
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

平成30年5月24日　　　　　　09:20

建設 第 21 号

地籍調査事業中野方1地区E2工程業務委託

中野方町

地籍調査事業中野方1地区E2工程業務委託

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７   ￥13,000,000

5
（株）地域コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家１０６７ー２５０   ￥13,000,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１   ￥13,200,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６   ￥13,000,000

849
鵜飼計測（株）

岐阜県恵那市大井町１１２０ー２１２   ￥13,100,000

1092
（有）大矢コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家字後田１０６７ー２６６ 落札  ￥12,700,000

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

平成30年5月28日
平成30年5月28日
平成31年3月8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

平成30年5月24日　　　　　　09:25

建設 第 22 号

地籍調査事業久須見2地区FG工程業務委託

長島町久須見

地籍調査事業久須見2地区FG工程業務委託

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７   ￥25,450,000

5
（株）地域コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家１０６７ー２５０   ￥25,500,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１   ￥25,700,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６   ￥25,500,000

849
鵜飼計測（株）

岐阜県恵那市大井町１１２０ー２１２ 落札  ￥24,760,000

1092
（有）大矢コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家字後田１０６７ー２６６   ￥25,900,000

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

平成30年5月28日
平成30年5月28日
平成31年2月15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

平成30年5月24日　　　　　　13:30

総財 第 13 号

恵那市役所等消防設備保守点検業務委託

恵那市

機器点検、総合点検（本庁舎など、別紙設計書のとおり）

1412
恵那防災（株）

岐阜県恵那市大井町2625-40 落札   ￥1,000,000

3155
（株）中部防災設備

岐阜県恵那市三郷町佐々良木1938-1-2 　　　辞退

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   ￥12,500,000

4042
（有）オータエンジニアリング

岐阜県恵那市明智町片平1063-127 　　　辞退

4108
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向1219 　　　辞退

4167
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家129-18    ￥1,025,000

4283
近藤電気工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家343-1    ￥1,200,000

4696
アシスト

岐阜県恵那市大井町1147-168    ￥1,100,000

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

平成30年5月28日
平成30年6月1日
平成31年5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

平成30年5月24日　　　　　　13:40

総財 第 14 号

恵那市自家用電気工作物保安管理業務委託

恵那市

①月次点検（無停電点検）②緊急対応（臨時点検）対象施設：恵那市役所、岩
村・山岡振興事務所、中・東野・飯地・岩村・明智・串原・上矢作コミュニテ
ィセンター

56
（一財）中部電気保安協会　中津川営業所

岐阜県中津川市宮前町740-4    ￥2,255,800

114
（株）技研サービス

岐阜県岐阜市宇佐南3-6-20 　　　辞退

1513
恵北ビル管理（株）　

岐阜県中津川市手賀野263-11    ￥2,480,000

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 　　　欠席

3305
丸山電気保安管理事務所

岐阜県土岐市泉が丘町2-32 　　　辞退

4162
名菱電子（株）　岐阜支店

岐阜県岐阜市茜部菱野4-59 　　　辞退

4177
（株）エレックス極東　東濃センター

岐阜県恵那市武並町竹折字上新田267-29 落札   ￥1,323,400

4337
中央電気工事（株）　岐阜営業所

岐阜県各務原市那加信長町1-85 　　　辞退

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

平成30年5月28日
平成30年6月1日
平成31年5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

平成30年5月24日　　　　　　14:00

総財 第 16 号

ＰＰＣ用紙購入事業（単価契約）

恵那市

ＰＰＣ用紙の単価契約　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    ￥5,395,315

1477
（株）高和

岐阜県恵那市長島町中野700-1 落札   ￥5,084,604

2184
（有）清進堂

岐阜県恵那市大井町293-13    ￥5,482,000

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

平成30年5月28日
平成30年6月1日
平成31年5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

平成30年5月24日　　　　　　14:10

医健 第 29 号

２０１８健幸フェスタinえな会場設備借上業務

長島町まきがね公園

まきがね公園体育館内：パネル（脚含）、ユニットパネル、長机、イスなど【
運搬経費含】まきがね公園周辺：パネル（脚含）、長机、イス、テント（ウエ
イト含）など【運搬・設置経費含】

1283
（株）ジェイエス

愛知県名古屋市守山区新守山922    ￥1,500,000

2077
（株）シノダック

岐阜県恵那市大井町2695-875    ￥1,619,460

2211
（株）共栄美装　下呂支店

岐阜県下呂市萩原町宮田977-1 落札     ￥968,000

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

平成30年5月28日
平成30年5月28日
平成30年6月4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

平成30年5月24日　　　　　　14:20

教生 第 31 号

文化センター・かえでホール舞台管理技術業務

恵那市長島町中野・明智町

恵那文化センターに常勤技術職員を2名、明智かえでホールに非常勤技術職員
を1名配置し舞台運営を行う

430
（株）綜合舞台はぐるま

岐阜県岐阜市西野町1-11-2   ￥36,000,000

552
（有）スタッフプランニング

愛知県名古屋市千種区松軒1-5-17   ￥60,791,000

1115
（株）シーエスエス総合舞台

愛知県名古屋市千種区松軒1-5-16   ￥58,830,000

1283
（株）ジェイエス

愛知県名古屋市守山区新守山922 落札  ￥33,890,000

1518
（有）ライティングビーム

岐阜県岐阜市西川手7-36 　　　辞退

1652
日本管財（株）　中部本部

愛知県名古屋市中区栄3-18-1   ￥48,000,000

1732
ホーメックス（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦2-19-11   ￥48,000,000

