入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

35,834,650 株式会社モリタ 長野出張所

契約方法
一般競争入札

2019000280 災害対応特殊消防ポンプ自動車(ＣＤ－Ⅰ型)

令和元年06月14日

2019000645 ビバメイトG5

令和元年06月18日

1,222,387 株式会社滝沢歯科器械店 長野営業所

指名競争入札

2019000837 軽貨物自動車（水道整備課）

令和元年06月17日

1,300,580 株式会社長野ダイハツモータース 特販課

指名競争入札

2019000838 軽貨物自動車（浄水課）

令和元年06月17日

1,285,233 株式会社長野ダイハツモータース 特販課

指名競争入札

令和元年06月17日

7,776,000 株式会社アイホー 長野営業所

一者随契

2019001091 トラクター

令和元年06月14日

4,860,000 ミツワヤンマー株式会社

指名競争入札

2019001213 投票用紙の印刷

令和元年06月13日

1,167,037 蔦友印刷株式会社

指名競争入札

2019001218 長野市土地利用規制図の印刷

令和元年06月13日

1,742,400 株式会社中央ジオマチックス 長野営業所

指名競争入札

2019001251 ガススチームオーブン

令和元年06月13日

1,992,600 株式会社中西製作所 長野営業所

指名競争入札

2019001259 小型貨物自動車（水道維持課）

令和元年06月18日

2,026,463 トヨタカローラ長野株式会社 法人営業部

指名競争入札

2019001442 小型貨物自動車（西）

令和元年06月19日

1,615,968 トヨタカローラ長野株式会社 法人営業部

指名競争入札

2019001504 除雪機

令和元年06月19日

2019001545 国補 除雪ドーザ ８ｔ級（その１）

令和元年06月14日

10,890,000 日本キャタピラー合同会社 長野営業所

指名競争入札

2019001549 国補 除雪ドーザ ８ｔ級（その２）

令和元年06月14日

10,890,000 日本キャタピラー合同会社 長野営業所

指名競争入札

2019001564 国補 除雪ドーザ ８ｔ級（その３）

令和元年06月14日

10,890,000 日本キャタピラー合同会社 長野営業所

指名競争入札

2019000963

天吊式コンテナ消毒装置専用コンテナ 第二
学校給食センター

817,776 株式会社豊野ホンダ
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指名競争入札

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019001606 消防局 活動服

令和元年06月14日

4,313,952 株式会社小林ポンプ防災

指名競争入札

2019001614 消防局 救急服等（夏用を除く）

令和元年06月17日

1,314,792 株式会社コウサカ

指名競争入札

2019001620 東部浄化センター反応槽蓋

令和元年06月17日

6,026,400 株式会社奥山工機

指名競争入札

2019001635 デザート庫・牛乳保冷庫

令和元年06月12日

2,235,600 株式会社ミタカ 長野営業所

指名競争入札

2019001644 消防局 編上靴（防水）

令和元年06月13日

1,259,064 ミドリ安全長野株式会社

指名競争入札

2019001668 消防局 救助服

令和元年06月14日

971,136 株式会社小林ポンプ防災

指名競争入札

2019001674 消防局 消防用手袋

令和元年06月18日

928,130 株式会社ナショナル防災

指名競争入札

2019001683 消防局 防寒服

令和元年06月18日

918,000 株式会社西條被服

指名競争入札

2019001691 芹田総合市民センター 音響反射板

令和元年06月18日

1,000,000 株式会社ヒオキ楽器

指名競争入札

2019001852 貯蔵量水器（上水３）

令和元年06月17日

1,573,560 昭和企業株式会社 長野支店

指名競争入札

2019001894 芹田総合市民センター 移動式ステージ

令和元年06月14日

892,080 株式会社中屋スポーツ

指名競争入札

2019001911 ＩＰ無線機(携帯型）

令和元年06月13日

2,354,400 昭和通信特機株式会社

指名競争入札

2019001965 高度救命処置用資機材（飯綱分署配置）

令和元年06月13日

13,145,000 協和医科器械株式会社

指名競争入札

2019001971 芹田総合市民センター 会議テーブルほか

令和元年06月13日

5,389,200 株式会社蔦友

指名競争入札

令和元年06月13日

4,557,600 株式会社蔦友

指名競争入札

2019001972

芹田総合市民センター スタッキングチェアほ
か
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入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019002259 豊野温泉りんごの湯 プレハブ冷蔵庫

令和元年06月03日

527,040 株式会社マルゼン 長野営業所

見積合せ

2019002301 松代小 教育用オルガン

令和元年06月04日

239,112 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019002317 ＡＥＤ

令和元年06月03日

347,544 協和医科器械株式会社

見積合せ

2019002397 刀剣オリジナルポスターの印刷

令和元年06月10日

799,200 第一企画株式会社

見積合せ

2019002440 犀川第一マレットゴルフ場芝管理用薬剤

令和元年06月04日

412,549 株式会社萬屋商店

見積合せ

2019002503 保育園 薬品（ハンドコール等）

令和元年06月04日

329,173 株式会社小林薬局

見積合せ

2019002545 消防局 制服

令和元年06月03日

799,092 株式会社北信ポンプ 長野営業所

見積合せ

2019002548 篠ノ井支所 耐火金庫

令和元年06月07日

432,000 株式会社蔦友

見積合せ

2019002554 保育園 カラーケント紙

令和元年06月07日

458,816 有限会社長野世界文化社

見積合せ

2019002555 保育園 非常時備蓄用品

令和元年06月03日

299,112 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019002560 篠ノ井支所 番号発券機

令和元年06月07日

718,200 株式会社蔦友

見積合せ

2019002595 戸隠診療所 ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒ほか

令和元年06月04日

267,688 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ

2019002610 信州新町小 オージオメータ

令和元年06月07日

97,200 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019002659 芹田総合市民センター 調理器具

