
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26日　　　　　　09:15

契農政 第 21 号
中山間総合整備事業構想策定業務(三郷・東野)
恵那市三郷町他

現地可能性調査168箇所、概略設計168箇所、資料作成1式

2
（株）北辰測量設計

岐阜県恵那市東野２４４７    ￥4,100,000

5
（株）地域コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家１０６７ー２５０    ￥4,150,000

14
（株）ユニオン　恵那営業所

岐阜県恵那市長島町正家字後田１０６７ー１８６    ￥4,000,000

37
大井調査設計（株）

岐阜県恵那市東野１２３６ー１    ￥4,100,000

246
（株）三進　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町中野４５８ー１５    ￥4,100,000

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 落札   ￥3,900,000

303
（有）東濃技研

岐阜県恵那市大井町舟山１１２０ー２６６    ￥4,100,000

435
（株）創信　恵那営業所

岐阜県恵那市岩村町２４３６ー１    ￥4,030,000



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9月26日　　　　　　09:15

契農政 第 21 号
中山間総合整備事業構想策定業務(三郷・東野)
恵那市三郷町他

現地可能性調査168箇所、概略設計168箇所、資料作成1式

581
（株）石田技術コンサルタンツ　恵那営業所

岐阜県恵那市長島町中野２９３番地４ 　　　辞退

753
（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番地 　　　辞退

944
（株）三栄コンサルタント　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町鍋山２―２４３    ￥4,100,000

1092
（有）大矢コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家字後田１０６７ー２６６    ￥4,150,000

1178
（有）恵那コンサルタント

岐阜県恵那市長島町永田７１６ー２１７    ￥4,000,000

1672
（株）イビソク　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町永田字中島３４８ー２２    ￥4,100,000

1690
アジア航測（株）恵那営業所

岐阜県恵那市大井町神ノ木２７１ー１４    ￥4,157,000

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    ￥4,157,000

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

令和元年10月2日
令和元年10月2日
令和 2年2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

令和元年9月26日　　　　　　14:00

契ま地 第 33 号
明智文化センタープロパンガス単価契約
恵那市明智文化センター

明智文化センターで使用するプロパンガスの単価契約

1923
杉山石油店

岐阜県恵那市明智町512 　　　辞退

2144
またほん

岐阜県恵那市明智町1862-5    ￥1,143,450

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 　　　辞退

3188
カク万商店

岐阜県恵那市明智町100-1    ￥1,270,500

3350
ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ　カツ川

岐阜県恵那市山岡町馬場山田1332-1-2 　　　辞退

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 落札   ￥1,089,000

4199
（株）ミヤケ

岐阜県恵那市串原4179-1 　　　辞退

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26日　　　　　　14:10

契教生 第 63 号
恵那文化ｾﾝﾀｰ等建物設備･衛生管理業務委託
長島町中野

常駐技術職員を1名配置し、電気、空調、給排水設備の衛生管理、空気環境測
定･水質検査、害虫防除、貯水槽清掃、昇降機設備等の点検整備を行う。

114
（株）技研サービス

岐阜県岐阜市宇佐南3-6-20   ￥18,150,000

117
サンエス（株）

岐阜県岐阜市茜部中島3-44   ￥18,600,000

329
岐阜コニックス（株）

岐阜県岐阜市金町6-21   ￥19,800,000

538
（株）キレー

岐阜県多治見市金岡町3-85   ￥19,890,000

728
（株）三和サービス

岐阜県岐阜市西鶉1-52   ￥18,600,000

1190
大和商事（株）

岐阜県羽島市舟橋町宮北1-63   ￥18,000,000

1513
恵北ビル管理（株）　

岐阜県中津川市手賀野263-11   ￥18,180,000

1615
（株）中日サンクリーン

岐阜県恵那市東野1377-1   ￥19,800,000



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9月26日　　　　　　14:10

契教生 第 63 号
恵那文化ｾﾝﾀｰ等建物設備･衛生管理業務委託
長島町中野

常駐技術職員を1名配置し、電気、空調、給排水設備の衛生管理、空気環境測
定･水質検査、害虫防除、貯水槽清掃、昇降機設備等の点検整備を行う。

1629
日本理化サービス（株）　岐阜営業所

岐阜県岐阜市岩地2-14-14 　　　辞退

1728
中日技研（株）

岐阜県岐阜市鏡島精華1-7-19   ￥18,090,000

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

2212
（株）ダイエイハービス

岐阜県下呂市金山町祖師野1000-10   ￥18,720,000

4188
東濃建物管理（株）

岐阜県可児市広見2-57   ￥18,500,000

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  ￥17,900,000

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


