
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

令和元年7月18日　　　　　　14:00

契ま企 第 3 号

恵那市市民意識調査業務委託

恵那市

恵那市市民意識調査の実施。

1519
（株）中部タイム・エージェント

岐阜県岐阜市此花町6-8    ￥2,150,000

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

4032
（株）十六総合研究所

岐阜県岐阜市神田町7-12 　　　辞退

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    ￥3,500,000

4094
（株）日本インシーク　岐阜営業所

岐阜県岐阜市白山町2-15    ￥2,700,000

4111
（株）創建　岐阜支店

岐阜県岐阜市加納村松町1-7    ￥5,000,000

4116
（株）メイホーエンジニアリング　恵那営業所

岐阜県恵那市長島町永田415    ￥4,300,000

4131
（株）日水コン　岐阜事務所

岐阜県岐阜市東鶉7-6 　　　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

令和元年7月18日　　　　　　14:00

契ま企 第 3 号

恵那市市民意識調査業務委託

恵那市

恵那市市民意識調査の実施。

4140
（株）ゼンリン　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南1-6-3 落札   ￥1,275,000

4164
（特非）えなここ

岐阜県恵那市東野 　　　辞退

4203
ランドブレイン（株）　岐阜事務所

岐阜県岐阜市此花町6-8 　　　辞退

4243
（株）カナエジオマチックス　岐阜支店

岐阜県中津川市茄子川字前田1383-10    ￥2,000,000

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    ￥4,300,000

4425
（株）ＯＫＢ総研

岐阜県大垣市郭町2-25 　　　辞退

4476
（株）オオバ岐阜営業所

岐阜県岐阜市福住町1-20    ￥4,500,000

4633
（株）東京商工リサーチ　岐阜支店

岐阜県岐阜市金町6-4    ￥1,470,000



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

令和元年7月18日　　　　　　14:00

契ま企 第 3 号

恵那市市民意識調査業務委託

恵那市

恵那市市民意識調査の実施。

4750
（特非）山里文化研究所

岐阜県中津川市茄子川364-10 　　　辞退

4806
アトリエゆまあひ

岐阜県安八郡神戸町大字末守664 　　　辞退

4830
（有）日本交通流動リサーチ　岐阜事務所

岐阜県岐阜市大蔵台3-12    ￥1,800,000

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

令和元年7月24日
令和元年7月24日
令和元年10月21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

令和元年7月18日　　　　　　14:10

契医健 第 32 号

BCGワクチン購入(単価契約)

恵那市恵那市役所

予防接種BCGワクチンの購入(単価契約)