令和元年06月04日

286,934 株式会社マルゼン 長野営業所

見積合せ

2019002663 大規模災害用備蓄医薬品

令和元年06月10日

263,362 土屋メディカル株式会社

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019002667 西条小 シュレッダー

令和元年06月07日

53,784 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019002668 デジタル一眼レフカメラ

令和元年06月06日

223,128 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019002672 緑ヶ丘小 給食配膳台

令和元年06月07日

62,640 有限会社東雲堂

見積合せ

2019002680 緑ヶ丘小 事務用裁断機

令和元年06月07日

79,920 株式会社蔦友

見積合せ

2019002683 緑ヶ丘小 生物顕微鏡

令和元年06月07日

116,640 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019002695 緑ヶ丘小 銅鑼タムタム

令和元年06月07日

100,116 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019002708 TaqMan universal PCR MasterMix ほか

令和元年06月13日

412,344 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

令和元年06月13日

218,808 高山理化精機株式会社 長野支店

見積合せ

2019002729

陽イオンガードカラムIonPac CG16 内径5mm
ほか

2019002737 芹田小 ファイリングキャビネット

令和元年06月14日

35,208 カシヨ商事株式会社

見積合せ

2019002744 芹田小 ブックトラックミニ ほか

令和元年06月14日

69,660 有限会社東雲堂

見積合せ

2019002746 徳間小 図書館用テーブル

令和元年06月07日

2019002747 徳間小 版画ローラーセット

令和元年06月07日

2019002752 北部中 アルミポータブルステージ

令和元年06月14日

444,960 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019002753 東北中学校紙折機

令和元年06月10日

226,800 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019002754 信州新町中 ロイター板

令和元年06月07日

33,793 株式会社長野スター商会

見積合せ

181,440 有限会社長野教育システム
46,440 有限会社東雲堂
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見積合せ
見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

2019002766 北部中 レーザープリンター

令和元年06月07日

2019002768 東北中学校ミシン

令和元年06月07日

63,720 蛇の目ミシン工業株式会社 長野支店

見積合せ

2019002769 櫻ケ岡中 カワイデジタルピアノ

令和元年06月07日

87,480 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019002770 東北中学校ロックミシン

令和元年06月07日

70,200 蛇の目ミシン工業株式会社 長野支店

見積合せ

2019002771 北部中 パソコン教室用いす

令和元年06月07日

2019002777 ポリ袋 外11件

令和元年06月07日

58,212 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019002779 東北中学校視力計

令和元年06月07日

99,360 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019002782 戸隠診療所（歯科） 超音波洗浄器

令和元年06月07日

36,450 株式会社滝沢歯科器械店 長野営業所

見積合せ

令和元年06月07日

33,480 有限会社東雲堂

見積合せ

2019002795 パックテスト

令和元年06月07日

22,032 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019002797 Ａ３モノクロレーザープリンター

令和元年06月07日

2019002799 東北中学校球技審判台

令和元年06月07日

38,556 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019002802 Ｈf蛍光ランプ

令和元年06月07日

35,510 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019002803 皿型ＶＳ皿型グレーチング

令和元年06月07日

78,705 株式会社平林金物店

見積合せ

2019002808 戸隠診療所 ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ

令和元年06月07日

92,485 アルフレッサ株式会社 長野支店

見積合せ

2019002789

広徳中学校 コーグレス連結展示板（支柱な
し）

137,160 株式会社蔦友

契約方法

184,680 有限会社長野教育システム

137,160 株式会社蔦友
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見積合せ

見積合せ

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

2019002811 裾花中 卓球台

令和元年06月07日

2019002814 裾花中 ユーティリティーカート

令和元年06月07日

52,920 有限会社東雲堂

見積合せ

2019002819 吉田小学校 冷蔵庫

令和元年06月07日

53,627 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019002824 東北中学校レシプロソー

令和元年06月07日

37,797 株式会社平林金物店

見積合せ

2019002825 東北中学校ディスクグラインダ

令和元年06月07日

39,958 株式会社平林金物店

見積合せ

2019002827 川田小 ボルト締太鼓

令和元年06月14日

69,876 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019002830 東部中学校 電動ミシン

令和元年06月07日

37,260 有限会社東雲堂

見積合せ

令和元年06月07日

47,174 有限会社長野教育システム

見積合せ

令和元年06月07日

83,808 日の丸印刷株式会社

見積合せ

川中島小学校 ベビークッションサークル ２
個組
長野市もんぜんぷら座使用許可申請書の印
2019002841
刷
2019002833

109,933 株式会社長野スター商会

契約方法
見積合せ

2019002843 川中島小 電子式直線ミシン

令和元年06月14日

101,520 蛇の目ミシン工業株式会社 長野支店

見積合せ

2019002844 検査用試薬（農薬混合標準液６３ 外２品）

令和元年06月07日

145,335 タカヤマケミカル株式会社

見積合せ

2019002845 川中島小 ＬＥＤ照明灯

令和元年06月14日

54,000 有限会社東雲堂

見積合せ

2019002847 共和小学校 シューズボックス

令和元年06月07日

27,972 株式会社平林金物店

見積合せ

2019002848 川中島小 教育用オルガン

令和元年06月14日

2019002849 自殺対策リーフレットの印刷

令和元年06月07日

147,852 株式会社美鈴楽器
88,452 有限会社アッツーロ
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見積合せ
見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

2019002854 篠ノ井東小学校 フィッティングテーブル
2019002855

櫻ケ岡中 フルカラーレーザープリンターＡ3
判対応

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

令和元年06月07日

43,254 株式会社しんきょうネット

見積合せ

令和元年06月14日

73,440 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

120,636 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019002870 芹田小 立奏用鉄琴

令和元年06月14日

2019002884 川田小 刈払機

令和元年06月14日

2019002899 甲蓋等

令和元年06月11日

228,528 株式会社マルニシ 長野店

見積合せ

2019002905 篠ノ井西中 ビックファン

令和元年06月14日

136,598 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019002910 信州新町中 電子ピアノ

