
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22日　　　　　　14:00

ま地 第 24 号

中野方コミュニティセンターGHP保守点検業務

恵那市中野方町

室外機４基に対する外観点検、本体関係の点検、エンジン系統の点検、燃料系
の点検、運転データの確認、定期交換部品の交換

4085
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見1092-7      ￥850,000

4108
（株）山岡ハウジング

岐阜県恵那市山岡町上手向1219    ￥1,160,000

4257
昭和建物管理（株）　東濃支店

岐阜県瑞浪市樽上町1-24 落札     ￥840,000

4265
五十嵐工業（株）

岐阜県中津川市茄子川2077-8 　　　辞退

4313
安田（株）　本店東濃営業所

岐阜県瑞浪市西小田町3-260    ￥1,100,000

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

平成30年11月26日
平成30年11月26日
平成30年12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22日　　　　　　14:10

商観 第 98 号

恵那山荘重油地下タンクFRP塗装修繕工事

東野

恵那山荘重油地下タンクFRP塗装修繕　　1式

76
白光石油（株）

岐阜県岐阜市入舟町5-5 　　　辞退

496
中央紙運輸（株）

岐阜県中津川市千旦林224-1    ￥2,030,000

497
（株）トーカイ

岐阜県中津川市千旦林200    ￥1,998,000

1513
恵北ビル管理（株）　

岐阜県中津川市手賀野263-11 　　　辞退

3282
アクア（株）

岐阜県揖斐郡池田町田畑92-3 　　　辞退

4063
川崎設備工業（株）　岐阜支店

岐阜県岐阜市若宮町8-12 　　　辞退

4146
（株）ダイワテクノ

岐阜県岐阜市則武東2-18-38    ￥2,550,000

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2    ￥2,400,000

taichi_ichikawa
テキストボックス
最低制限価格設定：有



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22日　　　　　　14:10

商観 第 98 号

恵那山荘重油地下タンクFRP塗装修繕工事

東野

恵那山荘重油地下タンクFRP塗装修繕　　1式

4193
（株）渡辺工業

岐阜県岐阜市北野東519 　　　辞退

4257
昭和建物管理（株）　東濃支店

岐阜県瑞浪市樽上町1-24 落札   ￥2,350,000

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

平成30年11月26日
平成30年11月26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11月22日　　　　　　14:20

上水 第 38 号

恵那市水道（南管内）漏水調査業務

恵那市明智町、山岡町

漏水調査２地区　L=18.8㎞　N=330件、流量調査１地区　N=3箇所

101
（株）サンリーク　名古屋営業所

愛知県名古屋市中区栄4-2-10    ￥1,700,000   ￥1,580,000

420
（株）日本漏防コンサルタント　中部営業所

愛知県稲沢市稲沢町前田180-1    ￥1,740,000   ￥1,560,000

551
（株）西日本水道センター　名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦1-20-8-4Ｆ    ￥1,700,000   ￥1,590,000

1605
ヴェオリア・ジェネッツ（株）　中部支店

愛知県名古屋市東区葵3-15-31 　　　辞退 　　　辞退

2052
フジテコム（株）　中部支店

愛知県名古屋市東区葵3-23-7    ￥1,750,000   ￥1,550,000

4092
フジ地中情報（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市東区葵3-15-31    ￥1,680,000   ￥1,550,000

4327
東和コンサルタント（株）

岐阜県瑞穂市別府1397-1 落札   ￥1,600,000   ￥1,400,000

4489
（株）城南メンテナンス　名古屋営業所

愛知県名古屋市西区中小田井4-478    ￥1,820,000   ￥1,580,000

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

平成30年11月26日
平成30年11月26日
平成31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

平成30年11月22日　　　　　　14:30

水環 第 31 号

自動車騒音常時監視面的評価及び騒音調査業務

長島町から大井町

面的評価業務　　　　　１式��騒音・交通量測定業務　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    ￥1,500,000

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8    ￥1,500,000

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    ￥1,870,000

1873
（株）富士清空工業所

岐阜県岐阜市加納本町6-18 　　　辞退

1874
（株）環境測定センター

岐阜県羽島郡岐南町上印食3-178 　　　辞退

3235
（株）総合環境計画　岐阜事務所

岐阜県岐阜市入舟町3-32-3 　　　辞退

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

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     ￥990,000



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22日　　　　　　14:30

水環 第 31 号

自動車騒音常時監視面的評価及び騒音調査業務

長島町から大井町

面的評価業務　　　　　１式��騒音・交通量測定業務　１式

4089
中央コンサルタンツ（株）　岐阜事務所

岐阜県岐阜市金町6-6    ￥2,500,000

4094
（株）アスコ大東　岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀2-3-26 　　　辞退

4098
応用地質（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市竜田町6-11 　　　辞退

4142
イビデンエンジニアリング（株）

岐阜県大垣市木戸町1122 　　　辞退

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

4233
国際航業（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市金町5-24 　　　辞退

4294
（株）間瀬コンサルタント　岐阜営業所

岐阜県岐阜市西野町1-12    ￥2,200,000

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:

平成30年11月26日
平成30年11月26日
平成31年3月22日




