
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31年1月10日　　　　　　09:25

建設 第 167 号

道交　飯地中野方線（勢井後橋）地質調査業務

中野方町

機械ボーリングL=7.0m×2本　標準貫入試験N=7回×2　孔内水平載荷試験N=2箇
所��打合せ協議N=1業務

71
（株）ダイヤコンサルタント　岐阜事務所

岐阜県岐阜市神室町四丁目３９番地    ￥2,435,000

94
サンコーコンサルタント（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市市橋６ー１３ー１７    ￥2,430,000

116
（株）東海テクノス

岐阜県岐阜市細畑６ー４ー１４ 落札   ￥1,200,000

204
青葉工業（株）岐阜営業所

岐阜県可児市塩１１４１ー１    ￥2,400,000

208
（株）朝日土質設計コンサルタント　東濃営業所

岐阜県多治見市小泉町３ー１２７ー１    ￥2,400,000

269
（株）興栄コンサルタント　東濃営業所

岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根２０８７ー５１６    ￥2,400,000

474
若鈴コンサルタンツ（株）岐阜事務所

岐阜県大垣市静里町３１４ー６    ￥2,435,000

517
東邦地水（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市鏡島２８７３番地２２    ￥1,890,000



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31年1月10日　　　　　　09:25

建設 第 167 号

道交　飯地中野方線（勢井後橋）地質調査業務

中野方町

機械ボーリングL=7.0m×2本　標準貫入試験N=7回×2　孔内水平載荷試験N=2箇
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569
（株）オオバ　岐阜営業所

岐阜県岐阜市福住町１ー２０    ￥2,435,000

599
玉野総合コンサルタント（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市藪田南１丁目５ー１    ￥2,435,000

694
（株）橋梁コンサルタント　岐阜事務所

岐阜県羽島市竹鼻町３１８４番地８ 　　　辞退

721
（株）市川工務店

岐阜県岐阜市鹿島町６丁目２７番地 　　　辞退

723
（株）中央設計技術研究所　東海支店

岐阜県岐阜市市橋３ー８ー３ 　　　辞退

809
（株）東海環境エンジニア　岐阜営業所

岐阜県可児市広見９９１番地    ￥2,300,000

878
基礎地盤コンサルタンツ（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市加納新本町２ー２７    ￥2,435,000

903
平井工業（株）

岐阜県羽島市足近町直道５７８    ￥2,400,000
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965
中央開発（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市細畑４ー７ー６    ￥2,300,000

1067
（株）キンキ地質センター　岐阜事務所

岐阜県岐阜市茜部大野２丁目２１５番地１    ￥2,320,000

1070
ＮＴＣコンサルタンツ（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市市橋６ー１３ー１７    ￥2,435,000

1077
（株）パスコ　岐阜支店

岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地    ￥2,435,000

1247
（株）中部ウエルボーリング社　岐阜事務所

岐阜県岐阜市忠節町４ー１８ー１２    ￥2,000,000

1253
（株）太陽建設コンサルタント

岐阜県岐阜市光明町３ー１    ￥2,435,000

1378
国際航業（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地    ￥2,435,000

1399
東海地質工学（株）岐阜営業所

岐阜県大垣市木戸町４８５ー２    ￥2,430,000
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1425
（株）岐阜ソイルコンサルタント

岐阜県岐阜市薮田南５丁目１０番地５    ￥2,320,000

1662
中央コンサルタンツ（株）岐阜事務所

岐阜県岐阜市金町６ー６    ￥2,435,000

1782
応用地質（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市竜田町６丁目１１ 　　　辞退

1786
（株）アサノ大成基礎エンジニアリング　岐阜営業所

岐阜県岐阜市北一色７ー２５ー２６    ￥2,435,000

1927
（株）アオイテック　岐阜事務所

岐阜県岐阜市下奈良２ー５ー１    ￥2,390,000

1955
川崎地質（株）岐阜営業所

岐阜県岐阜市六条北３ー２０ー１７    ￥2,400,000

2220
国土防災技術（株）岐阜営業所

岐阜県恵那市大井町１１２０ー３０３    ￥2,435,000

2860
（株）総合開発調査

岐阜県岐阜市大菅南１３番２１号    ￥2,350,000
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3738
明治コンサルタント（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市加納天神町１丁目９番地１    ￥1,700,000

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

平成31年1月15日
平成31年1月15日
平成31年3月22日
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入札日時:

施行番号:
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事業場所:

単位：円

概　　要:
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教幼 第 45 号

おさしま二葉こども園保育用品購入事業

長島町

各種保育用品

697
（有）イワマ楽器

岐阜県恵那市山岡町下手向17-2 　　　辞退

1326
（有）花ノ木書房

岐阜県恵那市武並町竹折1648-393 　　　辞退

1869
（有）ＴＥＳミツオカ

岐阜県恵那市長島町永田483-9 落札   ￥3,540,000

2209
（有）マルマンスポーツ

岐阜県恵那市明智町    ￥3,770,000

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

平成31年1月15日
平成31年1月15日
平成31年3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31年1月10日　　　　　　14:10

教幼 第 48 号

おさしま二葉こども園備品購入

長島町

おさしま二葉こども園の職員室、保育室等の備品購入

218
（株）丸重

岐阜県恵那市長島町中野2-8-1 　　　辞退

1326
（有）花ノ木書房

岐阜県恵那市武並町竹折1648-393 　　　辞退

1392
（有）松林堂書店

岐阜県恵那市大井町293-13    ￥3,888,000

1869
（有）ＴＥＳミツオカ

岐阜県恵那市長島町永田483-9 落札   ￥3,280,000

2184
（有）清進堂

岐阜県恵那市大井町293-13    ￥3,650,000

2261
矢野書店

岐阜県恵那市岩村町297 　　　辞退

3214
（株）ナベヤ

岐阜県恵那市長島町中野1-3-1 　　　辞退

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

平成31年1月15日
平成31年1月15日
平成31年3月15日