令和元年06月14日

60,480 有限会社西沢楽器

見積合せ

2019002912 信州新町中 直線ミシンほか

令和元年06月14日

2019002917 長野中 弓

令和元年06月07日

64,800 有限会社中島弓具店

見積合せ

2019002919 裾花小学校 ノバクッション・ブロック

令和元年06月07日

56,160 有限会社東雲堂

見積合せ

2019002923 篠西中 冷蔵庫

令和元年06月07日

47,313 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019002933 貯蔵量水器（上水６）

令和元年06月11日

400,464 株式会社マルニシ 長野店

見積合せ

2019002935 篠ノ井総合市民センター 業務用掃除機

令和元年06月13日

203,546 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019002936

篠ノ井総合市民センター 折りたたみ指揮台
及び指揮者用譜面台

2019002940 篠ノ井総合市民センター 業務用掃除機ほか

39,020 株式会社ナガノ機工

168,480 蛇の目ミシン工業株式会社 長野支店

87,480 株式会社美鈴楽器

令和元年06月07日

161,676 株式会社アトム通信工事

令和元年06月14日
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見積合せ

見積合せ

見積合せ
見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

2019002941 篠ノ井総合市民センター 簡易たたみ

令和元年06月07日

2019002942 篠ノ井総合市民センター サンダル

令和元年06月07日

26,190 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

令和元年06月07日

87,480 株式会社美鈴楽器

見積合せ

篠ノ井総合市民センター 折りたたみ指揮台
及び指揮者用譜面台
篠ノ井総合市民センター 冷蔵庫及び炊飯
2019002946
ジャー
2019002945

673,920 株式会社蔦友

契約方法

207,252 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

令和元年06月14日

見積合せ

見積合せ

2019002955 三角架ほか

令和元年06月07日

31,838 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019002956 ジョイントマット

令和元年06月07日

83,484 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019002957 裾花中 直流交流電源装置

令和元年06月19日

319,680 有限会社東雲堂

見積合せ

2019002960 裾花中 生物顕微鏡

令和元年06月14日

189,000 有限会社東雲堂

見積合せ

2019002969 平型オープンショーケース

令和元年06月11日

453,600 株式会社マルゼン 長野営業所

見積合せ

2019002971 保育園 日用品（よしず）

令和元年06月07日

29,656 株式会社五幸商会

見積合せ

2019002977 櫻ケ岡中 カード式掛図 新しい社会 歴史

令和元年06月14日

64,260 株式会社しんきょうネット

見積合せ

令和元年06月07日

42,336 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019002985 業務用掃除機ほか

令和元年06月07日

79,920 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019002992 救助活動用グローブ

令和元年06月07日

56,700 有限会社デンダ

見積合せ

2019002994 フロントラインスプレーほか

令和元年06月07日

66,342 アクティ株式会社 長野県営業部

見積合せ

2019002982

長沼、昭和、保科、とがくし保育園 日用品
（遮光ネット）
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入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

2019002998 大型工場扇

令和元年06月10日

2019002999 柳町、昭和保育園 ＵＶカットネット

令和元年06月07日

70,632 有限会社長野世界文化社

見積合せ

2019003000 シリンジほか

令和元年06月07日

17,841 土屋メディカル株式会社

見積合せ

2019003003 炊飯器

令和元年06月07日

118,584 株式会社アトム通信工事

見積合せ

令和元年06月07日

162,000 株式会社アイワ徽章 長野支店

見積合せ

2019003009 芹田総合市民センター 清掃用品

令和元年06月07日

101,034 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019003013 東北中学校ビッグファン

令和元年06月07日

68,126 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019003017 篠西中 ミシン

令和元年06月14日

50,760 蛇の目ミシン工業株式会社 長野支店

見積合せ

2019003018 令和元年度 教育要覧

令和元年06月13日

238,140 中外印刷株式会社

見積合せ

2019003023 賞状用紙の印刷

令和元年06月13日

237,600 有限会社アッツーロ

見積合せ

2019003034 タイムスイッチ ほか

令和元年06月07日

138,348 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019003044 ユニット保管庫等

令和元年06月07日

57,024 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019003049 猫の健康管理手帳

令和元年06月14日

40,500 富士印刷株式会社

見積合せ

2019003050 作業用具

令和元年06月07日

63,493 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019003051 櫻ケ岡中 デジタル身長体重計（検定付）

令和元年06月14日

2019003004

長野市消防団ポンプ操法・ラッパ吹奏大会の
努力章及び優秀章

362,340 株式会社ナガノ機工

契約方法

194,400 有限会社東雲堂
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見積合せ

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

2019003052 中条小 教壇

令和元年06月20日

2019003053 櫻ケ岡中 軽量作業台

令和元年06月14日

39,960 有限会社東雲堂

見積合せ

2019003064 ラジアルタイヤ（エスティマ用）

令和元年06月14日

43,200 株式会社タイヤショップ島田

見積合せ

2019003067 食物アレルギー講演会チラシの印刷

令和元年06月07日

113,400 有限会社アッツーロ

見積合せ

2019003068 信州新町保育園 スープレンジ

令和元年06月07日

139,320 日本調理機株式会社 長野営業所

見積合せ

2019003075 軽っ子おさんぽカー（避難車兼用）

令和元年06月07日

128,520 有限会社長野世界文化社

見積合せ

令和元年06月07日

474,660 ホシザキ北信越株式会社 長野営業所

見積合せ

2019003078

さぎり荘厨房備品 焼肉鉄板洗浄機(ロストル
クリーナー）

226,800 株式会社しんきょうネット

契約方法
見積合せ

2019003082 若槻小 大型絵本・大型紙芝居架

令和元年06月14日

90,396 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019003089 櫻ケ岡中学校 らくがきボード

