
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11月26日　　　　　　09:10

契建設 第 155 号

工第162号笠置線（その1）道路災害復旧工事

笠置町姫栗

復旧延長　L=19.0m　W=5.7m～5.9m��山留工　大型かご積工　L=19.0m　H=3.0
～5.0m　A=69㎡��植生シート工　A=120㎡　大型土のう積工　N=15袋

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    10,620,500 円

     9,655,000 円

12
（有）樋田建設

岐阜県恵那市長島町久須見１３０７番地の７    ￥9,560,000

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５ 　　　辞退

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 　　　辞退

203
（株）マルト建設

岐阜県恵那市飯地町２７４    ￥9,640,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５    ￥9,560,000

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１    ￥9,420,000

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 落札   ￥9,200,000

1310
かね大建設（株）

岐阜県恵那市飯地町１６７１ー３    ￥9,600,000

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

令和 2年12月4日
令和 2年12月4日
令和 3年3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 2年11月26日　　　　　　09:15

契建設 第 156 号

工第163号笠置線（その2）道路災害復旧工事

笠置町姫栗

復旧延長　L=16.0m　W=5.5～5.6m��山留工　大型かご積工　L=16.0m　H=3.0～
5.0m　A=68㎡��植生シート工　A=30㎡　大型土のう積工　N=17袋　排水管布設
工　L=13m

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     9,271,900 円

     8,429,000 円

12
（有）樋田建設

岐阜県恵那市長島町久須見１３０７番地の７    ￥8,300,000

203
（株）マルト建設

岐阜県恵那市飯地町２７４    ￥8,420,000

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１    ￥8,150,000

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３ 落札   ￥8,000,000

1310
かね大建設（株）

岐阜県恵那市飯地町１６７１ー３    ￥8,400,000

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

令和 2年12月4日
令和 2年12月4日
令和 3年3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 2年11月26日　　　　　　09:20

契建設 第 157 号

工第164号笠置町41号線道路災害復旧工事

笠置町姫栗

復旧延長　L=23.3m　大型ブロック積工　L=21.0m　A=145㎡��小口止工N=2箇所
　雑工（取付工）N=2箇所　舗装工　A=64㎡　��仮設道路　L=40m　大型土のう
積工　N=78袋

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    26,959,900 円

             0 円

12
（有）樋田建設

岐阜県恵那市長島町久須見１３０７番地の７ 　　　辞退

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５ 　　　辞退

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 　　　辞退

203
（株）マルト建設

岐阜県恵那市飯地町２７４   ￥24,400,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５   ￥24,300,000

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１   ￥24,290,000

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３   ￥24,400,000

1310
かね大建設（株）

岐阜県恵那市飯地町１６７１ー３ 落札  ￥24,000,000

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

令和 2年12月4日
令和 2年12月4日
令和 3年3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 2年11月26日　　　　　　09:25

契建設 第 158 号

工第168号笠置町89号線道路災害復旧工事

笠置町毛呂窪

復旧延長L=39.1m W=4.6～6.5m　法面工A=380m2　路側工練ブロック積工L=37.6
m SL0.8～1.9m A=46m2　舗装工A=152m2　防護柵工L=40m　排水施設工L=19m　
撤去工N=1式

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    29,529,500 円

    26,845,000 円

12
（有）樋田建設

岐阜県恵那市長島町久須見１３０７番地の７ 　　　辞退

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５ 　　　辞退

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 　　　辞退

203
（株）マルト建設

岐阜県恵那市飯地町２７４ 落札  ￥26,300,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５   ￥26,600,000

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１   ￥26,600,000

1146
（株）柘植建設

岐阜県恵那市飯地町２８４３   ￥26,600,000

1310
かね大建設（株）

岐阜県恵那市飯地町１６７１ー３   ￥26,580,000

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

令和 2年12月4日
令和 2年12月4日
令和 3年3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 2年11月26日　　　　　　09:30

契建設 第 159 号

工第161号岩村町11号線道路災害復旧工事

岩村町飯羽間

復旧延長L=20.2m W=4.1m　路側工 大型ブロック積工L=19.6m SL=6.7～7.2m A=
128m2　防護柵工L=26m　舗装工A=80m2　仮締切排水工L=83m　仮設道路L=27m

