
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10月24日　　　　　　09:20

契医高 第 116 号

福寿苑本館大規模改修工事設計業務委託

恵那市特別養護老人ホーム福寿苑

居室10床の増床、厨房の改修、リネン室・更衣室の増築、既設照明器具のLED
化、その他設備機器等の更新

73
（株）浦野設計　岐阜支社

岐阜県岐阜市須賀１ー７ー２３ 　　　辞退

89
（株）鈴木建築設計事務所　中津川事務所

岐阜県中津川市手賀野２９７ー３    ￥6,250,000

132
（株）サニー建築設計

岐阜県岐阜市西川手７ー６１    ￥5,970,000

215
（株）デザインボックス

岐阜県岐阜市日野南９ー１ー１０    ￥6,700,000

225
大建設計（株）

岐阜県岐阜市佐久間町２０    ￥7,070,000

226
司設計（株）

岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８ 落札   ￥5,200,000

416
（株）歩設計

岐阜県岐阜市黒野南３ー８０ 　　　辞退

1812
（有）小林建築設計事務所

岐阜県高山市西之一色３ー１７２８ー１    ￥6,300,000



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10月24日　　　　　　09:20

契医高 第 116 号

福寿苑本館大規模改修工事設計業務委託

恵那市特別養護老人ホーム福寿苑

居室10床の増床、厨房の改修、リネン室・更衣室の増築、既設照明器具のLED
化、その他設備機器等の更新

1959
（株）内藤建築事務所　名古屋事務所

愛知県名古屋市中区錦１ー７ー３２ 　　　辞退

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

令和元年10月30日
令和元年10月30日
令和 2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

令和元年10月24日　　　　　　09:25

契医地 第 42 号

市立恵那病院宿舎E棟建設工事設計業務委託

大井町市立恵那病院

建築設計業務（建築図・設計書作成、構造計算、設備設計、建築確認申請作成
、地盤調査）

655
（株）エイ・ケイ設計

岐阜県多治見市音羽町４ー４７ー５    ￥3,150,000

766
（株）中島重機土木　設計工房　中島

岐阜県恵那市明智町１０８５ー３    ￥3,150,000

1198
マヂス設計工房

岐阜県多治見市広小路４ー３９    ￥3,200,000

1276
（株）梶田設計

岐阜県瑞浪市南小田町３ー２    ￥3,100,000

1297
（有）エース設計

岐阜県多治見市小名田町小滝５番地の３７３    ￥3,200,000

1352
（株）熊谷設計

岐阜県多治見市上野町１丁目２６番地    ￥3,200,000

1369
（株）日比野建築デザイン

岐阜県多治見市前畑町３ー２６ 　　　辞退

1654
ＴＵＫＵＭＡ設計

岐阜県恵那市大井町２６９３ー７１９ 落札   ￥3,020,000



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10月24日　　　　　　09:25

契医地 第 42 号

市立恵那病院宿舎E棟建設工事設計業務委託

大井町市立恵那病院

建築設計業務（建築図・設計書作成、構造計算、設備設計、建築確認申請作成
、地盤調査）

1887
加地建築設計事務所

岐阜県中津川市付知町５７６３ー２    ￥3,050,000

4002
（有）山田一級建築設計事務所

岐阜県多治見市宝町１２ー５６    ￥3,170,000

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

令和元年10月30日
令和元年10月30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10月24日　　　　　　14:00

契総危 第 46 号

クライアントノートパソコン購入事業

恵那市本庁舎

ノートパソコン22台

7
（有）イソップ

岐阜県恵那市明智町1847-1    ￥3,537,600

1869
（有）ＴＥＳミツオカ

岐阜県恵那市長島町永田483-9 　　　辞退

3218
リコージャパン（株）　販売事業本部　岐阜支社　岐阜営
業部

岐阜県恵那市大井町2087-358    ￥3,062,400

3222
（株）トーノーセキュリティ　恵那支店

岐阜県恵那市長島町中野1183-10 　　　辞退

3226
Ｇ－ＴＥＣ（株）

岐阜県恵那市東野2632 　　　辞退

3422
（株）ホケンドー

岐阜県恵那市明智町1881-1-2 落札   ￥2,899,000

4091
中央電子光学（株）　東濃支店

岐阜県恵那市大井町土々ヶ根2628-9   ￥10,000,000

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

令和元年10月30日
令和元年10月30日
令和元年12月20日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

概　　要:

単位：円

記事業者名 第１回 第２回 第３回

令和元年10月24日　　　　　　14:10

契ま地 第 37 号

プロパンガス単価契約（飯地コミセン空調用）

飯地コミュニティセンター

飯地コミュニティセンターにて使用する空調用プロパンガスの単価契約。

中部プロパン（株）　恵那店
   ￥1,258,890

（株）高和
　　　辞退

ヤマモトエナジー販売（株）　
落札   ￥1,215,480

（株）東栄
　　　無効

ミライフ西日本（株）　恵那店
   ￥1,302,300

倉知本店
　　　辞退

（有）丸一小松屋商店
　　　辞退

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

令和元年10月30日
令和元年11月1日
令和 4年10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10月24日　　　　　　14:20

