
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 4年 9月15日　　　　　　14:00

契教生 第 60 号
恵那文化センター等建物設備・衛生管理業務委託
長島町中野

常駐技術職員を1名配置し、電気、空調、給排水設備の衛生管理、空気環境測
定・水質検査、病虫防除、貯水槽清掃、昇降機設備等の点検整備を行う。

4257
昭和建物管理（株）　東濃支店

岐阜県瑞浪市樽上町1-24 落札  ￥19,596,000

1190
大和商事（株）

岐阜県羽島市舟橋町宮北1-63   ￥19,800,000

728
（株）三和サービス

岐阜県岐阜市西鶉1-52   ￥20,000,000

1728
中日技研（株）

岐阜県岐阜市鏡島精華1-7-19   ￥20,000,000

329
岐阜コニックス（株）

岐阜県岐阜市金町6-21   ￥20,400,000

117
サンエス（株）

岐阜県岐阜市茜部中島3-44   ￥20,700,000

538
（株）キレー

岐阜県多治見市金岡町3-85   ￥21,168,000

4188
東濃建物管理（株）

岐阜県可児市広見2-57   ￥21,600,000



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 4年 9月15日　　　　　　14:00

契教生 第 60 号
恵那文化センター等建物設備・衛生管理業務委託
長島町中野

常駐技術職員を1名配置し、電気、空調、給排水設備の衛生管理、空気環境測
定・水質検査、病虫防除、貯水槽清掃、昇降機設備等の点検整備を行う。

1615
（株）中日サンクリーン

岐阜県恵那市東野1377-1   ￥21,900,000

114
（株）技研サービス

岐阜県岐阜市宇佐南3-6-20   ￥23,760,000

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

令和 4年 9月21日
令和 4年10月 1日
令和 7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 4年 9月15日　　　　　　14:10

契総財 第 23 号
恵那市役所特定建築物環境衛生管理業務委託
恵那市役所

建築物環境衛生管理技術者選任、空気環境測定、水質検査、害虫防除、受水槽
清掃、汚水槽清掃、管理用記録書類の作成・保存

1728
中日技研（株）

岐阜県岐阜市鏡島精華1-7-19 落札   ￥2,300,000

114
（株）技研サービス

岐阜県岐阜市宇佐南3-6-20    ￥2,349,900

4257
昭和建物管理（株）　東濃支店

岐阜県瑞浪市樽上町1-24    ￥2,400,000

728
（株）三和サービス

岐阜県岐阜市西鶉1-52    ￥2,620,000

117
サンエス（株）

岐阜県岐阜市茜部中島3-44    ￥2,700,000

1190
大和商事（株）

岐阜県羽島市舟橋町宮北1-63    ￥2,700,000

1615
（株）中日サンクリーン

岐阜県恵那市東野1377-1    ￥2,850,000

538
（株）キレー

岐阜県多治見市金岡町3-85    ￥2,988,000



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 4年 9月15日　　　　　　14:10

契総財 第 23 号
恵那市役所特定建築物環境衛生管理業務委託
恵那市役所

建築物環境衛生管理技術者選任、空気環境測定、水質検査、害虫防除、受水槽
清掃、汚水槽清掃、管理用記録書類の作成・保存

329
岐阜コニックス（株）

岐阜県岐阜市金町6-21    ￥3,600,000

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

令和 4年 9月21日
令和 4年10月 1日
令和 7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 4年 9月15日　　　　　　14:20

契教学 第 49 号
明智小学校プロパンガス単価契約
恵那市

明智小学校プロパンガス単価契約（バルクタンク）

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     ￥604,800

2908
ミライフ西日本（株）　恵那ＳＣ

岐阜県恵那市大井町2540-11      ￥638,400

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2      ￥638,400

2276
ライフエナジー山岡（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向453-3      ￥655,200

1885
東邦液化ガス（株）　岐阜支店　恵那営業所

岐阜県恵那市大井町667-19      ￥665,200

2144
またほん

岐阜県恵那市明智町1862-5      ￥722,400

3188
カク万商店

岐阜県恵那市明智町100-1      ￥756,000

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

令和 4年10月 1日
令和 4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 4年 9月15日　　　　　　14:30

契教学 第 48 号
山岡小学校プロパンガス単価契約
恵那市

山岡小学校プロパンガス単価契約（バルクタンク）

2276
ライフエナジー山岡（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向453-3 落札     ￥816,960

2908
ミライフ西日本（株）　恵那ＳＣ

岐阜県恵那市大井町2540-11      ￥839,040

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2      ￥839,040

1885
東邦液化ガス（株）　岐阜支店　恵那営業所

岐阜県恵那市大井町667-19      ￥861,120

3769
大島商店

岐阜県恵那市山岡町原829      ￥861,120

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1      ￥872,160

3188
カク万商店

岐阜県恵那市明智町100-1      ￥993,600

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

令和 4年10月 1日
令和 4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 4年 9月15日　　　　　　14:40

契教学 第 46 号
大井第二小学校プロパンガス単価契約
恵那市

大井第二小学校プロパンガス単価契約（バルクタンク）

2908
ミライフ西日本（株）　恵那ＳＣ

岐阜県恵那市大井町2540-11 落札     ￥665,280

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2      ￥702,240

1885
東邦液化ガス（株）　岐阜支店　恵那営業所

岐阜県恵那市大井町667-19      ￥720,720

2276
ライフエナジー山岡（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向453-3      ￥720,720

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1      ￥729,960

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

令和 4年10月 1日
令和 4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 4年 9月15日　　　　　　14:50

契教学 第 45 号
東野小学校プロパンガス単価契約
恵那市

東野小学校　①校舎②空調（バルクタンク）プロパンガス単価契約

1885
東邦液化ガス（株）　岐阜支店　恵那営業所

岐阜県恵那市大井町667-19 落札     ￥480,960

2276
ライフエナジー山岡（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向453-3      ￥481,680

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1      ￥487,920

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2      ￥494,400

2908
ミライフ西日本（株）　恵那ＳＣ

岐阜県恵那市大井町2540-11      ￥496,800

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

令和 4年10月 1日
令和 4年10月 1日
令和 5年 9月30日


