1日
令和 4年3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11月25日　　　　　　14:10

契水環 第 131 号
エコセンター恵那資源の売払い（単価契約）
エコセンター恵那、恵南クリーンセンターあおぞら

アルミ缶（プレス済）、アルミ製品、金属類、飲料用紙パック、新聞、雑誌、
ダンボール。

3137
東海エコシステム（株）

岐阜県恵那市長島町久須見1135-30 　　　辞退

3178
（株）大脇商店　恵那工場

岐阜県恵那市長島町永田木ノ下546-25 落札   ￥5,022,210

3192
（株）国本商店

岐阜県恵那市明智町大田1266-4    ￥4,066,420

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

令和 3年12月1日
令和 3年12月1日
令和 4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 3年11月25日　　　　　　14:20

契建設 第 169 号
凍結防止剤購入単価契約（国内製造品）
恵那市

凍結防止剤（国内産）購入

496
中央紙運輸（株）

岐阜県中津川市千旦林224-1   ￥10,200,000

497
（株）トーカイ

岐阜県中津川市千旦林200   ￥10,500,000

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4    ￥8,550,000

1287
（株）黒田商事　岐阜営業所

岐阜県中津川市神坂3506-84 落札   ￥8,220,000

1639
（株）ヤマス

岐阜県土岐市御幸町2-31    ￥8,310,000

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    ￥9,900,000

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

令和 3年12月1日
令和 3年12月1日
令和 4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 3年11月25日　　　　　　14:30

契建設 第 170 号
凍結防止剤購入単価契約（国外製造品）
恵那市

凍結防止剤（国外産）購入

496
中央紙運輸（株）

岐阜県中津川市千旦林224-1   ￥12,000,000

497
（株）トーカイ

岐阜県中津川市千旦林200   ￥12,400,000

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4 落札   ￥9,000,000

1287
（株）黒田商事　岐阜営業所

岐阜県中津川市神坂3506-84    ￥9,360,000

1639
（株）ヤマス

岐阜県土岐市御幸町2-31   ￥10,000,000

3190
東美濃農業協同組合

岐阜県中津川市茄子川1646-19 　　　辞退

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   ￥11,600,000

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

令和 3年12月1日
令和 3年12月1日
令和 4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 3年11月25日　　　　　　14:40

契教学 第 46 号
中学校遠隔交流室ディスプレイ整備事業
恵那市

大型液晶ディスプレイ　40台、4面マルチディスプレイスタンド　10台、付属
品　10式、機器設定・設置費　10式

1405
（特非）東濃情報ネットワーク

岐阜県多治見市新町1-23   ￥19,000,000

1851
（株）エリシアン

岐阜県多治見市小名田町7-22-2   ￥20,100,000

1869
（有）ＴＥＳミツオカ

岐阜県恵那市長島町永田483-9   ￥24,400,000

3218
リコージャパン（株）　岐阜支社　岐阜営業部

岐阜県恵那市大井町2087-358 　　　辞退

3422
（株）ホケンドー

岐阜県恵那市明智町1881-1-2 落札  ￥15,900,000

4073
（株）トーエネック　多治見営業所

岐阜県多治見市生田町3-61   ￥25,100,000

4091
中央電子光学（株）　東濃支店

岐阜県恵那市大井町土々ヶ根2628-9   ￥17,980,000

4167
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家129-18   ￥18,450,000



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 3年11月25日　　　　　　14:40

契教学 第 46 号
中学校遠隔交流室ディスプレイ整備事業
恵那市

大型液晶ディスプレイ　40台、4面マルチディスプレイスタンド　10台、付属
品　10式、機器設定・設置費　10式

4171
朝日電気工業（株）　東濃営業所

岐阜県土岐市泉西山町1-16-2 　　　辞退

4310
中部事務機（株）　多治見営業所

岐阜県多治見市前畑町2-13   ￥16,600,000

4751
東都通信設備（株）

岐阜県土岐市泉町大富265-2   ￥21,000,000

4813
石原電機工業（株）

岐阜県中津川市千旦林118-84 　　　辞退

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

令和 3年12月1日
令和 3年12月1日
令和 4年3月11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11月25日　　　　　　14:50

契上病 第 39 号
検査科医療機器購入事業
上矢作町3111番地２

・多目的自動血球計数装置　・全自動血液凝固測定装置の購入

973
大誠医科器械（株）

愛知県名古屋市守山区元郷1-211    ￥5,320,000

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    ￥5,160,000

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    ￥5,315,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥5,325,000

1675
（株）スズケン　多治見支店

岐阜県多治見市赤坂町8-175-2 落札   ￥4,800,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥5,320,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥5,328,000

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    ￥5,300,000

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

令和 3年12月1日
令和 3年12月1日
令和 4年2月25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11月25日　　　　　　15:00

契岩診 第 17 号
血圧脈波検査装置購入
岩村町岩村町1650-1

動脈硬化、抹消動脈疾患（心血管、脳血管疾患等）の早期発見と経過をみるた
めの装置

647
（株）ワキタ商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南1-6-12    ￥1,510,000

973
大誠医科器械（株）

愛知県名古屋市守山区元郷1-211    ￥1,450,000

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    ￥1,470,000

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    ￥1,450,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639 落札   ￥1,430,000

1675
（株）スズケン　多治見支店

岐阜県多治見市赤坂町8-175-2    ￥1,476,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥1,440,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥1,460,000



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 3年11月25日　　　　　　15:00

契岩診 第 17 号
血圧脈波検査装置購入
岩村町岩村町1650-1

動脈硬化、抹消動脈疾患（心血管、脳血管疾患等）の早期発見と経過をみるた
めの装置

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    ￥1,460,000

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

令和 3年12月1日
令和 3年12月1日
令和 3年12月27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11月25日　　　　　　15:10

契医地 第 70 号
恵那病院上部消化管汎用ビデオスコープ購入事業
市立恵那病院

市立恵那病院の上部消化管汎用ビデオスコープの購入

647
（株）ワキタ商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南1-6-12    ￥3,560,000

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    ￥3,490,000

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    ￥3,490,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥3,490,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥3,485,000

1675
（株）スズケン　多治見支店

岐阜県多治見市赤坂町8-175-2    ￥3,490,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥3,490,000

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   ￥3,480,000

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

令和 3年12月1日
令和 3年12月1日
令和 4年3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 3年11月25日　　　　　　15:20

契医地 第 71 号
恵那病院上肢向け温浴療法用装置購入事業
市立恵那病院

恵那病院の上肢向け温浴療法用装置の購入

772
やまもと企画（株）

岐阜県可児市塩河1054-1 　　　辞退

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    ￥1,000,000

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      ￥995,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥1,000,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639      ￥990,000

1675
（株）スズケン　多治見支店

岐阜県多治見市赤坂町8-175-2    ￥1,009,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1      ￥995,000

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     ￥980,000

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

令和 3年12月1日
令和 3年12月1日
令和 4年3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 3年11月25日　　　　　　15:30

契医地 第 72 号
恵那病院下肢用過流浴装置購入事業
市立恵那病院

恵那病院の下肢用過流浴装置の購入

772
やまもと企画（株）

岐阜県可児市塩河1054-1 　　　辞退

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    ￥1,315,000

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    ￥1,310,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥1,300,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639 落札   ￥1,295,000

1675
（株）スズケン　多治見支店

岐阜県多治見市赤坂町8-175-2    ￥1,319,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥1,310,000

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    ￥1,310,000

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

令和 3年12月1日
令和 3年12月1日
令和 4年3月30日