令和元年06月14日

57,000 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019003091 敬老お祝い状の印刷

令和元年06月07日

2019003093 トイレ用水石けんほか

令和元年06月14日

2019003097 インク

令和元年06月18日

2019003100 作業用手袋ほか

令和元年06月14日

20,790 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019003107 配膳台

令和元年06月14日

70,848 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019003113 信州新町中 管理機

令和元年06月14日

131,328 ブンカ印刷株式会社
38,275 有限会社梅木屋荒物雑貨店
673,272 タイガー情報機器株式会社

122,040 株式会社前田製作所 長野営業所
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見積合せ
見積合せ
見積合せ

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

2019003115 信州新町小 フロアスクリーン

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

令和元年06月14日

73,980 有限会社竹村文具店

見積合せ

令和元年06月07日

34,344 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019003123 長沼小 合成スポンジマット

令和元年06月14日

62,208 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019003125 長沼小 ボード世界地図

令和元年06月14日

40,392 有限会社みすず

見積合せ

2019003127 長沼小 アンサンブルキーボード

令和元年06月14日

49,032 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019003130 長沼小 スマート液晶視力計（架台セット）

令和元年06月14日

99,360 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019003132 ごみ集積所用カラス除けネット

令和元年06月10日

225,504 株式会社平林金物店

見積合せ

2019003143 保育園 洗剤（アタック等）

令和元年06月07日

146,126 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019003144 (6K)コンパクトデジタルカメラ ニコン Ｗ３００

令和元年06月14日

2019003146 封筒

令和元年06月14日

172,584 有限会社エスピーセンター

見積合せ

令和元年06月03日

164,160 有限会社自然社

一者随契

2019003117

2019003148

皐月かがやきこども園 日用品（アルミタープ
テントほか）

「（新版）自転車だって加害者に」リーフレット
外１件

26,433 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019003151 篠西中 卓球台

令和元年06月14日

83,700 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019003153 普通はがき（私製）の印刷

令和元年06月14日

41,580 有限会社マスダ印刷

見積合せ

2019003154 篠西中 ボールカゴ

令和元年06月14日

97,200 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019003157 篠西中 審判台

令和元年06月14日

96,768 株式会社長野スター商会

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019003159 ウォームアップジャケットほか

令和元年06月14日

41,580 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019003193 若槻小 iPad

令和元年06月14日

36,720 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019003202 篠西中 踏切板

令和元年06月14日

43,416 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019003204 更北中 ビッグファン（送風機）

令和元年06月14日

2019003206 平成30年度長野市産業団地事業会計決算書

令和元年06月14日

2019003211 加茂小学校 立奏木琴

令和元年06月14日

2019003213 雨合羽（河川課）

令和元年06月14日

57,510 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019003217 便座除菌クリーナー

令和元年06月14日

36,741 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019003219 加茂小学校 冷凍冷蔵庫

令和元年06月14日

59,567 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019003225 加茂小学校 ブックトラック

令和元年06月14日

34,749 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019003226 雨合羽（道路課）

令和元年06月14日

38,070 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019003234 長野市の公民館・交流センターの印刷

令和元年06月14日

78,408 有限会社小池印刷

見積合せ

2019003243 光学式ＤＯ電極

令和元年06月14日

114,739 アズサイエンス株式会社 長野営業所

2019003245 長野市の農林業 令和元年度版

令和元年06月14日

154,224

2019003247 住民票・戸籍関係請求書/印鑑関係申請書

令和元年06月14日

187,920 日本平版印刷株式会社

136,598 株式会社ナガノ機工
34,560

社会福祉法人ながのコロニー 指定障害者就労
継続支援Ａ型事業所 長野福祉工場

168,156 株式会社美鈴楽器
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社会福祉法人ながのコロニー 指定障害者就労
継続支援Ａ型事業所 長野福祉工場

見積合せ
見積合せ
見積合せ

見積合せ
見積合せ
見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019003250 ユーリット

令和元年06月14日

34,128 株式会社左治木

見積合せ

2019003253 消防局 文房具

令和元年06月14日

28,706 有限会社竹村文具店

見積合せ

2019003254 櫻ケ岡中 書庫 引違い ３×６Ｗ型

令和元年06月14日

44,820 カシヨ商事株式会社

見積合せ

2019003261 櫻ケ岡中 スマート液晶視力計（本体）

令和元年06月14日

2019003267 ユニジャンプ

令和元年06月14日

2019003269 エアコン

令和元年06月20日

478,008 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019003271 大豆島小 鉄製ベッド

令和元年06月21日

125,280 有限会社東雲堂

見積合せ

2019003273 櫻ケ岡中 水圧実験器セット

令和元年06月14日

106,596 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019003285 実用基準分銅（１ｇ、50ｇ、500ｇ）

令和元年06月14日

2019003289 窓あき封筒（高額療養費勧奨通知用）の印刷

令和元年06月14日

2019003294 安全靴（建築課）

令和元年06月14日

27,432 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019003297 小・中学校配布チラシ（えこねくしょん）

令和元年06月14日

97,017 富士印刷株式会社

見積合せ

2019003298 犀陵中学校 ブックトラックワイド

令和元年06月14日

45,360 有限会社東雲堂

見積合せ

2019003314 消火器

令和元年06月14日

59,400 株式会社ナショナル防災

見積合せ

2019003318 マウントブーツＮタイプ スパイク底

令和元年06月14日

29,494 長野森林組合

見積合せ

181,440 有限会社長野教育システム
97,092 学研・田儀商事

40,543 株式会社ナガノ機工
114,480 有限会社エスピーセンター
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見積合せ
見積合せ

見積合せ
見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

2019003330 キャストウェル ＭＣ 12%
2019003331

鬼無里歯科診療所 薬液交換式超音波ス
ケーラー

2019003339 インフルエンザと予防接種の説明書の印刷
芹田総合市民センター 調理実習台シンクフ
タ
高齢者インフルエンザ予防接種予診票の印
2019003345
刷
食品検査用消耗品（固相カラムＳｅｐ－Ｐａｋ
2019003347
外1品）
長野地域連携中枢都市圏移住促進パンフ
2019003352
レット「WELCOME TO ながの」の印刷
2019003341

