
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11月8日　　　　　　09:05

教総 第 64 号

恵那市小中学校冷房設備設計業務委託(恵北1)

恵那市北部

普通教室への冷房設備設置のための設計業務

73
（株）浦野設計　岐阜支社

岐阜県岐阜市須賀１ー７ー２３    ￥7,300,000

89
（株）鈴木建築設計事務所　中津川事務所

岐阜県中津川市手賀野２９７ー３    ￥7,000,000

132
（株）サニー建築設計

岐阜県岐阜市西川手７ー６１    ￥6,470,000

212
（株）ダイナ建築設計

岐阜県岐阜市本郷町２ー１７ー４    ￥7,385,400

215
（株）デザインボックス

岐阜県岐阜市日野南９ー１ー１０    ￥7,000,000

225
大建設計（株）

岐阜県岐阜市佐久間町２０    ￥7,385,400

226
司設計（株）

岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８ 落札   ￥3,700,000

390
（株）岬建築事務所

岐阜県岐阜市薮田南１ー３ー１３    ￥7,385,400



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11月8日　　　　　　09:05

教総 第 64 号

恵那市小中学校冷房設備設計業務委託(恵北1)

恵那市北部

普通教室への冷房設備設置のための設計業務

416
（株）歩設計

岐阜県岐阜市黒野南３ー８０    ￥6,640,000

659
（株）協和設計事務所　岐阜事務所

岐阜県岐阜市折立字北浦２８４ー１    ￥7,380,000

1112
（株）金華建築事務所

岐阜県岐阜市日野西２ー１ー７    ￥7,380,000

1278
（株）岐阜建築設備計画

岐阜県岐阜市早田栄町２ー１６ 　　　辞退

1812
（有）小林建築設計事務所

岐阜県高山市西之一色３ー１７２８ー１ 　　　辞退

2068
（株）協和設計事務所

岐阜県岐阜市北一色３ー２ー２３    ￥7,380,000

2579
（株）廣建築設備設計

岐阜県岐阜市北一色二丁目７番１８号    ￥7,300,000

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

平成30年11月12日
平成30年11月12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11月8日　　　　　　09:10

教総 第 65 号

恵那市小中学校冷房設備設計業務委託(恵北2)

恵那市北部

普通教室への冷房設備設置のための設計業務

73
（株）浦野設計　岐阜支社

岐阜県岐阜市須賀１ー７ー２３    ￥5,700,000

89
（株）鈴木建築設計事務所　中津川事務所

岐阜県中津川市手賀野２９７ー３    ￥5,450,000

132
（株）サニー建築設計

岐阜県岐阜市西川手７ー６１    ￥5,470,000

212
（株）ダイナ建築設計

岐阜県岐阜市本郷町２ー１７ー４    ￥7,588,200

215
（株）デザインボックス

岐阜県岐阜市日野南９ー１ー１０    ￥6,000,000

225
大建設計（株）

岐阜県岐阜市佐久間町２０    ￥7,588,200

226
司設計（株）

岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８    ￥5,500,000

390
（株）岬建築事務所

岐阜県岐阜市薮田南１ー３ー１３    ￥7,588,200



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11月8日　　　　　　09:10

教総 第 65 号

恵那市小中学校冷房設備設計業務委託(恵北2)

恵那市北部

普通教室への冷房設備設置のための設計業務

416
（株）歩設計

岐阜県岐阜市黒野南３ー８０    ￥5,690,000

659
（株）協和設計事務所　岐阜事務所

岐阜県岐阜市折立字北浦２８４ー１ 落札   ￥4,160,000

1112
（株）金華建築事務所

岐阜県岐阜市日野西２ー１ー７    ￥7,580,000

1278
（株）岐阜建築設備計画

岐阜県岐阜市早田栄町２ー１６    ￥5,920,000

1812
（有）小林建築設計事務所

岐阜県高山市西之一色３ー１７２８ー１    ￥7,200,000

2068
（株）協和設計事務所

岐阜県岐阜市北一色３ー２ー２３    ￥7,580,000

2579
（株）廣建築設備設計

岐阜県岐阜市北一色二丁目７番１８号    ￥7,200,000

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

平成30年11月12日
平成30年11月12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11月8日　　　　　　09:15

