
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9月12日　　　　　　14:00

契教学 第 43 号
学校用サーバおよび校務用PC端末環境更新事業
恵那市

市内小中学校教職員用校務系パソコン(480台)・サーバーのOSサポート期限終
了（2020年1月）に伴うパソコン・サーバー更新

7
（有）イソップ

岐阜県恵那市明智町1847-1 　　　辞退

311
（株）電算システム

岐阜県岐阜市日置江1-58 　　　辞退

1405
（特非）東濃情報ネットワーク

岐阜県多治見市新町1-23 落札  ￥79,500,000

1667
（株）エフワン

岐阜県岐阜市吉野町3-8 　　　辞退

2049
（株）インフォファーム

岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-8-4 　　　辞退

2120
（株）ハイパーブレイン　岐阜支社

岐阜県岐阜市早田本町3-62 　　　辞退

3226
Ｇ－ＴＥＣ（株）

岐阜県恵那市東野2632   ￥81,500,000

4073
（株）トーエネック　多治見営業所

岐阜県多治見市生田町3-61 　　　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9月12日　　　　　　14:00

契教学 第 43 号
学校用サーバおよび校務用PC端末環境更新事業
恵那市

市内小中学校教職員用校務系パソコン(480台)・サーバーのOSサポート期限終
了（2020年1月）に伴うパソコン・サーバー更新

4121
西日本電信電話（株）　岐阜支店

岐阜県岐阜市北島2-3-1 　　　辞退

4310
中部事務機（株）　多治見営業所

岐阜県多治見市前畑町2-13   ￥84,800,000

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

令和元年9月18日
令和元年9月18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9月12日　　　　　　14:10

契恵給 第 46 号
岩村学校給食センタープロパンガスの単価契約
岩村町岩村学校給食センター

岩村学校給食センタープロパンガスの購入

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      ￥888,750

1707
ヤマモトエナジー販売（株）　

岐阜県恵那市大井町1213-1      ￥900,000

2219
山丸屋商店

岐阜県恵那市岩村町1575-2 落札     ￥855,000

2276
ライフエナジー山岡（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向453-3      ￥877,500

2718
鈴一物産（株）　岩村営業所

岐阜県恵那市岩村町736-1      ￥900,000

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11      ￥900,000

3174
瀬戸石油店

岐阜県恵那市岩村町68-3      ￥877,500

3188
カク万商店

岐阜県恵那市明智町100-1 　　　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9月12日　　　　　　14:10

契恵給 第 46 号
岩村学校給食センタープロパンガスの単価契約
岩村町岩村学校給食センター

岩村学校給食センタープロパンガスの購入

3769
大島商店

岐阜県恵那市山岡町原829 　　　辞退

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2      ￥859,500

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

令和元年9月18日
令和元年10月1日
令和 4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9月12日　　　　　　14:20

契教学 第 54 号
大井第二小学校プロパンガス単価契約
大井第二小学校

大井第二小学校プロパンガス単価契約（バルクタンク）

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      ￥722,160

1707
ヤマモトエナジー販売（株）　

岐阜県恵那市大井町1213-1      ￥685,440

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19      ￥685,440

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11 落札     ￥660,960

3188
カク万商店

岐阜県恵那市明智町100-1 　　　辞退

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2      ￥665,856

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

令和元年10月1日
令和元年10月1日
令和 4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

令和元年9月12日　　　　　　14:30

契教学 第 55 号
恵那東中学校プロパンガス単価契約
恵那東中学校

恵那東中学校プロパンガス単価契約（バルクタンク）

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      ￥552,240

1707
ヤマモトエナジー販売（株）　

岐阜県恵那市大井町1213-1      ￥561,600

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19      ￥561,600

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11 落札     ￥542,880

3188
カク万商店

岐阜県恵那市明智町100-1 　　　辞退

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2      ￥546,624

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

令和元年10月1日
令和元年10月1日
令和 4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

令和元年9月12日　　　　　　14:40

契教学 第 56 号
武並小学校プロパンガス単価契約
武並小学校

武並小学校プロパンガス単価契約（バルクタンク）

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 落札   ￥1,331,640

1707
ヤマモトエナジー販売（株）　

岐阜県恵那市大井町1213-1    ￥1,380,960

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19    ￥1,430,280

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11    ￥1,479,600

3188
カク万商店

岐阜県恵那市明智町100-1 　　　辞退

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2    ￥1,341,504

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

令和元年10月1日
令和元年10月1日
令和 4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

令和元年9月12日　　　　　　14:50

契教学 第 57 号
山岡小学校プロパンガス単価契約
山岡小学校

山岡小学校プロパンガス単価契約（バルクタンク）

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      ￥961,200

1707
ヤマモトエナジー販売（株）　

岐阜県恵那市大井町1213-1      ￥961,200

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19      ￥961,200

1923
杉山石油店

岐阜県恵那市明智町512 　　　辞退

2276
ライフエナジー山岡（株）

岐阜県恵那市山岡町下手向453-3 落札     ￥929,160

2718
鈴一物産（株）　岩村営業所

岐阜県恵那市岩村町736-1    ￥1,057,320

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11      ￥961,200

3188
カク万商店

岐阜県恵那市明智町100-1 　　　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9月12日　　　　　　14:50

契教学 第 57 号
山岡小学校プロパンガス単価契約
山岡小学校

山岡小学校プロパンガス単価契約（バルクタンク）

3769
大島商店

岐阜県恵那市山岡町原829 　　　辞退

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2      ￥935,568

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

令和元年10月1日
令和元年10月1日
令和 4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

令和元年9月12日　　　　　　15:00

契教学 第 58 号
明智小学校プロパンガス単価契約
明智小学校

明智小学校プロパンガス単価契約（バルクタンク）

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      ￥817,740

1707
ヤマモトエナジー販売（株）　

岐阜県恵那市大井町1213-1 落札     ￥748,440

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19      ￥790,020

1923
杉山石油店

岐阜県恵那市明智町512 　　　辞退

2718
鈴一物産（株）　岩村営業所

岐阜県恵那市岩村町736-1      ￥914,760

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11      ￥831,600

3188
カク万商店

岐阜県恵那市明智町100-1 　　　辞退

3769
大島商店

岐阜県恵那市山岡町原829 　　　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9月12日　　　　　　15:00

契教学 第 58 号
明智小学校プロパンガス単価契約
明智小学校

明智小学校プロパンガス単価契約（バルクタンク）

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2      ￥753,984

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

令和元年10月1日
令和元年10月1日
令和 4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

令和元年9月12日　　　　　　15:10

契教学 第 59 号
東野小学校プロパンガス単価契約
東野小学校

東野小学校　①校舎②空調（バルクタンク）プロパンガス単価契約

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      ￥534,600

1707
ヤマモトエナジー販売（株）　

岐阜県恵那市大井町1213-1      ￥540,000

1885
（株）東栄

岐阜県恵那市大井町667-19 落札     ￥509,760

2908
ミライフ西日本（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町2540-11      ￥552,960

3188
カク万商店

岐阜県恵那市明智町100-1 　　　辞退

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2      ￥530,280

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

令和元年10月1日
令和元年10月1日
令和 4年9月30日