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

令和元年06月14日

53,460 株式会社滝沢歯科器械店 長野営業所

見積合せ

令和元年06月18日

279,450 株式会社滝沢歯科器械店 長野営業所

見積合せ

令和元年06月18日

209,304 富士印刷株式会社

見積合せ

令和元年06月14日

172,692 株式会社サニクリーン甲信越

見積合せ

令和元年06月17日

445,230 中外印刷株式会社

見積合せ

65,124 アズサイエンス株式会社 長野営業所

令和元年06月14日

226,800 株式会社まちなみカントリープレス

令和元年06月14日

見積合せ
一者随契

2019003355 高齢者インフルエンザ予防接種済証の印刷

令和元年06月14日

42,228 有限会社マスダ印刷

見積合せ

高齢者インフルエンザ予防接種実施報告書
の印刷

令和元年06月14日

23,760 有限会社マスダ印刷

見積合せ

2019003356

139,104 株式会社蔦友

見積合せ

2019003358 目かくし用テープ

令和元年06月14日

2019003364 窓あき封筒

令和元年06月14日

63,504 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019003366 人権啓発ＤＶＤ

令和元年06月14日

65,556 長野映像株式会社

見積合せ

2019003367 窓あき封筒（説明文印刷・封入も含む）

令和元年06月14日

75,168 有限会社エスピーセンター

見積合せ

令和元年06月07日

22,032 日の丸印刷株式会社

一者随契

2019003375

「象山記念館 単館入場券（大人・個人）」の一
冊１００枚綴りの入場券伝票の印刷

2019003376 のぼり旗セット

194,130 有限会社梅木屋荒物雑貨店

令和元年06月14日
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019003380 バスマップ（市街地別刷り版）の印刷

令和元年06月06日

64,800 蔦友印刷株式会社

一者随契

2019003382 Ｔシャツ

令和元年06月14日

37,482 株式会社三共社

見積合せ

2019003390 運動靴・ナースサンダル

令和元年06月14日

121,662 株式会社五幸商会

見積合せ

2019003394 公営企業会計決算審査意見書

令和元年06月14日

103,680 中外印刷株式会社

見積合せ

令和元年06月14日

105,840 株式会社上條器械店 長野営業所

見積合せ

2019003410 地籍調査 アルミプレート

令和元年06月17日

221,400 株式会社システム

見積合せ

2019003411 点字プリンター用紙

令和元年06月14日

43,200 株式会社柳沢商店

見積合せ

2019003414 篠ノ井支所 テレビ

令和元年06月14日

41,705 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019003417 加茂小学校 宮太鼓

令和元年06月21日

161,676 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019003418 地籍調査プラスチック杭ほか

令和元年06月17日

229,016 株式会社システム

見積合せ

令和元年06月21日

89,424 有限会社東雲堂

見積合せ

2019003396

2019003421

ＤＩＦトランスバッグ 送排気ユニット用ＵＰＬＡ
フィルター等

大豆島小 箱庭学校向け基本用具セット２
ほか

2019003428 ごみ袋

令和元年06月17日

290,304 株式会社五幸商会

見積合せ

2019003435 （第四）アルマイト深型パン箱

令和元年06月18日

209,498 日本調理機株式会社 長野営業所

見積合せ

2019003436 芹田小 書画カメラ

令和元年06月14日

182,606 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019003440 戸隠診療所 OER-4専用消毒液（６本入り）

令和元年06月21日

136,468 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

235,980 株式会社アトム通信工事

契約方法

2019003441 プロジェクターほか

令和元年06月25日

2019003452 返信用封筒（料金受取人払）の印刷

令和元年06月14日

99,360 栄光社印刷株式会社

見積合せ

2019003454 エイズ予防啓発ちらし

令和元年06月21日

39,528 有限会社アッツーロ

見積合せ

2019003466 薬液供給ポンプ部品（機械番号151505）

令和元年06月17日

268,380 株式会社奥山工機

見積合せ

2019003467 汚泥供給ポンプ部品（機械番号151504）

令和元年06月17日

627,480 株式会社奥山工機

見積合せ

2019003470 芹田支所 ベビーベッド

令和元年06月21日

42,120 株式会社蔦友

見積合せ

2019003472 芹田支所 電話台ほか

令和元年06月21日

35,640 株式会社蔦友

見積合せ

2019003480 大岡小 手作り寝具セット

令和元年06月21日

49,680 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019003481 心肺蘇生法訓練用人形

令和元年06月21日

175,797 中日本メディカルリンク株式会社 長野事業所

見積合せ

2019003482 軽量棚（棚板）ほか

令和元年06月21日

137,916 株式会社蔦友

見積合せ

2019003502 大豆島小 キッズボード本体 ほか

令和元年06月21日

165,024 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019003507 長野中 スチールキャビネット（横型）

令和元年06月21日

47,304 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019003510 緑ヶ丘小 ミシン

令和元年06月21日

63,720 蛇の目ミシン工業株式会社 長野支店

見積合せ

2019003511 炊き出しセット

令和元年06月28日

2019003514 緑ヶ丘小 ＳＤ／ＣＤレコーダー

令和元年06月21日

637,200 有限会社梅木屋荒物雑貨店
52,596 株式会社美鈴楽器
16

見積合せ

見積合せ
見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019003517 インバーター発電機

令和元年06月24日

395,064 長坂バロック株式会社

見積合せ

2019003519 折り畳みリヤカー

令和元年06月21日

123,552 株式会社平林金物店

見積合せ

2019003520 LPガス強力ロング２本バーナーセット

令和元年06月21日

136,404 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019003521 硝酸銀

令和元年06月21日

77,101 タカヤマケミカル株式会社

見積合せ

2019003523 読みのアセスメント・指導パッケージ

令和元年06月14日

36,504 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019003525 下駄箱（裾花子どもプラザ）