教総 第 66 号

恵那市小中学校冷房設備設計業務委託(恵北3)

恵那市北部

普通教室への冷房設備設置のための設計業務委託

73
（株）浦野設計　岐阜支社

岐阜県岐阜市須賀１ー７ー２３    ￥5,300,000

89
（株）鈴木建築設計事務所　中津川事務所

岐阜県中津川市手賀野２９７ー３    ￥6,700,000

132
（株）サニー建築設計

岐阜県岐阜市西川手７ー６１ 落札   ￥4,870,000

212
（株）ダイナ建築設計

岐阜県岐阜市本郷町２ー１７ー４    ￥7,046,400

215
（株）デザインボックス

岐阜県岐阜市日野南９ー１ー１０    ￥6,000,000

225
大建設計（株）

岐阜県岐阜市佐久間町２０    ￥7,046,400

226
司設計（株）

岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８    ￥4,900,000

390
（株）岬建築事務所

岐阜県岐阜市薮田南１ー３ー１３ 　　　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

平成30年11月8日　　　　　　09:15

教総 第 66 号

恵那市小中学校冷房設備設計業務委託(恵北3)

恵那市北部

普通教室への冷房設備設置のための設計業務委託

416
（株）歩設計

岐阜県岐阜市黒野南３ー８０    ￥6,340,000

659
（株）協和設計事務所　岐阜事務所

岐阜県岐阜市折立字北浦２８４ー１    ￥7,040,000

1112
（株）金華建築事務所

岐阜県岐阜市日野西２ー１ー７    ￥6,700,000

1278
（株）岐阜建築設備計画

岐阜県岐阜市早田栄町２ー１６ 　　　辞退

1812
（有）小林建築設計事務所

岐阜県高山市西之一色３ー１７２８ー１    ￥6,690,000

2068
（株）協和設計事務所

岐阜県岐阜市北一色３ー２ー２３    ￥7,040,000

2579
（株）廣建築設備設計

岐阜県岐阜市北一色二丁目７番１８号    ￥7,000,000

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

平成30年11月12日
平成30年11月12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11月8日　　　　　　09:20

教総 第 67 号

恵那市小中学校冷房設備設計業務委託(恵南1)

恵那市南部

普通教室への冷房設備設置のための設計業務

73
（株）浦野設計　岐阜支社

岐阜県岐阜市須賀１ー７ー２３    ￥5,900,000

89
（株）鈴木建築設計事務所　中津川事務所

岐阜県中津川市手賀野２９７ー３    ￥4,930,000

132
（株）サニー建築設計

岐阜県岐阜市西川手７ー６１    ￥5,770,000

212
（株）ダイナ建築設計

岐阜県岐阜市本郷町２ー１７ー４ 　　　辞退

215
（株）デザインボックス

岐阜県岐阜市日野南９ー１ー１０    ￥7,000,000

225
大建設計（株）

岐阜県岐阜市佐久間町２０    ￥7,385,400

226
司設計（株）

岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８ 落札   ￥4,000,000

390
（株）岬建築事務所

岐阜県岐阜市薮田南１ー３ー１３ 　　　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

平成30年11月8日　　　　　　09:20

教総 第 67 号

恵那市小中学校冷房設備設計業務委託(恵南1)

