
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2月14日　　　　　　09:15

教生 第 71 号

里山林整備事業（松くい虫駆除樹幹注入）

上矢作町

松くい虫による松枯れを防ぐため、薬剤注入を行う。対象樹木15本（薬剤本数
197本）

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4      ￥813,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2 落札     ￥805,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1      ￥810,000

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

平成30年2月18日
平成31年2月18日
平成31年3月18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2月14日　　　　　　14:00

総財 第 39 号

恵那市役所北庁舎プロパンガス単価契約

市役所北庁舎

北庁舎　空調（ガスヒートポンプエアコン）室外機　２台　室内機　９台、給
湯　１台��庁舎西側に、ガスボンベ（50kg）２０本設置可能

900
中部プロパン（株）　恵那店

岐阜県恵那市長島町中野字槇ヶ根1269-11      ￥885,000

1707
ヤマモトエナジー販売（株）　

岐阜県恵那市大井町1213-1      ￥870,250

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19 落札     ￥855,500

2219
山丸屋商店

岐阜県恵那市岩村町1575-2      ￥914,500

2718
鈴一物産（株）　岩村営業所

岐阜県恵那市岩村町736-1      ￥885,000

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11      ￥914,500

3188
カク万商店

岐阜県恵那市明智町100-1    ￥1,327,500

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2      ￥870,250

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

平成31年2月18日
平成31年3月1日
平成33年9月30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2月14日　　　　　　14:20

岩診 第 9 号

透析患者視聴用テレビ更新

恵那市恵那市岩村町1650-1

透析患者視聴用テレビ及びアームの更新

36
（株）メディセオ　中津川支店

岐阜県中津川市本町1-1-10 　　　辞退

1138
アルフレッサ（株）　多治見支店

岐阜県多治見市小泉町1-21-3 　　　辞退

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639 落札   ￥1,560,000

1675
（株）スズケン　多治見支店

岐阜県多治見市赤坂町8-175-2 　　　辞退

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    ￥1,561,000

3808
（有）中部ＧＰＦ

岐阜県恵那市長島町中野1216-8 　　　辞退

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

平成31年2月18日
平成31年2月18日
平成31年3月19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2月14日　　　　　　14:30

医地 第 38 号

市立恵那病院細菌検査システム購入事業

大井町市立恵那病院

細菌検査システム基本パッケージ　1式��オンライン接続費　1式��電子カルテ
システム接続費　1式

1138
アルフレッサ（株）　多治見支店

岐阜県多治見市小泉町1-21-3 　　　辞退

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   ￥14,100,000

1569
（株）フォーム　岐阜支店

岐阜県岐阜市木ノ下町5-16 　　　辞退

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639   ￥14,152,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1   ￥14,150,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24   ￥14,100,000

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 落札  ￥14,060,000

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

平成31年2月18日
平成31年2月18日
平成31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

平成31年2月14日　　　　　　14:40

医地 第 43 号

全自動細菌同定感受性検査装置購入事業

大井町市立恵那病院

体液検査用器具　（推奨品：バイテック２ブルー）　１式　購入

1138
アルフレッサ（株）　多治見支店

岐阜県多治見市小泉町1-21-3 　　　辞退

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    ￥4,940,000

1569
（株）フォーム　岐阜支店

岐阜県岐阜市木ノ下町5-16 　　　辞退

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥4,966,100

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥4,950,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥4,970,000

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 落札   ￥4,920,000

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

平成31年2月18日
平成31年2月18日
平成31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

平成31年2月14日　　　　　　14:50

医地 第 46 号

市立恵那病院自動身長計付体組成計購入事業

大井町市立恵那病院

自動身長計付体組成計１台　電子カルテ接続１式

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    ￥1,025,000

1569
（株）フォーム　岐阜支店

岐阜県岐阜市木ノ下町5-16 　　　辞退

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥1,046,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥1,030,000

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 落札   ￥1,010,000

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

平成31年2月18日
平成31年2月18日
平成31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

平成31年2月14日　　　　　　15:00

医地 第 47 号

市立恵那病院定置型保育器購入事業

大井町市立恵那病院

定置型保育器　１台

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    ￥3,200,000

1569
（株）フォーム　岐阜支店

岐阜県岐阜市木ノ下町5-16 　　　辞退

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥3,220,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥3,200,000

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 落札   ￥3,180,000

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

平成31年2月18日
平成31年2月18日
平成31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

平成31年2月14日　　　　　　15:10

医地 第 48 号

上矢作歯科診療所診療チェアユニット購入事業

国保上矢作歯科診療所

診療用チェアユニットの更新

785
（株）シラネ

愛知県名古屋市中区千代田2-4-8    ￥2,667,600

1179
（株）デントオール　東濃営業所

岐阜県中津川市かやの木町4-55 　　　辞退

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥2,690,000

1845
（株）クニシオ

愛知県名古屋市千種区穂波町2-14 落札   ￥2,640,000

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

平成31年2月18日
平成31年2月18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2月14日　　　　　　15:20

教幼 第 52 号

おさしま二葉こども園厨房用品購入事業

恵那市長島町永田

おさしま二葉こども園の厨房用品購入

1737
（株）ナカヤマ

岐阜県恵那市大井町614-2 落札     ￥550,599

3214
（株）ナベヤ

岐阜県恵那市長島町中野1-3-1      ￥578,232

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

平成31年2月18日
平成31年2月18日
平成31年3月18日