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    38,463,700 円

    34,967,000 円

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５ 　　　辞退

47
（株）中神工務店

岐阜県恵那市長島町正家３丁目１２ー１ 　　　辞退

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥34,630,000

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１   ￥34,650,000

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１   ￥34,600,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１ 　　　辞退

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５ 　　　辞退

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札  ￥34,500,000



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 2年11月26日　　　　　　09:30

契建設 第 159 号

工第161号岩村町11号線道路災害復旧工事

岩村町飯羽間

復旧延長L=20.2m W=4.1m　路側工 大型ブロック積工L=19.6m SL=6.7～7.2m A=
128m2　防護柵工L=26m　舗装工A=80m2　仮締切排水工L=83m　仮設道路L=27m

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    38,463,700 円

    34,967,000 円

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 　　　辞退

1441
（有）共和土木

岐阜県恵那市上矢作町１２８２ 　　　辞退

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 　　　辞退

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３   ￥34,700,000

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

令和 2年12月4日
令和 2年12月4日
令和 3年3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 2年11月26日　　　　　　09:35

契建設 第 169 号

工第169号長島町349号線道路災害復旧工事

長島町正家

復旧延長　L=206.5ｍ　W=5.5ｍ～9.3ｍ　舗装工　A=1420ｍ2　取壊し工　N=1
式

工事種別: ほ装

予定価格:

入札書比較価格:

     9,973,700 円

     9,067,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札   ￥8,610,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５    ￥9,000,000

1120
（株）近藤工務店

岐阜県恵那市中野方町２３８５ー１    ￥8,900,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５    ￥8,940,000

1651
（株）雅喜組

岐阜県恵那市大井町２６９５ー２３５    ￥8,880,000

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

令和 2年12月4日
令和 2年12月4日
令和 3年3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 2年11月26日　　　　　　09:40

契建設 第 170 号

工第26号　紺屋川他6箇所河川災害復旧工事

三郷町

【紺屋川】L=10.5ｍ　【赤坂川①】L=13.0ｍ　【赤坂川②】L=15.5ｍ　【上平
川①】L=9.6ｍ��【上平川②】L=37.8ｍ　【三郷町68号線】L=6.0ｍ　【三郷町
58号線】L=6.0ｍ

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    22,917,400 円

    20,834,000 円

12
（有）樋田建設

岐阜県恵那市長島町久須見１３０７番地の７ 　　　辞退

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５   ￥20,800,000

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５ 　　　辞退

47
（株）中神工務店

岐阜県恵那市長島町正家３丁目１２ー１ 　　　辞退

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４ 落札  ￥19,790,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５   ￥20,700,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥20,530,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１   ￥20,650,000



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 2年11月26日　　　　　　09:40

契建設 第 170 号

工第26号　紺屋川他6箇所河川災害復旧工事

三郷町

【紺屋川】L=10.5ｍ　【赤坂川①】L=13.0ｍ　【赤坂川②】L=15.5ｍ　【上平
川①】L=9.6ｍ��【上平川②】L=37.8ｍ　【三郷町68号線】L=6.0ｍ　【三郷町
58号線】L=6.0ｍ

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    22,917,400 円

    20,834,000 円

2155
（有）躍進

岐阜県恵那市長島町久須見１３０６ー３０ 　　　辞退

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

令和 2年12月4日
令和 2年12月4日
令和 3年3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 2年11月26日　　　　　　09:45

契建設 第 171 号

工第27号四谷川河川災害復旧工事

武並町竹折

復旧延長　L=48.8m　護岸工　練ブロック積工　左岸L=48.2ｍ　SL=2.8ｍ　A=1
37ｍ2小口止工　N=2箇所�雑工(すりつけ工）N=2箇所　�仮設工　掛樋工（Φ60
0）L=53m仮設道路（敷鉄板L=85m　盛土L=6ｍ）