1851
（株）エリシアン

岐阜県多治見市小名田町7-22-2   ￥34,500,000

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

平成30年5月28日
平成30年6月1日
平成33年5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

平成30年5月24日　　　　　　14:30

消総 第 15 号

消防車両３台売却

恵那市消防本部

消防団車両２台（消防ポンプ自動車１台、小型動力ポンプ積載車１台）、消防
署水槽付消防ポンプ自動車１台　計３台売却

264
（有）カーエージェント中垣

岐阜県恵那市大井町2601-125    ￥1,762,000

1618
（有）原モータース

岐阜県恵那市上矢作町4008-4 落札   ￥2,150,000

2293
（有）くるまの河田

岐阜県恵那市岩村町富田916-1    ￥1,865,000

3178
（株）大脇商店　恵那工場

岐阜県恵那市長島町永田木ノ下546-25 　　　辞退

3995
大洋石油（株）

岐阜県恵那市武並町竹折44 　　　辞退

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

平成30年5月28日
平成30年5月28日
平成30年6月29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

平成30年5月24日　　　　　　14:40

消防 第 4 号

自動心臓マッサージ器購入

中野方救急分遣所

中野方救急分遣所での救命率向上のため

602
丸新消防（株）

岐阜県高山市昭和町3-178    ￥2,590,000

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    ￥2,650,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639 落札   ￥2,570,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥2,700,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥2,615,000

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    ￥2,620,000

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

平成30年5月28日
平成30年5月28日
平成30年7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

平成30年5月24日　　　　　　15:00

消防 第 3 号

化学防護服購入

長島町恵那市消防本部

化学防護服２着を購入し恵那消防署に配備する

178
（株）富士

岐阜県岐阜市加納清野町34    ￥1,100,000

602
丸新消防（株）

岐阜県高山市昭和町3-178    ￥1,090,000

628
（株）三陽商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市本郷町4-2    ￥1,200,000

1412
恵那防災（株）

岐阜県恵那市大井町2625-40    ￥1,145,000

4161
中部トーハツ防災（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市柳津町上佐波西1-119    ￥1,080,000

4308
（株）ウスイ消防

岐阜県岐阜市金園町3-25 落札   ￥1,020,000

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

平成30年5月28日
平成30年5月28日
平成30年10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

平成30年5月24日　　　　　　15:10

消総 第 17 号

林野火災用背負式消火水のう購入

恵那市

林野火災用背負式消火水のう（可搬式散水装置）39基購入　各分団3基×13分
団

1412
恵那防災（株）

岐阜県恵那市大井町2625-40 落札   ￥1,092,000

4696
アシスト

岐阜県恵那市大井町1147-168    ￥1,111,500

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

平成30年5月28日
平成30年5月28日
平成30年8月3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

平成30年5月24日　　　　　　15:20

水環 第 17 号

恵那市廃棄物最終処分場水質調査委託業務

恵那市

水質等調査　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    ￥1,800,000

271
（株）東濃分析センター

岐阜県瑞浪市陶町猿爪968-1    ￥1,250,000

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8      ￥900,000

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    ￥1,200,000

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    ￥1,160,000

1874
（株）環境測定センター

岐阜県羽島郡岐南町上印食3-178      ￥900,000

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    ￥1,600,000

4060
（株）フィルテック

岐阜県可児市広見1-47 落札     ￥740,000



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

平成30年5月24日　　　　　　15:20

水環 第 17 号

恵那市廃棄物最終処分場水質調査委託業務

恵那市

水質等調査　1式、報告書作成　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      ￥980,000

4212
（株）テクノ中部　岐阜事務所

岐阜県岐阜市清本町9-41 　　　辞退

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

平成30年5月28日
平成30年5月28日
平成31年3月29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

平成30年5月24日　　　　　　15:30

水環 第 15 号

恵那市内環境関連施設環境影響調査委託業務

恵那市

騒音・振動調査　1式、悪臭調査　1式、排ガス調査　1式、ダイオキシン類調
査　1式、土壌調査　1式、放流水調査　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    ￥2,500,000

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8 落札   ￥1,620,000

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    ￥2,000,000

1873
（株）富士清空工業所

岐阜県岐阜市加納本町6-18    ￥1,700,000

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    ￥1,980,000

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    ￥1,800,000

4212
（株）テクノ中部　岐阜事務所

岐阜県岐阜市清本町9-41 　　　辞退

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

平成30年5月28日
平成30年5月28日
平成31年3月29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

平成30年5月24日　　　　　　15:40

水環 第 16 号

エコセンター恵那環境影響調査委託業務

長島町久須見

土壌汚染調査　1式、大気汚染調査　1式、騒音・振動調査　1式、悪臭調査　1式、排ガス調査　1
式、作業環境調査　1式、ダイオキシン類調査　1式、溶出調査　1式、キレート処理灰成分調査　1
式、ごみ質調査　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    ￥5,900,000

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8 落札   ￥3,900,000

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    ￥3,980,000

1873
（株）富士清空工業所

岐阜県岐阜市加納本町6-18    ￥4,940,000

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    ￥4,480,000

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    ￥4,500,000

4212
（株）テクノ中部　岐阜事務所

岐阜県岐阜市清本町9-41 　　　辞退

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

平成30年5月28日
平成30年5月28日
平成31年3月29日




