
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11月10日　　　　　　09:00

契医高 第 36 号
恵那市健康プラザ大規模改修工事（機械設備）
恵那市山岡町上手向

空調機器設備工事、配管機器取付工事
工事種別: 管

予定価格:
入札書比較価格:

    68,487,100 円
    62,261,000 円

1843
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９ 落札  ￥59,086,000

1982
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町４７４ー２   ￥59,339,000

741
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町１６４１ー１   ￥60,000,000

2154
（有）オータエンジニアリング

岐阜県恵那市明智町片平１０６３ー１２７   ￥62,000,000

17
（株）澤田管工

岐阜県恵那市長島町中野３５８ー６ 　　　辞退

25
（有）可知水道

岐阜県恵那市長島町中野３９６ 　　　辞退

69
（株）奥山水道設備工業

岐阜県恵那市大井町２１９４ー３４ 　　　辞退

168
（有）ツゲ設備

岐阜県恵那市大井町２７１１ー７８ 　　　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 4年11月10日　　　　　　09:00

契医高 第 36 号
恵那市健康プラザ大規模改修工事（機械設備）
恵那市山岡町上手向

空調機器設備工事、配管機器取付工事
工事種別: 管

予定価格:
入札書比較価格:

    68,487,100 円
    62,261,000 円

700
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見１０９２ー７ 　　　辞退

1997
（株）くらしの東栄

岐阜県恵那市大井町２０８７ー８ 　　　辞退

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

令和 4年11月18日
令和 4年11月18日
令和 5年 3月28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11月10日　　　　　　09:30

契建リ 第 15 号
恵那峡SAスマートIC地質調査業務
大井町

ボーリング調査　N=4箇所　打合せ　一式

1247
（株）中部ウエルボーリング社　岐阜事務所

岐阜県岐阜市忠節町４ー１８ー１２ 落札   ￥2,520,000

1786
（株）アサノ大成基礎エンジニアリング　岐阜営業所

岐阜県岐阜市北一色７ー２５ー２６    ￥3,200,000

116
（株）東海テクノス

岐阜県岐阜市細畑６ー４ー１４    ￥3,300,000

1955
川崎地質（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市今嶺１ー２２ー５ー２０３    ￥3,370,000

269
（株）興栄コンサルタント　東濃営業所

岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根２０８７ー５１６    ￥3,400,000

809
（株）東海環境エンジニア　岐阜営業所

岐阜県可児市広見９９１番地    ￥4,100,000

965
中央開発（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市東鶉３―１１０―１Ａ    ￥4,100,000

208
（株）朝日土質設計コンサルタント　東濃営業所

岐阜県多治見市小泉町３ー１２７ー１    ￥4,200,000



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11月10日　　　　　　09:30

契建リ 第 15 号
恵那峡SAスマートIC地質調査業務
大井町

ボーリング調査　N=4箇所　打合せ　一式

1425
（株）岐阜ソイルコンサルタント

岐阜県岐阜市薮田南５丁目１０番地５    ￥4,200,000

2220
国土防災技術（株）岐阜営業所

岐阜県恵那市大井町１１２０ー３０３    ￥4,200,000

1399
東海地質工学（株）岐阜営業所

岐阜県大垣市木戸町４８５ー２    ￥4,240,000

204
青葉工業（株）岐阜営業所

岐阜県可児市塩１１４１ー１    ￥4,244,000

517
東邦地水（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市西荘４ー１９ー１１ー１０７    ￥4,244,000

1070
ＮＴＣコンサルタンツ（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市市橋６ー１３ー１７    ￥4,244,000

2860
（株）総合開発調査

岐阜県岐阜市大菅南１３番２１号    ￥4,244,000

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

令和 4年11月16日
令和 4年11月16日
令和 5年 2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 4年11月10日　　　　　　14:30

契教幼 第 34 号
上矢作こども園支障木伐採業務委託
上矢作こども園

支障木伐採業務（ヒマラヤスギ、メタセコイア、イチョウ）　1式

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2 落札   ￥2,335,000

6058
Y’sVision（株）

岐阜県恵那市上矢作町3516-4    ￥2,380,000

4993
幸園

岐阜県恵那市大井町1156-23    ￥2,400,000

6003
竜昌園

岐阜県恵那市山岡町下手向858-1    ￥2,450,000

4670
㈱ＩＧＣ

岐阜県恵那市長島町永田370-29 　　　辞退

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

令和 4年11月16日
令和 4年11月16日
令和 5年 3月17日