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    13,120,800 円

    11,928,000 円

12
（有）樋田建設

岐阜県恵那市長島町久須見１３０７番地の７ 　　　辞退

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５ 　　　辞退

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５ 　　　辞退

47
（株）中神工務店

岐阜県恵那市長島町正家３丁目１２ー１   ￥11,830,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥11,820,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５   ￥11,800,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥11,810,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 落札  ￥11,650,000



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 2年11月26日　　　　　　09:45

契建設 第 171 号

工第27号四谷川河川災害復旧工事

武並町竹折

復旧延長　L=48.8m　護岸工　練ブロック積工　左岸L=48.2ｍ　SL=2.8ｍ　A=1
37ｍ2小口止工　N=2箇所�雑工(すりつけ工）N=2箇所　�仮設工　掛樋工（Φ60
0）L=53m仮設道路（敷鉄板L=85m　盛土L=6ｍ）

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    13,120,800 円

    11,928,000 円

2155
（有）躍進

岐阜県恵那市長島町久須見１３０６ー３０ 　　　辞退

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

令和 2年12月4日
令和 2年12月4日
令和 3年3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 2年11月26日　　　　　　09:50

契建設 第 172 号

工第251号沖の洞川他4箇所災害復旧工事

武並町藤

練ブロック積工①.251_沖の洞川_L=64.3ｍA=154②.31_権現川_L=12.6mA=39③.
32_武並町30号線_L=7.0ｍA=24④.160_権現川2_L=10.1ｍA=22⑤.167_武並町6号
線_L=9.7ｍA=28

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    28,130,300 円

    25,573,000 円

12
（有）樋田建設

岐阜県恵那市長島町久須見１３０７番地の７ 　　　辞退

39
田口建設（株）

岐阜県恵那市長島町久須見１７９５ 　　　辞退

45
（株）田本建設

岐阜県恵那市大井町５５１ー１５ 　　　辞退

47
（株）中神工務店

岐阜県恵那市長島町正家３丁目１２ー１   ￥25,350,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥25,320,000

662
（株）イソベ

岐阜県恵那市大井町２００６ー５   ￥25,400,000

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５   ￥25,320,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 落札  ￥24,980,000



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 2年11月26日　　　　　　09:50

契建設 第 172 号

工第251号沖の洞川他4箇所災害復旧工事

武並町藤

練ブロック積工①.251_沖の洞川_L=64.3ｍA=154②.31_権現川_L=12.6mA=39③.
32_武並町30号線_L=7.0ｍA=24④.160_権現川2_L=10.1ｍA=22⑤.167_武並町6号
線_L=9.7ｍA=28

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    28,130,300 円

    25,573,000 円

2155
（有）躍進

岐阜県恵那市長島町久須見１３０６ー３０ 　　　辞退

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

令和 2年12月4日
令和 2年12月4日
令和 3年3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 2年11月26日　　　　　　09:55

契建設 第 173 号

工第151～153号浮坪川河川災害復旧工事

山岡町

【浮坪川①】復旧延長L=7.0m 練ブロック積工A=20ｍ2 【浮坪川②】復旧延長L
=6.9m 練ブロック積工A=14ｍ2 【浮坪川③】復旧延長L=10.0m 練ブロック積工
A=22ｍ2

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

     9,366,500 円

     8,515,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１    ￥8,400,000

239
（株）川村工務店

岐阜県恵那市明智町１２２９ー１ 　　　辞退

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１    ￥8,400,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１ 　　　辞退

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札   ￥8,350,000

1441
（有）共和土木

岐阜県恵那市上矢作町１２８２ 　　　辞退

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３    ￥8,500,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１ 　　　辞退

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

令和 2年12月4日
令和 2年12月4日
令和 3年3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 2年11月26日　　　　　　10:00

契建設 第 174 号

工第155号大坪川2他3箇所災害復旧工事

山岡町原

大坪川2L=36.0mﾌﾞﾛｯｸ積A=100m2根固ﾌﾞﾛｯｸN=8個　山脇川L=15.0mﾌﾞﾛｯｸ積A=46m2
　大坪川1L=12.6mﾌﾞﾛｯｸ積A=16m2　山岡町270号線L=5.0mﾌﾞﾛｯｸ積A=16m2