令和元年06月21日

57,240 株式会社ヒシヤ

見積合せ

令和元年06月10日

71,280 西沢印刷株式会社

一者随契

2019003528 狩猟運搬ソリ

令和元年06月11日

36,439 株式会社アイエー

一者随契

2019003529 リングファイルほか

令和元年06月21日

63,352 株式会社柳沢商店

見積合せ

2019003535 犀陵中学校 球の表面積・体積説明器

令和元年06月21日

33,264 有限会社みすず

見積合せ

2019003536 山王小学校 Ａｐｐｌｅ ｉＰａｄ

令和元年06月21日

73,332 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019003538 CRM 2-MIB ｼﾞｪｵｽﾐﾝ混合標準液 5A ほか

令和元年06月21日

183,276 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019003539 除雪機

令和元年06月24日

372,600 株式会社クボタ建機ジャパン 長野営業所

見積合せ

2019003540 家具転倒防止伸縮棒（H型）

令和元年06月21日

19,170 株式会社平林金物店

見積合せ

2019003548 (KW)土嚢袋

令和元年06月21日

46,440 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019003527

広報用クリアファイル（上下水道局イメージ
キャラクター入り）
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入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

2019003570 鍋屋田小 洗濯機

令和元年06月21日

2019003571 広徳中 軽量作業台

令和元年06月21日

2019003572 福祉医療制度パンフレットの印刷

令和元年06月21日

2019003574 鍋屋田小 木製イス

令和元年06月27日

207,360 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019003577 広徳中 保健室つい立て

令和元年06月21日

51,840 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019003580 バッテリーカー

令和元年06月25日

504,360 株式会社エーツーレジャー

見積合せ

令和元年06月21日

162,000 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019003581

堀場製作所製大気常時測定器用記録計
チャート紙

37,368 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

契約方法

101,223 株式会社平林金物店
81,000 日本平版印刷株式会社

見積合せ
見積合せ
見積合せ

2019003589 ヘルメット

令和元年06月21日

27,000 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

2019003601 長野中 卓球台

令和元年06月21日

167,616 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019003603 長野中 電子ピアノ

令和元年06月21日

2019003605 豊栄小 スマート液晶視力計

令和元年06月21日

2019003607 豊栄小 ワンタッチテント

79,812 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

100,440 有限会社長野教育システム

見積合せ

令和元年06月21日

47,520 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019003608 (6K)コンテナー

令和元年06月28日

66,744 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019003609 豊栄小 ミニサッカーゴールワンタッチ式

令和元年06月21日

56,484 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019003611 広徳中 真空実験セット

令和元年06月21日

49,680 有限会社長野教育システム

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019003612 豊栄小 掃除機

令和元年06月21日

46,440 エイブイシーシステムズ株式会社

見積合せ

2019003615 不在者投票用外封筒

令和元年06月21日

35,920 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019003619 平成30年度 長野市決算書印刷

令和元年06月21日

218,700 株式会社アイデスク

見積合せ

2019003621 三本柳小 コルクボード付書架 ほか

令和元年06月21日

101,520 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019003629 平成30年度主要施策成果報告書 印刷製本

令和元年06月21日

2019003632 食肉解体用電動鋸

令和元年06月05日

2019003637 ストレッチポール・MX

令和元年06月21日

73,332 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019003645 ポリ管・集水桝

令和元年06月21日

26,460 株式会社左治木

見積合せ

2019003652 トワローブ（天然ゴム厚手手袋） ほか

令和元年06月21日

41,936 タカヤマケミカル株式会社

見積合せ

2019003659 舗装補修用エッジスプレー

令和元年06月28日

49,248 トライアン株式会社

見積合せ

2019003670 検査試薬（農薬混合標準液PL-７-２ 外５品）

令和元年06月21日

87,571 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ

2019003674 ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ標準品ほか

令和元年06月21日

31,082 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ

2019003682 ﾍﾟｯﾃﾝｺｰﾍﾙ水温計ほか

令和元年06月21日

37,357 タカヤマケミカル株式会社

見積合せ

2019003698 パンフレット（生活困窮者自立支援法）の印刷

令和元年06月19日

297,000 株式会社東京法規出版

一者随契

2019003701 裾花小 パソコン

令和元年06月28日

197,640 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

84,564

社会福祉法人ながのコロニー 指定障害者就労
継続支援Ａ型事業所 長野福祉工場

174,960 株式会社 阪神交易
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見積合せ
一者随契

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

2019003709 ウイルス対策ソフト（SymcEndpntPrtctn）

令和元年06月24日

2019003712 綿内小 心音器

令和元年06月21日

51,300 有限会社東雲堂

見積合せ

令和元年06月21日

25,855 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019003714

検査用消耗品（TLCシリカゲル60ガラスプレー
ト、外１点）

269,002 株式会社ヒシヤ

契約方法
見積合せ

2019003715 冷却水処理剤（レジオクラッシュ）

令和元年06月21日

216,000 和田産業株式会社

見積合せ

2019003717 トナーカートリッジ

令和元年06月26日

207,360 株式会社富士通エフサス 長野支社

見積合せ

2019003721 スケッチブック

令和元年06月21日

152,685 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019003723 発電機

令和元年06月21日

エムウェーブ ナショナルトレーニングセン
ター用USBメモリ
エムウェーブ ナショナルトレーニングセン
2019003727
ター用ストップウォッチ
2019003726

67,111 株式会社ナガノ機工

見積合せ

令和元年06月21日

150,120 株式会社アトム通信工事

見積合せ

令和元年06月21日

49,248 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019003732 綿内小 扉付きトレーユニット