契医地 第 40 号

恵那病院建築基準法第12条定期点検等委託業務

市立恵那病院

建築基準法第12条による調査・検査・報告書作成業務

655
（株）エイ・ケイ設計

岐阜県多治見市音羽町４ー４７ー５ 　　　辞退

766
（株）中島重機土木　設計工房　中島

岐阜県恵那市明智町１０８５ー３ 　　　辞退

862
（株）波多野設計

岐阜県土岐市肥田浅野朝日町２ー３３ー２ 　　　辞退

1144
（株）光建築設計事務所

岐阜県中津川市小川町２ー８      ￥900,000

1198
マヂス設計工房

岐阜県多治見市広小路４ー３９ 　　　辞退

1276
（株）梶田設計

岐阜県瑞浪市南小田町３ー２ 　　　辞退

1297
（有）エース設計

岐阜県多治見市小名田町小滝５番地の３７３    ￥1,800,000

1352
（株）熊谷設計

岐阜県多治見市上野町１丁目２６番地 　　　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10月24日　　　　　　14:20

契医地 第 40 号

恵那病院建築基準法第12条定期点検等委託業務

市立恵那病院

建築基準法第12条による調査・検査・報告書作成業務

1369
（株）日比野建築デザイン

岐阜県多治見市前畑町３ー２６ 　　　辞退

1654
ＴＵＫＵＭＡ設計

岐阜県恵那市大井町２６９３ー７１９ 落札     ￥700,000

1751
石川一級建築設計室

岐阜県中津川市千旦林１９４ー６      ￥850,000

1887
加地建築設計事務所

岐阜県中津川市付知町５７６３ー２ 　　　辞退

3954
早川設計事務所

岐阜県中津川市福岡４１３番地２      ￥850,000

4002
（有）山田一級建築設計事務所

岐阜県多治見市宝町１２ー５６ 　　　辞退

4381
ＳＡＮ設計室

岐阜県中津川市付知町５０６６      ￥850,000

4496
（株）波多野建築設計事務所

岐阜県多治見市太平町３ー５６ 　　　辞退

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

令和元年10月30日
令和元年10月30日
令和元年12月26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10月24日　　　　　　14:30

契上病 第 53 号

国保上矢作病院12条定期調査報告業務委託

上矢作町3111番地２

建築基準法（S25法律第201号）第12条第１項に規定されている特定建築物の定
期調査報告に必要とされる報告書の作成

655
（株）エイ・ケイ設計

岐阜県多治見市音羽町４ー４７ー５ 　　　辞退

766
（株）中島重機土木　設計工房　中島

岐阜県恵那市明智町１０８５ー３ 　　　辞退

862
（株）波多野設計

岐阜県土岐市肥田浅野朝日町２ー３３ー２ 　　　欠席

1144
（株）光建築設計事務所

岐阜県中津川市小川町２ー８      ￥850,000

1198
マヂス設計工房

岐阜県多治見市広小路４ー３９ 　　　辞退

1276
（株）梶田設計

岐阜県瑞浪市南小田町３ー２ 　　　辞退

1297
（有）エース設計

岐阜県多治見市小名田町小滝５番地の３７３ 落札     ￥600,000

1352
（株）熊谷設計

岐阜県多治見市上野町１丁目２６番地 　　　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10月24日　　　　　　14:30

契上病 第 53 号

国保上矢作病院12条定期調査報告業務委託

上矢作町3111番地２

建築基準法（S25法律第201号）第12条第１項に規定されている特定建築物の定
期調査報告に必要とされる報告書の作成

1369
（株）日比野建築デザイン

岐阜県多治見市前畑町３ー２６ 　　　辞退

1654
ＴＵＫＵＭＡ設計

岐阜県恵那市大井町２６９３ー７１９      ￥750,000

1751
石川一級建築設計室

岐阜県中津川市千旦林１９４ー６      ￥780,000

1887
加地建築設計事務所

岐阜県中津川市付知町５７６３ー２ 　　　辞退

3954
早川設計事務所

岐阜県中津川市福岡４１３番地２      ￥700,000

4002
（有）山田一級建築設計事務所

岐阜県多治見市宝町１２ー５６ 　　　辞退

4381
ＳＡＮ設計室

岐阜県中津川市付知町５０６６      ￥750,000

4496
（株）波多野建築設計事務所

岐阜県多治見市太平町３ー５６ 　　　辞退

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

令和元年10月30日
令和元年10月30日
令和元年12月26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10月24日　　　　　　14:40

