
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 3年4月22日　　　　　　14:00

契総財 第 5 号

恵那市役所公用車購入事業

恵那市役所

乗用を目的とした7人乗りの自動車を購入する。

264
（有）カーエージェント中垣

岐阜県恵那市大井町2601-125 　　　辞退

1618
（有）原モータース

岐阜県恵那市上矢作町4008-4 　　　辞退

1897
岐阜トヨタ自動車（株）　恵那店

岐阜県恵那市大井町学頭1207-2 落札   ￥3,890,000

1934
恵那ダイハツ（株）

岐阜県恵那市大井町1210-1    ￥4,140,000

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

令和 3年4月28日
令和 3年4月28日
令和 3年7月2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 3年4月22日　　　　　　14:10

契上水 第 1 号

水道水質検査業務（単価契約）

恵那市

原水全項目29検体、浄水全項目31検体、その他項目621検体、検便20検体、検
体採水1式

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8 落札  ￥15,382,000

1687
（一財）中部公衆医学研究所

長野県飯田市高羽町6-2-2   ￥17,084,000

2088
（株）環境公害センター

愛知県名古屋市守山区花咲台2-201   ￥20,384,000

2916
環境未来（株）

長野県松本市大字和田4010-5   ￥16,111,000

3522
（一社）愛知県薬剤師会

愛知県名古屋市中区丸の内3-4-2   ￥17,994,800

3731
㈱環境保全コンサルタント

愛知県名古屋市西区名塚町1-105   ￥16,090,000

4049
（一財）岐阜県公衆衛生検査センター

岐阜県岐阜市曙町4-6   ￥16,434,000

4054
（株）エステム

愛知県名古屋市南区弥次ヱ町2-19-1 　　　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 3年4月22日　　　　　　14:10

契上水 第 1 号

水道水質検査業務（単価契約）

恵那市

原水全項目29検体、浄水全項目31検体、その他項目621検体、検便20検体、検
体採水1式

4067
（株）環境科学研究所　岐阜支店

岐阜県羽島市竹鼻町飯柄114-1   ￥16,650,000

4191
（一財）東海技術センター

愛知県名古屋市名東区猪子石2-710   ￥17,200,000

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

令和 3年4月28日
令和 3年4月28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 3年4月22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=350個　φ20　N=970個　φ25　N=50個　φ30　
N=10個　φ40　N=5個

874
柏原計器工業（株）

大阪府柏原市本郷5-3-28    ￥3,454,500

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    ￥3,244,350

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    ￥3,421,400

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 落札   ￥3,228,850

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    ￥3,465,500

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

令和 3年4月28日
令和 3年4月28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 3年4月22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=1個　φ75　N=1個　遠隔式　φ13　N=2個　φ2
0　N=2個　φ25　N=1個　φ30　N=1個　φ40　N=7個　φ50　N=7個　φ75　N=
1個

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      ￥702,400

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    ￥1,272,500

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      ￥669,500

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     ￥575,400

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

令和 3年4月28日
令和 3年4月28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 3年4月22日　　　　　　14:40

契上水 第 6 号

量水器単価契約（売却）

恵那市

量水器売却　直読式　N=一式　遠隔式　N=一式

874
柏原計器工業（株）

大阪府柏原市本郷5-3-28 落札     ￥722,410

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      ￥353,550

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      ￥264,260

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      ￥320,990

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      ￥653,450

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

令和 3年4月28日
令和 3年4月28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 3年4月22日　　　　　　14:50

契上水 第 5 号

量水器単価契約（改造）その２

恵那市

量水器購入　直読式　回転式　φ13　N=1100個　φ20　N=40個

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    ￥1,844,000

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   ￥1,527,000

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

令和 3年4月28日
令和 3年4月28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 3年4月22日　　　　　　15:00

契水環 第 17 号

使用薬品（消石灰）単価契約

長島町エコセンター恵那

消石灰特号の1㎏の単価の設定。予定発注数量：30,000㎏、1回発注量：5,000
㎏、発注回数：6回、搬入方法：タンクローリー

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4 落札   ￥1,140,000

1592
（有）林商店

岐阜県恵那市長島町永田443-9    ￥1,170,000

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

令和 3年4月28日
令和 3年4月28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 3年4月22日　　　　　　15:10

契水環 第 18 号

使用薬品（粉末活性炭）単価契約

長島町エコセンター恵那

粉末活性炭（梅蜂DC-BS）発注回数：4回、予定発注数量：6,000㎏、1回発注量
：1,500㎏、搬入方法：タンクローリー

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4 落札     ￥816,000

987
木全化学（株）

岐阜県多治見市錦町3-5-2    ￥2,100,000

1188
伊勢久（株）　多治見営業所

岐阜県多治見市平和町4-48-8    ￥1,860,000

1287
（株）黒田商事　岐阜営業所

岐阜県中津川市神坂3506-84 　　　辞退

2179
朝日ろ過材（株）

岐阜県土岐市肥田浅野双葉町1-1-1      ￥930,000

4190
中部クリーン（株）　中津川営業所

岐阜県中津川市栄町2-8    ￥1,620,000

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

令和 3年4月28日
令和 3年4月28日
令和 4年3月31日