令和元年06月21日

108,000 株式会社蔦友

見積合せ

2019003733 小・第1回 荒神箒 ほか

令和元年06月24日

284,947 株式会社柳沢今朝喜商店

見積合せ

2019003734 中・第1回 荒神箒 ほか

令和元年06月21日

108,532 株式会社柳沢今朝喜商店

見積合せ

2019003735 小・第1回 たわし ほか

令和元年06月24日

205,603 株式会社柳沢今朝喜商店

見積合せ

2019003736 中・第1回 たわし ほか

令和元年06月21日

56,355 株式会社柳沢今朝喜商店

見積合せ

2019003738 小・第1回 ゴミ袋

令和元年06月24日

500,094 株式会社丸吉小林商店
20

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019003740 中・第1回 ゴミ袋

令和元年06月21日

290,628 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019003742 小中・第1回 蛍光管

令和元年06月24日

508,248 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019003744 ACQUITY BEH Amide(臭素酸分離ｶﾗﾑ) ほか

令和元年06月21日

188,568 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019003745 清野小 デジタルカメラ

令和元年06月28日

83,808 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019003746 清野小 ＳＤ／ＣＤレコーダー

令和元年06月28日

51,699 株式会社ウインナー楽器

見積合せ

2019003749 緑ヶ丘小 デジタルピアノ ほか

令和元年06月21日

2019003761 東北中学校集じん機

令和元年06月28日

2019003762 資源物収集用ネット袋

令和元年06月24日

2019003767 大岡小 スコアメーカー学校版

令和元年06月28日

2019003772 小中・第1回 学校名入り再生紙封筒の印刷

令和元年06月21日

172,454 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019003774 犀陵中学校 卓球台

令和元年06月28日

222,480 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019003779 二つ折り担架

令和元年06月21日

2019003780 油圧ジャッキ

令和元年06月21日

113,486 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019003781 投光機 外３件

令和元年06月21日

196,560 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019003782 やかん 外６件

令和元年06月28日

217,166 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

173,880 株式会社美鈴楽器
49,140 株式会社本久
669,600 株式会社丸吉小林商店
34,884 有限会社西沢楽器

53,308 協和医科器械株式会社
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見積合せ
見積合せ
見積合せ
見積合せ

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019003783 三角巾 ほか

令和元年06月21日

90,266 土屋メディカル株式会社

見積合せ

2019003784 犀陵中学校 カラーブックポスト ピンク

令和元年06月28日

98,280 有限会社東雲堂

見積合せ

2019003785 ノコギリ 外５件

令和元年06月28日

229,068 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019003787 備蓄用クラッカー

令和元年06月28日

704,700 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

2019003789 手指消毒剤

令和元年06月28日

194,400 株式会社長野サラヤ商会

見積合せ

2019003791 戸隠中 コードレスクリーナー

令和元年06月28日

2019003792 使い捨てカイロ

令和元年06月28日

488,505 土屋メディカル株式会社

見積合せ

2019003793 段ボール製ベッド

令和元年06月28日

544,320 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019003794 ブルーシート

令和元年06月28日

566,244 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019003800 綿内小 立奏鉄琴

令和元年06月28日

107,676 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019003804 安茂里ポンプ場揚砂設備用ポンプ

令和元年06月24日

393,120 株式会社奥山工機

見積合せ

2019003805 窓あき封筒（テープ付）の印刷

令和元年06月21日

49,766 有限会社エスピーセンター

見積合せ

令和元年06月21日

55,728 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019003811 更北中 視力計

令和元年06月28日

99,360 有限会社東雲堂

見積合せ

2019003812 更北中 卓球台

令和元年06月28日

2019003808

青木島、豊栄保育園 日用品（ホームカマド
セット）

35,640 エイブイシーシステムズ株式会社

116,100 株式会社中屋スポーツ
22

見積合せ

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

2019003817 冷凍冷蔵庫
2019003835

山王、長沼、信州新町保育園 砂遊び玩具
ほか

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

令和元年06月21日

65,340 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

令和元年06月21日

64,459 有限会社日本幼年教育研究社

見積合せ

2019003837 ガス給湯器

令和元年06月28日

183,600 日本調理機株式会社 長野営業所

見積合せ

2019003838 納付書 の印刷

令和元年06月18日

155,520 富士印刷株式会社

一者随契

令和元年06月21日

165,132 学研・田儀商事

見積合せ

2019003841

山王、西部保育園ほか 保育教材 プール、
玩具 ほか

81,648 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

2019003842 非常用食糧（サバイバルパン）

令和元年06月28日

2019003843 裾花中 ＬＥＤ双眼実体顕微鏡

令和元年06月28日

172,800 有限会社東雲堂

見積合せ

2019003845 備蓄用飲料水

令和元年06月28日

103,680 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

2019003847 浅川小 アコーディオン（バス）

令和元年06月28日

96,118 株式会社ウインナー楽器

見積合せ

2019003848 ミニバス

令和元年06月28日

89,424 学研・田儀商事

見積合せ

令和元年06月21日

58,536 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

保育園 電化製品 （ＣＤカセットレコーダーほ
か）
高齢者インフルエンザ予防接種のご案内の
2019003850
印刷
2019003849

145,152

令和元年06月28日

社会福祉法人ながのコロニー 指定障害者就労
継続支援Ａ型事業所 長野福祉工場

51,084 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ
見積合せ

2019003856 柳町中 冷蔵庫

令和元年06月28日

2019003860 スポットクーラー

令和元年06月28日

181,764 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019003866 振動計

令和元年06月28日

196,560 轟産業株式会社 長野営業所

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019003867 ハンドパレットトラック

令和元年06月28日

82,922 株式会社平林金物店

見積合せ

2019003868 大原牧下スクリーン室排気ファン

令和元年06月28日

47,952 株式会社奥山工機

見積合せ

2019003878 北部中 電源装置

令和元年06月28日

155,520 有限会社東雲堂

見積合せ

2019003879 北部中 回転書架

令和元年06月28日

102,060 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019003881 北部中 熱中症指標計

令和元年06月28日

43,200 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019003882 北部中 パーティション