契上病 第 52 号

恵那市健診システム購入事業

恵那市

健診システム購入　上矢作病院２式　飯地診療所１式　三郷診療所１式　山岡
診療所１式　岩村診療所１式　地域医療課１式　

7
（有）イソップ

岐阜県恵那市明智町1847-1 　　　辞退

157
（株）メガ・トレンド

岐阜県中津川市千旦林189 　　　辞退

311
（株）電算システム

岐阜県岐阜市日置江1-58 　　　辞退

611
NECネクサソリューションズ（株）　中部支社

愛知県名古屋市中区錦1-17-1 　　　辞退

1383
（株）ブイ・アール・テクノセンター

岐阜県各務原市テクノプラザ1-1 　　　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 　　　辞退

1496
日本事務器（株）　中部支社

愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 　　　辞退

1583
タック（株）

岐阜県大垣市小野4-35-12 落札  ￥12,900,000



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10月24日　　　　　　14:40

契上病 第 52 号

恵那市健診システム購入事業

恵那市

健診システム購入　上矢作病院２式　飯地診療所１式　三郷診療所１式　山岡
診療所１式　岩村診療所１式　地域医療課１式　

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   ￥15,800,000

2063
共立コンピューターサービス（株）

岐阜県大垣市加賀野4-1-9   ￥14,000,000

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

令和元年10月30日
令和元年10月30日
令和 2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

令和元年10月24日　　　　　　15:00

契教総 第 58 号

小中学校FF式石油暖房機保守点検業務委託

市内小中学校

FF式石油暖房機保守点検　N=587台（小学校N=334台、中学校N=253台）

4137
（株）奥山水道設備工業

岐阜県恵那市大井町2194-34 落札   ￥3,111,100

4155
あんしんホームガス（株）

岐阜県恵那市明智町474-2    ￥3,522,000

4740
（有）恵南住宅設備

岐阜県恵那市明智町1641-1    ￥3,750,000

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

令和元年10月30日
令和元年10月30日
令和 2年1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10月24日　　　　　　15:10

契教生 第 62 号

恵那文化センター建物清掃業務委託

長島町長島町中野

・常駐業務員1名を配置し、恵那文化センター内外の日常清掃業務を行う。
　・大ホール関連施設の清掃を行う（1回の清掃につき清掃業務員1人工以上）

538
（株）キレー

岐阜県多治見市金岡町3-85   ￥15,732,000

1338
（株）美掃社

岐阜県多治見市三笠町3-48   ￥15,606,000

1407
メンテックス（株）

岐阜県多治見市大針町661-1 　　　辞退

1513
恵北ビル管理（株）　

岐阜県中津川市手賀野263-11   ￥15,360,000

1615
（株）中日サンクリーン

岐阜県恵那市東野1377-1   ￥14,964,000

1686
セキュリティ東海（株）

岐阜県多治見市明和町5-15-4   ￥15,732,000

2001
（有）愛岐東和警備

岐阜県多治見市上野町5-38-1 　　　辞退

2237
クリンネル多治見

岐阜県多治見市太平町5-25 　　　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10月24日　　　　　　15:10

契教生 第 62 号

恵那文化センター建物清掃業務委託

長島町長島町中野

・常駐業務員1名を配置し、恵那文化センター内外の日常清掃業務を行う。
　・大ホール関連施設の清掃を行う（1回の清掃につき清掃業務員1人工以上）

2299
（株）シンセン　多治見支店

岐阜県多治見市平和町8-56 落札  ￥13,705,200

4056
（株）名神　東濃営業所

岐阜県多治見市音羽町2-27-2 　　　辞退

4257
昭和建物管理（株）　東濃支店

岐阜県瑞浪市樽上町1-24   ￥16,005,000

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

令和元年10月30日
令和元年11月1日
令和 4年10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10月24日　　　　　　15:20

契教生 第 75 号

恵那文化センター　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰｼｽﾃﾑ購入

長島町恵那文化センター

レーザー１チップDLPプロジェクター　標準レンズ　プロジェクター置台　340
インチ可搬組立型スクリーン　HDMIケーブル　吊込用ワイヤー　プラダンケー
ス

1443
伊藤電機店

岐阜県恵那市東野1600-6 　　　辞退

1869
（有）ＴＥＳミツオカ

岐阜県恵那市長島町永田483-9 落札   ￥2,976,000

4091
中央電子光学（株）　東濃支店

岐阜県恵那市大井町土々ヶ根2628-9    ￥3,350,000

4154
ａｎｄ（株）　東濃営業所

岐阜県恵那市長島町中野449-13 　　　辞退

4167
（有）林電気通信工事

岐阜県恵那市長島町正家129-18    ￥3,679,500

4283
近藤電気工業（株）

岐阜県恵那市長島町正家343-1    ￥3,700,000

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

令和元年10月30日
令和元年10月30日
令和 2年3月3日




