
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6月3日　　　　　　14:00

契総財 第 15 号

ＰＰＣ用紙購入事業（単価契約）

恵那市

ＰＰＣ（コピー）用紙　Ａ３（１，５００枚/箱）、Ａ４・Ｂ４・Ｂ５（２，
５００枚/箱）

1392
（有）松林堂書店

岐阜県恵那市大井町293-13    ￥6,483,830

2255
（株）美津山

岐阜県多治見市錦町2-6 落札   ￥6,256,500

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

令和 3年6月9日
令和 3年6月9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6月3日　　　　　　14:10

契総財 第 25 号

恵那市役所庁舎等清掃業務委託

恵那市

清掃業務　一式：市役所本・西・北庁舎、会議棟、北会議棟、市民会館、各振
興事務所、各コミュニティセンターを対象とする。（三郷コミュニティセンタ
ー、北庁舎会議室、会議棟大会議室は実施せず。）

538
（株）キレー

岐阜県多治見市金岡町3-85    ￥4,320,000

1338
（株）美掃社

岐阜県多治見市三笠町3-48    ￥4,350,000

1407
メンテックス（株）

岐阜県多治見市大針町661-1    ￥4,050,000

1615
（株）中日サンクリーン

岐阜県恵那市東野1377-1 落札   ￥3,790,000

1686
セキュリティ東海（株）

岐阜県多治見市音羽町4-25    ￥4,300,000

2299
（株）シンセン　多治見支店

岐阜県多治見市平和町8-56    ￥4,120,000

4257
昭和建物管理（株）　東濃支店

岐阜県瑞浪市樽上町1-24    ￥4,192,300

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

令和 3年6月9日
令和 3年6月9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6月3日　　　　　　14:20

契水環 第 50 号

河川等水質調査業務

長島町

河川水質調査業務：河川水質調査1式、報告書作成1式、��工場排水水質調査業
務：毎月検査1式、24時間検査1式、有害物質27項目検査1式、報告書作成1式

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    ￥9,800,000

271
（株）東濃分析センター

岐阜県瑞浪市陶町猿爪968-1    ￥8,800,000

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8    ￥7,150,000

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    ￥9,800,000

1631
（一財）岐阜県環境管理技術センター

岐阜県岐阜市六条大溝4-13-6    ￥9,300,000

1873
（株）富士清空工業所

岐阜県岐阜市加納本町6-18    ￥9,460,000

1874
（株）環境測定センター

岐阜県羽島郡岐南町上印食3-178    ￥9,300,000

4049
（一財）岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜県岐阜市曙町4-6    ￥9,800,000



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 3年6月3日　　　　　　14:20

契水環 第 50 号

河川等水質調査業務

長島町

河川水質調査業務：河川水質調査1式、報告書作成1式、��工場排水水質調査業
務：毎月検査1式、24時間検査1式、有害物質27項目検査1式、報告書作成1式

4060
（株）フィルテック

岐阜県可児市広見1-47    ￥9,980,000

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    ￥9,600,000

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    ￥9,500,000

4142
イビデンエンジニアリング（株）

岐阜県大垣市木戸町1122 落札   ￥6,293,600

4212
（株）テクノ中部　岐阜事務所

岐阜県岐阜市清本町9-41    ￥9,500,000

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

令和 3年6月9日
令和 3年6月9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6月3日　　　　　　14:30

契公下 第 13 号

恵那市グラウンドマンホール（単価契約）

恵那市

直接蓋600T-14N=20組5組、直接蓋600T-25N=3組3組、直接蓋600-900T-14N=2組T
-25N=3組、直接蓋300T-14N=1組、防護蓋300T-14N=2組、転落防止装置N=2組、
蝶番N=5組、自動鍵N=5組

1238
長島鋳物（株）　豊橋営業所

愛知県豊橋市御園町6-8    ￥2,207,500

1302
（株）ダイモン

山口県防府市佐波1-6-10 　　　辞退

2180
日之出水道機器（株）　名古屋営業所

愛知県名古屋市名東区上社1-603 落札   ￥2,108,500

3759
スズテック（株）

愛知県安城市根崎町東新切20    ￥2,285,500

4907
虹技（株）　北陸営業所

石川県金沢市駅西新町2-8-23    ￥2,161,500

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

令和 3年6月9日
令和 3年6月9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6月3日　　　　　　14:40

契消岩 第 2 号

岩村消防署等ＬＰＧ単価契約

岩村署・明智署・上矢作分署

岩村署・明智署・上矢作分署ＬＰＧ単価契約

1707
ヤマモトエナジー販売（株）

岐阜県恵那市大井町1213-1 　　　欠席

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19    ￥2,016,000

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   ￥1,920,000

2718
鈴一物産（株）　岩村営業所

岐阜県恵那市岩村町736-1    ￥2,240,000

3188
カク万商店

岐阜県恵那市明智町100-1 　　　辞退

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2    ￥2,304,000

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

令和 3年6月9日
令和 3年7月1日
令和 6年6月30日