工事種別: 土木一式

予定価格:

入札書比較価格:

    25,009,600 円

    22,736,000 円

176
（株）加藤土建

岐阜県恵那市明智町大田１２６０ー１   ￥22,500,000

239
（株）川村工務店

岐阜県恵那市明智町１２２９ー１ 　　　辞退

342
（株）堀井工務店

岐阜県恵那市上矢作町７７２ー１   ￥22,500,000

620
（株）矢野土木

岐阜県恵那市上矢作町５９６ー１ 　　　辞退

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 落札  ￥22,300,000

1441
（有）共和土木

岐阜県恵那市上矢作町１２８２ 　　　辞退

2251
（株）双立

岐阜県恵那市上矢作町３７８１ー３   ￥22,700,000

2253
（有）杉建設

岐阜県恵那市明智町１６９１ー１ 　　　辞退

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

令和 2年12月4日
令和 2年12月4日
令和 3年3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 2年11月26日　　　　　　14:00

契建設 第 182 号

凍結防止剤購入事業単価契約（国外製造品）

恵那市

凍結防止剤（塩化カルシウム）国外製造品　100,000ｋｇ

496
中央紙運輸（株）

岐阜県中津川市千旦林224-1    ￥5,600,000

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4 　　　無効

1287
（株）黒田商事　岐阜営業所

岐阜県中津川市神坂3506-84 落札   ￥4,100,000

1639
（株）ヤマス

岐阜県土岐市御幸町2-31    ￥5,300,000

3148
篠田（株）　東濃営業所

岐阜県中津川市茄子川字中垣外1683-1767 　　　辞退

3190
東美濃農業協同組合

岐阜県中津川市茄子川1646-19 　　　辞退

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    ￥5,700,000

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

令和 2年12月2日
令和 2年12月2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11月26日　　　　　　14:10

契建設 第 183 号

凍結防止剤購入事業単価契約（国内製造品）

恵那市

凍結防止剤（塩化カルシウム）国内製造品　200,000ｋｇ

496
中央紙運輸（株）

岐阜県中津川市千旦林224-1   ￥12,000,000

657
（株）総合保健センター

岐阜県可児市川合136-8   ￥16,000,000

835
カネ九商事（株）

岐阜県恵那市大井町字学頭1202-4   ￥11,720,000

904
（株）イビコーポレーション

岐阜県大垣市神田町2-75   ￥12,120,000

1287
（株）黒田商事　岐阜営業所

岐阜県中津川市神坂3506-84 落札  ￥11,080,000

1639
（株）ヤマス

岐阜県土岐市御幸町2-31   ￥11,800,000

1680
（株）山正　可児営業所

岐阜県可児市川合345-1 　　　辞退

1948
（株）ケミック

岐阜県岐阜市玉井町5 　　　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 2年11月26日　　　　　　14:10

契建設 第 183 号

凍結防止剤購入事業単価契約（国内製造品）

恵那市

凍結防止剤（塩化カルシウム）国内製造品　200,000ｋｇ

3148
篠田（株）　東濃営業所

岐阜県中津川市茄子川字中垣外1683-1767 　　　辞退

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   ￥12,000,000

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

令和 2年12月2日
令和 2年12月2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11月26日　　　　　　14:20

契教ス 第 74 号

第76回国体大会記念品入れバック作成

武並町

トートバックを1100個作成し、大会関係者に記念品及びプログラムを入れ配布

1855
スポーツショップニシオ

岐阜県恵那市岩村町798      ￥979,000

2209
（有）マルマンスポーツ

岐阜県恵那市明智町 落札     ￥954,000

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

令和 2年12月2日
令和 2年12月2日
令和 3年1月20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11月26日　　　　　　14:30

契医地 第 44 号

恵那病院硬性鏡セット購入事業

市立恵那病院

恵那病院硬性鏡セットの購入

647
（株）ワキタ商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南1-6-12    ￥3,650,000

1282
（株）名古屋医理科商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀2-3-29    ￥3,650,000

1569
（株）フォーム　岐阜支店

岐阜県岐阜市木ノ下町5-16    ￥3,655,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥3,650,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥3,655,000

