
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24日　　　　　　14:00

契建設 第 129 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

1287
（株）黒田商事　岐阜営業所

岐阜県中津川市神坂3506-84 落札   ￥8,281,000

1639
（株）ヤマス

岐阜県土岐市御幸町2-31    ￥9,295,000

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4    ￥9,490,000

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    ￥9,750,000

496
中央紙運輸（株）

岐阜県中津川市千旦林224-1   ￥10,140,000

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

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 　　　辞退

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

令和 4年11月30日
令和 4年12月 9日
令和 5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 4年11月24日　　　　　　14:10

契建設 第 130 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

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4 落札   ￥8,580,000

1639
（株）ヤマス

岐阜県土岐市御幸町2-31    ￥8,970,000

1287
（株）黒田商事　岐阜営業所

岐阜県中津川市神坂3506-84    ￥9,334,000

496
中央紙運輸（株）

岐阜県中津川市千旦林224-1   ￥10,400,000

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

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 　　　辞退

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

令和 4年11月30日
令和 4年12月 9日
令和 5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 4年11月24日　　　　　　14:20

契水環 第 125 号
自動車騒音常時監視面的評価及び騒音調査業務
恵那市

面的評価業務　１式、騒音・交通量測定業務　１式

4067
（株）環境科学研究所　岐阜支店

岐阜県羽島市竹鼻町飯柄114-1 落札     ￥380,000

4830
（有）日本交通流動リサーチ　岐阜事務所

岐阜県岐阜市大蔵台3-12      ￥415,000

4805
（株）中央クリエイト　岐阜営業所

岐阜県岐阜市加納栄町通4-7      ￥700,000

4106
エヌエス環境（株）　中津川事務所

岐阜県中津川市中津川2447-112      ￥900,000

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8    ￥1,000,000

691
（株）静環検査センター　岐阜営業所

岐阜県岐阜市細畑3-7-21    ￥1,080,000

4049
（一財）岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜県岐阜市曙町４ー６    ￥1,500,000

158
（株）環境総合リサーチ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市吉野町6-14    ￥2,000,000



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24日　　　　　　14:20

契水環 第 125 号
自動車騒音常時監視面的評価及び騒音調査業務
恵那市

面的評価業務　１式、騒音・交通量測定業務　１式

6131
大日コンサルタント（株）　東濃事務所

岐阜県中津川市茄子川2067-1    ￥2,500,000

4682
八千代エンジニヤリング㈱　岐阜事務所

岐阜県大垣市桐ケ崎町37-2 　　　辞退

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

令和 4年11月30日
令和 4年11月30日
令和 5年 3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24日　　　　　　14:30

契教幼 第 37 号
恵那市こども園タブレット端末購入事業
恵那市

市内公立こども園の利用者の利便性向上と業務の効率化を図るため新たに導入
する保育業務支援システムを利用するための機器類を購入する。

3222
（株）トーノーセキュリティ　恵那支店

岐阜県恵那市長島町中野1183-10 落札   ￥6,724,000

7
（有）イソップ

岐阜県恵那市明智町1847-1    ￥7,363,000

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 　　　辞退

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

令和 4年11月30日
令和 4年11月30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11月24日　　　　　　14:40

契上病 第 48 号
プレハブ冷蔵庫(栄養科)購入事業
上矢作町3111番地２

プレハブ冷蔵庫の購入（更新)

2182
ホシザキ東海（株）　東濃営業所

岐阜県多治見市十九田町2-76 落札   ￥1,520,000

1740
（株）フジマック　岐阜営業所

岐阜県岐阜市茜部新所1-105-2    ￥1,530,000

1293
日本調理機（株）　中部支店　岐阜営業所

岐阜県羽島郡岐南町平成1-80    ￥1,657,990

1256
タニコー（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市茜部寺屋敷2-3    ￥2,124,000

4167
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家129-18    ￥2,226,720

905
（有）愛知厨房製作所

愛知県一宮市新生3-17-15 　　　辞退

1266
（株）アイホー　名古屋支店

愛知県名古屋市瑞穂区明前町14-5 　　　辞退

2095
（株）三協厨機

岐阜県大垣市今宿3-25-2 　　　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24日　　　　　　14:40

契上病 第 48 号
プレハブ冷蔵庫(栄養科)購入事業
上矢作町3111番地２

プレハブ冷蔵庫の購入（更新)

4127
（株）セイコー

岐阜県岐阜市鏡島2004-6 　　　辞退

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

令和 4年11月30日
令和 4年11月30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24日　　　　　　14:50

契医地 第 68 号
市立恵那病院　内視鏡用コンバーター購入事業
大井町市立恵那病院

内視鏡用DICOMコンバーターMAJ-2293の購入、設置調整、  DICOM　MWM接続、
インストラクター操作説明

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   ￥1,900,000

647
（株）ワキタ商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南1-6-12    ￥1,920,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥1,920,000

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    ￥1,930,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥1,930,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥1,940,000

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

令和 4年11月30日
令和 4年11月30日
令和 5年 3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11月24日　　　　　　15:00

契上病 第 43 号
無散瞳眼底カメラ購入事業
上矢作町3111番地２

無散瞳眼底カメラ　1式(更新)

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639 落札   ￥2,100,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥2,250,000

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    ￥2,400,000

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    ￥2,420,000

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

令和 4年11月30日
令和 4年11月30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24日　　　　　　15:10

契医地 第 67 号
市立恵那病院　ADLキッチン購入事業
大井町市立恵那病院

ADLキッチンストレートタイプ　SAD-100R　の購入

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639 落札   ￥2,450,000

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    ￥2,500,000

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    ￥2,500,000

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    ￥2,500,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥2,510,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥2,510,000

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

令和 4年11月30日
令和 4年11月30日
令和 5年 3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11月24日　　　　　　15:20

契医地 第 71 号
市立恵那病院 浴室ユニット購入事業
大井町市立恵那病院

浴室ユニット　UC-300　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 落札   ￥2,000,000

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    ￥2,020,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥2,025,000

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    ￥2,030,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥2,030,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥2,035,000

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

令和 4年11月30日
令和 4年11月30日
令和 5年 3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11月24日　　　　　　15:30

契医地 第 72 号
市立恵那病院　リカベントクロストレーナー購入
大井町市立恵那病院

リカベントクロストレーナー　ニューステップT4r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 落札   ￥1,080,000

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    ￥1,090,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥1,095,000

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    ￥1,100,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥1,100,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥1,100,000

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

令和 4年11月30日
令和 4年11月30日
令和 5年 3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11月24日　　　　　　15:40

契医地 第 69 号
市立恵那病院　オージオメーター購入事業
大井町市立恵那病院

インピーダンスオージオメーター　RS-M1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   ￥1,248,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥1,250,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥1,251,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥1,251,000

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    ￥1,252,000

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

令和 4年11月30日
令和 4年11月30日
令和 5年 3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11月24日　　　　　　15:50

契医地 第 70 号
市立恵那病院　子宮鏡セット購入事業
大井町市立恵那病院

子宮鏡処置セット　光学視管、処置用ヒステロシース、鉗子、滅菌コンテナ等
、  子宮鏡手術セット　灌流シース、光学マンドリン、光学視管、滅菌コンテ
ナ等

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   ￥3,490,000

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    ￥3,500,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥3,510,000

1569
（株）フォーム

愛知県名古屋市名東区上社4-191    ￥3,520,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥3,520,000

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

令和 4年11月30日
令和 4年11月30日
令和 5年 3月20日