36
（株）メディセオ　中津川支店

岐阜県中津川市本町1-1-10 落札     ￥941,500

667
東邦薬品（株）　多治見営業所

岐阜県多治見市宝町6-3    ￥1,015,000

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      ￥944,300

1277
中部化成薬品（株）

岐阜県岐阜市秋津町5    ￥1,050,000

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

令和元年7月24日
令和元年7月24日
令和 2年3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

令和元年7月18日　　　　　　14:20

契商観 第 47 号

恵那峡周辺植栽通常管理業務

大井町

さざなみ公園、湖畔散策路、バス停留所、バス停留所前、弘法大師周辺広場、
恵那ガーデン、第2駐車場、傘岩周辺、森林散策路　低木地被を中心とした植
栽の通常維持管理

13
恵那市森林組合

岐阜県恵那市長島町正家1-10-4    ￥3,120,000

375
恵南森林組合

岐阜県恵那市上矢作町1824-2 　　　辞退

3308
（特非）奥矢作森林塾

岐阜県恵那市串原827 　　　辞退

3477
（一社）恵那市観光協会

岐阜県恵那市大井町286-25 　　　辞退

3663
（特非）福寿の里自然倶楽部

岐阜県恵那市上矢作町3516-4    ￥3,500,000

4126
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町772-1 　　　辞退

4258
（株）佐合木材　恵那支店

岐阜県恵那市長島町正家字壱町田918-8    ￥4,000,000

4404
タスキグリーンワークス

岐阜県恵那市大井町２７１９ー１２５ 落札   ￥2,820,000



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

令和元年7月18日　　　　　　14:20

契商観 第 47 号

恵那峡周辺植栽通常管理業務

大井町

さざなみ公園、湖畔散策路、バス停留所、バス停留所前、弘法大師周辺広場、
恵那ガーデン、第2駐車場、傘岩周辺、森林散策路　低木地被を中心とした植
栽の通常維持管理

4670
㈱ＩＧＣ

岐阜県恵那市長島町永田370-29 　　　辞退

4815
（株）原田開発

岐阜県恵那市山岡町久保原1099-1 　　　辞退

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

令和元年7月24日
令和元年7月24日
令和 2年3月27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

令和元年7月18日　　　　　　14:30

契教ス 第 38 号

スケート場製氷管理業務

武並町クリスタルパーク恵那スケート場

リンクフロアー冷却設備の組立て及び解体、製氷、氷質管理、冷凍機運転管理
、冷却設備機械保守管理、機械レンタル、補修交換材及び部材　一式

670
（株）パティネレジャー

東京都豊島区巣鴨2-6-1 落札  ￥34,700,000

4252
（株）前川製作所

東京都江東区牡丹3-14-15   ￥40,000,000

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

令和元年7月24日
令和元年7月24日
令和 2年3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

令和元年7月18日　　　　　　14:40

契上水 第 19 号

恵那市水道漏水調査業務

大井町、長島町、三郷町、岩村町、明智町、串原

漏水調査　6配水系統、L=145.9km、N=1910戸

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    ￥8,400,000

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    ￥8,300,000

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    ￥8,250,000

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

2052
フジテコム（株）　中部支店

愛知県名古屋市東区葵3-23-7    ￥8,300,000

2680
（株）リクチ漏水調査　名古屋営業所

愛知県名古屋市中区栄1-23-29    ￥8,400,000

3719
（株）テクノスジャパン　関西支店

大阪府大阪市北区梅田1-11-4-1100-11-10    ￥8,500,000

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    ￥8,500,000



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

令和元年7月18日　　　　　　14:40

契上水 第 19 号

恵那市水道漏水調査業務

大井町、長島町、三郷町、岩村町、明智町、串原

漏水調査　6配水系統、L=145.9km、N=1910戸

4153
水道テクニカルサービス（株）

神奈川県横浜市旭区二俣川1-45-45    ￥8,200,000

4327
東和コンサルタント（株）

岐阜県瑞穂市別府1397-1 落札   ￥7,900,000

4380
（株）テスコム　大阪営業所

大阪府大阪市淀川区西中島6-3-24    ￥8,250,000

4460
水道総合プランニング（株）

埼玉県和光市本町22-1 　　　辞退

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    ￥8,340,000

4761
東日本漏水調査（株）　大阪支店

大阪府大阪市淀川区西中島7-1-3-312 　　　辞退

4811
松本漏水調査（株）

長野県松本市大字島立2194    ￥8,320,000

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

令和元年7月24日
令和元年7月24日
令和元年11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

令和元年7月18日　　　　　　14:50

契教幼 第 13 号

園児用ワッペン作成

恵那市

エーナワッペンの作成2,500枚

1737
（株）ナカヤマ

岐阜県恵那市大井町614-2 落札     ￥171,250

2184
（有）清進堂

岐阜県恵那市大井町293-13      ￥347,500

2209
（有）マルマンスポーツ

岐阜県恵那市明智町      ￥698,000

2227
（有）アド･ループ

岐阜県恵那市大井町2695-37      ￥958,000

2703
（株）マルホ

岐阜県恵那市大井町224-20    ￥1,250,000

3249
（株）ゼロワンカンパニー

岐阜県恵那市東野172      ￥492,500

3696
絵描工房　サンアート

岐阜県恵那市山岡町久保原832 　　　辞退

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

令和元年7月24日
令和元年7月24日
令和元年9月30日


