
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 2年4月16日　　　　　　14:00

契総務 第 1 号

広報えな印刷業務

恵那市

広報えな5月号～翌年4月号の印刷。毎号19,000部、1部当たり：28ページ（4色
刷��り18ページ・2色刷り10ページ）、紙質：白色度70%以上のマットコート紙
（再生��紙使用）で厚さ四六判の70.0kg

1448
丸理印刷（株）

岐阜県瑞浪市学園台5-1-1 落札   ￥3,014,400

2007
（株）サン・ライン

岐阜県瑞浪市土岐町1022-3    ￥3,283,200

4831
（株）ソーゴー　瑞浪工場

岐阜県瑞浪市釜戸町681-1    ￥5,527,000

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

令和 2年4月22日
令和 2年4月22日
令和 3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 2年4月16日　　　　　　14:10

契医高 第 1 号

ひまわり送迎用福祉車両購入事業

恵那市

恵那市介護老人保健施設ひまわりの送迎用福祉車両の老朽化に伴う買い替え

1478
日産チェリー東濃販売（株）

岐阜県恵那市長島町中野1-11-3    ￥2,004,075

1618
（有）原モータース

岐阜県恵那市上矢作町4008-4 落札   ￥1,928,000

2293
（有）くるまの河田

岐阜県恵那市岩村町富田916-1 　　　辞退

3130
（有）恵那マツダ

岐阜県恵那市大井町737-2 　　　辞退

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

令和 2年4月22日
令和 2年4月22日
令和 2年7月22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 2年4月16日　　　　　　14:20

契上水 第 2 号

量水器単価契約（新品購入）その１

恵那市

量水器購入　直読式　φ13　N=932ヶ　φ20　N=737ヶ　φ25　N=53ヶ　φ30　
N=13ヶ φ40　N=5ヶ

874
柏原計器工業（株）

大阪府柏原市本郷5-3-28 　　　辞退

1093
東洋計器（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中川区澄池町16-14 落札   ￥3,664,150

1140
（株）ニッコク　名古屋支店

愛知県名古屋市北区彩紅橋通2-5    ￥3,895,920

1258
アズビル金門（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦2-14-19    ￥3,947,800

4170
愛知時計電機（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市熱田区千年1-2-70    ￥3,711,370

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

令和 2年4月22日
令和 2年4月22日
令和 3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 2年4月16日　　　　　　14:30

契上水 第 3 号

量水器単価契約（新品購入）その２

恵那市

量水器購入　直読式　φ50　N=4ヶ　φ75　N=1ヶ、　量水器購入　遠隔式　φ
13　N=11ヶ　φ20　N=5ヶ　φ25　N=1ヶ　φ30　N=4ヶ　φ40　N=18ヶ　φ50
　N=10ヶ　φ75　N=4ヶ

874
柏原計器工業（株）

大阪府柏原市本郷5-3-28 　　　辞退

1093
東洋計器（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中川区澄池町16-14 　　　辞退

1140
（株）ニッコク　名古屋支店

愛知県名古屋市北区彩紅橋通2-5    ￥2,828,500

1258
アズビル金門（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦2-14-19    ￥1,342,500

4170
愛知時計電機（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市熱田区千年1-2-70 落札   ￥1,330,600

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

令和 2年4月22日
令和 2年4月22日
令和 3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 2年4月16日　　　　　　14:40

契上水 第 4 号

量水器単価契約（改造）

恵那市

量水器改造　直読式φ13　N=1135ヶ、量水器改造　直読式φ20　N=1007ヶ

874
柏原計器工業（株）

大阪府柏原市本郷5-3-28 　　　辞退

1093
東洋計器（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中川区澄池町16-14 　　　辞退

1140
（株）ニッコク　名古屋支店

愛知県名古屋市北区彩紅橋通2-5    ￥3,981,050　　　辞退

1258
アズビル金門（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦2-14-19    ￥3,628,600　　　辞退

4170
愛知時計電機（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市熱田区千年1-2-70    ￥3,177,500　　　辞退

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

令和 2年4月22日
令和 2年4月22日
令和 3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 2年4月16日　　　　　　14:50

契上水 第 5 号

量水器単価契約（売却）

恵那市

量水器売却　直読式　φ13　N=1153ヶ　φ20　N=1323ヶ　φ25　N=54ヶ　φ30　N=32ヶ　φ40　N=
9ヶ　φ50　N=4ヶ　φ75　N=1ヶ、量水器売却　遠隔式　φ13　N=11ヶ　φ20　N=5ヶ　φ25　N=1
ヶ　φ30　N=4ヶ　φ40　N=18ヶ　φ50　N=10ヶ　φ75　N=4ヶ

874
柏原計器工業（株）

大阪府柏原市本郷5-3-28 　　　辞退

1093
東洋計器（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中川区澄池町16-14      ￥260,950

1140
（株）ニッコク　名古屋支店

愛知県名古屋市北区彩紅橋通2-5      ￥248,390

1258
アズビル金門（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦2-14-19       ￥41,209

4170
愛知時計電機（株）　名古屋支店

愛知県名古屋市熱田区千年1-2-70 落札     ￥620,340

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

令和 2年4月22日
令和 2年4月22日
令和 3年3月31日