1924
（有）エムサービス

愛知県名古屋市東区大幸1-10-39    ￥3,655,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥3,653,000

2238
（株）八神製作所　多治見営業所

岐阜県多治見市太平町5-15-1 落札   ￥3,630,000

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

令和 2年12月2日
令和 2年12月2日
令和 3年3月12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11月26日　　　　　　14:40

契医地 第 45 号

恵那病院超音波凝固切開装置購入事業

市立恵那病院

恵那病院の超音波凝固切開装置を購入

647
（株）ワキタ商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市薮田南1-6-12    ￥3,015,000

1282
（株）名古屋医理科商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀2-3-29    ￥3,010,000

1569
（株）フォーム　岐阜支店

岐阜県岐阜市木ノ下町5-16    ￥3,018,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥3,020,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥3,020,000

1924
（有）エムサービス

愛知県名古屋市東区大幸1-10-39    ￥3,020,500

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥3,020,500

2238
（株）八神製作所　多治見営業所

岐阜県多治見市太平町5-15-1 落札   ￥3,000,000

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

令和 2年12月2日
令和 2年12月2日
令和 3年3月12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11月26日　　　　　　14:50

契医地 第 47 号

恵那病院嚥下検査ビデオスコープ購入事業

市立恵那病院

購入から14年経過しており老朽化もあるため嚥下検査ビデオスコープを購入

1282
（株）名古屋医理科商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀2-3-29 落札   ￥3,830,000

1569
（株）フォーム　岐阜支店

岐阜県岐阜市木ノ下町5-16    ￥3,860,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥3,865,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥3,850,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥3,863,000

2168
コニカミノルタジャパン（株）　ヘルスケアカンパニー岐
阜営業所

岐阜県岐阜市金町5-25 　　　辞退

2238
（株）八神製作所　多治見営業所

岐阜県多治見市太平町5-15-1    ￥3,878,000

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

令和 2年12月2日
令和 2年12月2日
令和 3年3月12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11月26日　　　　　　15:00

契医地 第 48 号

恵那病院オージオメータ購入事業

市立恵那病院

現機種が購入から15年経過しており、機器の老朽化がみられるため。

1282
（株）名古屋医理科商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀2-3-29    ￥1,396,500

1569
（株）フォーム　岐阜支店

岐阜県岐阜市木ノ下町5-16    ￥1,396,500

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥1,396,500

1675
（株）スズケン　多治見支店

岐阜県多治見市赤坂町8-175-2    ￥1,396,500

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1 落札   ￥1,395,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥1,396,800

2168
コニカミノルタジャパン（株）　ヘルスケアカンパニー岐
阜営業所

岐阜県岐阜市金町5-25 　　　辞退

2238
（株）八神製作所　多治見営業所

岐阜県多治見市太平町5-15-1    ￥1,396,000

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

令和 2年12月2日
令和 2年12月2日
令和 3年3月12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11月26日　　　　　　15:10

契医地 第 49 号

恵那病院一般撮影装置フラットパネル購入事業

市立恵那病院

一般撮影装置フラットパネルの購入

1282
（株）名古屋医理科商会　岐阜営業所

岐阜県岐阜市須賀2-3-29    ￥2,660,000

1569
（株）フォーム　岐阜支店

岐阜県岐阜市木ノ下町5-16    ￥2,660,000

1579
（株）恵那医科

岐阜県中津川市茄子川1683-639    ￥2,660,000

1675
（株）スズケン　多治見支店

岐阜県多治見市赤坂町8-175-2    ￥2,665,000

1772
井上精機（株）

岐阜県岐阜市玉宮町1-11-1    ￥2,665,000

1986
ホープ産業（株）

岐阜県岐阜市金園町10-24    ￥2,665,000

2238
（株）八神製作所　多治見営業所

岐阜県多治見市太平町5-15-1 落札   ￥2,650,000

3300
中部放射線検査（株）

岐阜県各務原市大野町3-24-1 　　　辞退

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

令和 2年12月2日
令和 2年12月2日
令和 3年3月12日


