
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10月13日　　　　　　14:10

契医地 第 53 号
市立恵那病院過酸化水素ガス滅菌器購入事業
大井町市立恵那病院

過酸化水素ガス滅菌器の購入

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  ￥13,370,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639   ￥13,382,000

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   ￥13,383,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191   ￥13,383,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24   ￥13,383,000

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   ￥13,385,000

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

令和 4年10月19日
令和 4年10月19日
令和 5年 1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 4年10月13日　　　　　　14:30

契医地 第 55 号
市立恵那病院パラメータ付多項目モニタ購入事業
大井町市立恵那病院

重要パラメーター付多項目モニタ3台の購入

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   ￥3,612,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥3,617,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥3,618,000

647
（株）ワキタ商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南1-6-12    ￥3,619,000

973
大誠医科器械（株）

愛知県名古屋市守山区元郷1-211    ￥3,620,000

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    ￥3,620,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥3,620,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥3,620,000



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10月13日　　　　　　14:30

契医地 第 55 号
市立恵那病院パラメータ付多項目モニタ購入事業
大井町市立恵那病院

重要パラメーター付多項目モニタ3台の購入

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    ￥3,620,000

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

令和 4年10月19日
令和 4年10月19日
令和 5年 2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 4年10月13日　　　　　　14:40

契医地 第 56 号
市立恵那病院手動式除細動器購入
大井町市立恵那病院

購入より10年経過し、経年劣化したため更新する。  手動式除細動器3台の購
入。

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   ￥3,292,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥3,298,000

647
（株）ワキタ商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南1-6-12    ￥3,299,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥3,299,000

973
大誠医科器械（株）

愛知県名古屋市守山区元郷1-211    ￥3,300,000

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    ￥3,300,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥3,300,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥3,300,000



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10月13日　　　　　　14:40

契医地 第 56 号
市立恵那病院手動式除細動器購入
大井町市立恵那病院

購入より10年経過し、経年劣化したため更新する。  手動式除細動器3台の購
入。

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    ￥3,300,000

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

令和 4年10月19日
令和 4年10月19日
令和 5年 2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 4年10月13日　　　　　　14:50

契医地 第 57 号
市立恵那病院血液ガス分析装置購入事業
大井町市立恵那病院

購入より7年経過し、経年劣化したため更新する

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191 落札   ￥2,600,000

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    ￥2,610,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥2,612,000

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    ￥2,615,000

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    ￥2,615,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥2,615,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥2,615,000

973
大誠医科器械（株）

愛知県名古屋市守山区元郷1-211    ￥2,616,000

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

令和 4年10月19日
令和 4年10月19日
令和 5年 2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 4年10月13日　　　　　　15:10

契教生 第 67 号
恵那文化センター建物清掃業務委託
長島町中野

常駐業務員1名を配置し、恵那文化センター内外の日常清掃業務を行う。また
、大ホール使用時は1回の清掃につき清掃業務員1人工以上を追加し、大ホール
関連施設の清掃を行う。

3180
（株）ナショナルメンテナンス　東海支店

岐阜県岐阜市野一色7-15-4 落札  ￥12,425,400

6001
（株）サンセルフ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市長良1034-3   ￥13,986,000

2299
（株）シンセン　多治見支店

岐阜県多治見市平和町8-56   ￥14,260,800

1728
中日技研（株）

岐阜県岐阜市鏡島精華1-7-19   ￥15,040,500

1499
岐阜ビル管理（株）

岐阜県岐阜市桜木町1-32   ￥15,120,000

1190
大和商事（株）

岐阜県羽島市舟橋町宮北1-63   ￥15,330,000

2263
（株）公安警備

岐阜県関市側島288-1   ￥15,370,800

114
（株）技研サービス

岐阜県岐阜市宇佐南3-6-20   ￥15,540,000



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10月13日　　　　　　15:10

契教生 第 67 号
恵那文化センター建物清掃業務委託
長島町中野

常駐業務員1名を配置し、恵那文化センター内外の日常清掃業務を行う。また
、大ホール使用時は1回の清掃につき清掃業務員1人工以上を追加し、大ホール
関連施設の清掃を行う。

1615
（株）中日サンクリーン

岐阜県恵那市東野1377-1   ￥15,594,000

2032
（株）岐中販警備部

岐阜県羽島市舟橋町出須賀1-8   ￥15,780,000

538
（株）キレー

岐阜県多治見市金岡町3-85   ￥15,823,800

4257
昭和建物管理（株）　東濃支店

岐阜県瑞浪市樽上町1-24   ￥16,057,800

4188
東濃建物管理（株）

岐阜県可児市広見2-57   ￥16,314,000

1407
メンテックス（株）

岐阜県多治見市大針町661-1   ￥16,590,000

329
岐阜コニックス（株）

岐阜県岐阜市金町6-21   ￥16,800,000

728
（株）三和サービス

岐阜県岐阜市西鶉1-52   ￥16,800,000



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10月13日　　　　　　15:10

契教生 第 67 号
恵那文化センター建物清掃業務委託
長島町中野

常駐業務員1名を配置し、恵那文化センター内外の日常清掃業務を行う。また
、大ホール使用時は1回の清掃につき清掃業務員1人工以上を追加し、大ホール
関連施設の清掃を行う。

3241
（株）アース

岐阜県各務原市鵜沼古市場町4-199-1   ￥19,350,000

117
サンエス（株）

岐阜県岐阜市茜部中島3-44 　　　無効

1501
（株）愛知スイミング　岐阜支店

岐阜県岐阜市前一色1-14-8 　　　辞退

4119
道家工業（株）

岐阜県岐阜市茜部辰新1-88-1 　　　辞退

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

令和 4年10月19日
令和 4年11月 1日
令和 7年10月31日