恵那市南部

普通教室への冷房設備設置のための設計業務

416
（株）歩設計

岐阜県岐阜市黒野南３ー８０    ￥6,640,000

659
（株）協和設計事務所　岐阜事務所

岐阜県岐阜市折立字北浦２８４ー１    ￥7,380,000

1112
（株）金華建築事務所

岐阜県岐阜市日野西２ー１ー７    ￥7,380,000

1278
（株）岐阜建築設備計画

岐阜県岐阜市早田栄町２ー１６ 　　　辞退

1812
（有）小林建築設計事務所

岐阜県高山市西之一色３ー１７２８ー１ 　　　辞退

2068
（株）協和設計事務所

岐阜県岐阜市北一色３ー２ー２３    ￥7,380,000

2579
（株）廣建築設備設計

岐阜県岐阜市北一色二丁目７番１８号    ￥7,300,000

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

平成30年11月12日
平成30年11月12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11月8日　　　　　　09:25

教総 第 68 号

恵那市小中学校冷房設備設計業務委託(恵南2)

恵那市南部

普通教室への冷房設備設置のための設計業務

73
（株）浦野設計　岐阜支社

岐阜県岐阜市須賀１ー７ー２３    ￥9,100,000

89
（株）鈴木建築設計事務所　中津川事務所

岐阜県中津川市手賀野２９７ー３    ￥8,770,000

132
（株）サニー建築設計

岐阜県岐阜市西川手７ー６１    ￥8,470,000

212
（株）ダイナ建築設計

岐阜県岐阜市本郷町２ー１７ー４ 　　　辞退

215
（株）デザインボックス

岐阜県岐阜市日野南９ー１ー１０    ￥9,000,000

225
大建設計（株）

岐阜県岐阜市佐久間町２０    ￥9,147,000

226
司設計（株）

岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８ 落札   ￥4,800,000

390
（株）岬建築事務所

岐阜県岐阜市薮田南１ー３ー１３    ￥9,147,000



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11月8日　　　　　　09:25

教総 第 68 号

恵那市小中学校冷房設備設計業務委託(恵南2)

恵那市南部

普通教室への冷房設備設置のための設計業務

416
（株）歩設計

岐阜県岐阜市黒野南３ー８０    ￥5,850,000

659
（株）協和設計事務所　岐阜事務所

岐阜県岐阜市折立字北浦２８４ー１    ￥6,160,000

1112
（株）金華建築事務所

岐阜県岐阜市日野西２ー１ー７    ￥9,140,000

1278
（株）岐阜建築設備計画

岐阜県岐阜市早田栄町２ー１６ 　　　辞退

1812
（有）小林建築設計事務所

岐阜県高山市西之一色３ー１７２８ー１ 　　　辞退

2068
（株）協和設計事務所

岐阜県岐阜市北一色３ー２ー２３    ￥9,140,000

2579
（株）廣建築設備設計

岐阜県岐阜市北一色二丁目７番１８号    ￥9,100,000

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

平成30年11月12日
平成30年11月12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11月8日　　　　　　09:30

農林 第 43 号

集落環境保全事業　地蔵平流路測量設計業務

恵那市東野

測量業務　N=1式　横断測量　L=48ｍ　設計業務　N=1式　流路工　L=48ｍ

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥2,200,000

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    ￥2,250,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１ 落札   ￥2,060,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥2,210,000

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    ￥2,200,000

1178
（有）恵那コンサルタント

岐阜県恵那市長島町永田７１６ー２１７    ￥2,150,000

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

平成30年11月12日
平成30年11月12日
平成31年2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

平成30年11月8日　　　　　　09:35

農林 第 44 号

集落環境保全事業　南松林排水路測量設計業務

恵那市串原

測量業務　N=1式　横断測量　L=33.1ｍ　設計業務　N=1式　流路工　L=33.1ｍ

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥1,460,000

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    ￥1,490,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥1,490,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６ 落札   ￥1,420,000

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    ￥1,490,000

1178
（有）恵那コンサルタント

岐阜県恵那市長島町永田７１６ー２１７    ￥1,450,000

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

平成30年11月12日
平成30年11月12日
平成31年2月28日