令和元年06月28日

162,000 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019003883

ロゴプリントＴシャツの購入（びんずるまつり国
際連）

53,481 株式会社三共社

令和元年06月28日

180,360 株式会社蔦友

見積合せ
見積合せ

2019003887 篠ノ井東中 A3モノクロプリンター

令和元年06月28日

2019003888 北部中 指揮者用譜面台

令和元年06月28日

28,512 株式会社ヒオキ楽器

見積合せ

2019003889 篠ノ井東中 クロス真空計

令和元年06月28日

57,844 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019003896 デジタルコードレス電話機

令和元年06月28日

17,258 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019003900 篠ノ井東中 ホワイトボード

令和元年06月28日

40,759 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019003906

ながの生涯学習だより第３２号印刷製本（生
涯学習センター）

251,100 株式会社アイデスク

令和元年06月28日

見積合せ

2019003916 篠ノ井東中 液晶視力計

令和元年06月28日

96,120 有限会社東雲堂

見積合せ

2019003926 柳町中 コンパクトストレッチャー

令和元年06月28日

39,852 有限会社東雲堂

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

154,872 株式会社コウサカ

契約方法

2019003933 消防・救助活動用ロープ

令和元年06月28日

2019003935 ゲートキーパーピンバッジ

令和元年06月28日

77,760 株式会社アイワ徽章 長野支店

見積合せ

2019003939 安全靴

令和元年06月28日

25,920 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

2019003940 柳町中 デジタル録音再生機器

令和元年06月28日

51,375 株式会社ウインナー楽器

見積合せ

2019003947 柳町中 真空実験セット（排気盤）

令和元年06月28日

52,704 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019003952 篠ノ井東中 事務用裁断機

令和元年06月28日

129,600 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019003957 柳町中 双眼実体顕微鏡

令和元年06月28日

167,400 有限会社東雲堂

見積合せ

2019003968 つなぎ服

令和元年06月28日

43,664 株式会社三共社

見積合せ

2019003972 ベビーカー

令和元年06月28日

38,880 有限会社長野世界文化社

見積合せ

2019003980 広徳中 スチールブックトラック

令和元年06月28日

50,371 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019003981 柳町中 ヘッジトリマ（バッテリ付）

令和元年06月28日

41,304 株式会社平林金物店

見積合せ

2019003984 安全靴及び長靴

令和元年06月28日

86,371 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019003993 蛍光灯ほか

令和元年06月28日

34,560 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019003996 長野市交流センター利用許可申請書 外１件

令和元年06月28日

59,346 日の丸印刷株式会社

見積合せ

2019004011 保育園 薬品（ピューラックス）

令和元年06月28日

55,890 株式会社小林薬局

見積合せ
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

2019004036 篠ノ井東中 色立体模型

令和元年06月28日

2019004049 柳町中 ワンタッチテント（砂袋付）

令和元年06月28日

カード企画チラシ（生活困窮者自立支援法）の
印刷

契約額

相手方名称

35,380 有限会社須坂教材 長野店 画材マチス
226,800 株式会社中屋スポーツ

契約方法
見積合せ
見積合せ

令和元年06月28日

86,400 富士印刷株式会社

見積合せ

2019004055 インクカートリッジほか

令和元年06月28日

41,623 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019004060 昭和小 オージオメータ

令和元年06月28日

108,000 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004064 昭和小 電子式直線ミシン

令和元年06月28日

101,520 蛇の目ミシン工業株式会社 長野支店

見積合せ

2019004070 （SK）一輪車 ２才 浅型

令和元年06月28日

31,622 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019004071 （SK)作業用ヘルメット

令和元年06月28日

69,660 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

2019004084 綿内、なかじょう保育園 電化製品（蛍光灯）

令和元年06月28日

44,280 株式会社アトム通信工事

見積合せ

令和元年06月28日

43,621 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019004050

2019004091

皐月かがやきこども園 日用品（アルミタープ
テントほか）

2019004092 浅川小 冷凍冷蔵庫

令和元年06月28日

2019004103 大判プリンタ用紙

令和元年06月28日

2019004108 防犯マグネットシート印刷

令和元年06月28日

2019004117 篠ノ井東小 文化箏 羽衣

令和元年06月28日

2019004120 篠ノ井東小

令和元年06月28日

直線ミシン

134,028 株式会社ヤマダ電機 長野営業所
40,500 株式会社柏与ビジネスセンター
145,152 株式会社エイト
79,704 株式会社美鈴楽器
152,280 蛇の目ミシン工業株式会社 長野支店
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見積合せ
見積合せ
見積合せ
見積合せ
見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年6月30日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019004121 篠ノ井東小 亀甲目少年サッカーゴールネット

令和元年06月28日

42,120 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019004126 篠ノ井東小 ベンチベッド

令和元年06月28日

64,800 有限会社東雲堂

見積合せ

2019004132 篠ノ井東小 可動整理棚

令和元年06月28日

79,223 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019004137 携帯電話 ほか

令和元年06月28日

365,904 株式会社シーシーディ ドコモショップ長野長池店 見積合せ

令和元年06月24日

238,258 富士印刷株式会社

2019004142

ながの子育て家庭優待ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄｶｰﾄﾞ・多子世
帯応援ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾊﾞﾑｰｽﾎﾟｰﾄｶｰﾄﾞの購入

53,946 有限会社梅木屋荒物雑貨店

一者随契
見積合せ

2019004155 除草剤（ラウンドアップマックスロード）

令和元年06月28日

2019004160 パンフレット（エイズ予防教室 A４判等）

令和元年06月24日

123,120 株式会社東京法規出版

一者随契

2019004166 インデックスラベルほか

令和元年06月28日

172,071 株式会社ヒシヤ

見積合せ

令和元年06月28日

167,400 株式会社ライズファクトリー

一者随契

2019004465

大人になる前に知っておきたい 消費生活あ
んしんＢｏｏＫ

2019004474 特殊詐欺対策 あなたならどうする

32,400 有限会社自然社

令和元年06月28日

27

一者随契

