入札（見積）結果報告書
令和1年7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

1,086,540 長野リネンサプライ株式会社

契約方法
指名競争入札

2019001392 公立保育所給食担当者用白衣等

令和元年07月19日

2019002123 長野市緑を豊かにする計画

令和元年07月01日

2019002249 市バス14人乗り車両

令和元年07月23日

7,185,284 長野トヨタ自動車株式会社 法人営業部

指名競争入札

2019002258 市バス5人乗り車両

令和元年07月23日

3,400,000 トヨタカローラ長野株式会社 法人営業部

指名競争入札

2019002420 豊野温泉りんごの湯 源泉ポンプ予備品

令和元年07月24日

3,456,000 和田産業株式会社

一者随契

5,775,000 長野リネンサプライ株式会社

指名競争入札

2019002654

829,440

業務用洗濯機・乾燥機・液体洗剤自動投入ポ
令和元年07月23日
ンプ（３連用）

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

2019002657 軽自動車

令和元年07月17日

1,216,063 株式会社長野ダイハツモータース 特販課

指名競争入札

2019002733 TrendMicro ウィルスバスターCorp.Plus

令和元年07月22日

2,869,344 丸登電業株式会社 長野支店

指名競争入札

2019002760 篠ノ井支所 平机ほか

令和元年07月18日

1,144,800 株式会社蔦友

指名競争入札

2019002785 移動図書館車（更新）

令和元年07月23日

2019002796 下水道管内検査用カメラシステム

令和元年07月22日

1,512,000 株式会社カンツール 名古屋営業所

指名競争入札

2019002869 ビデオ喉頭鏡

令和元年07月17日

1,863,000 協和医科器械株式会社

指名競争入札

2019002880

小・中学校40型デジタルテレビ（特別支援学
級用）

19,981,102 株式会社林田製作所

885,600 丸登電業株式会社 長野支店

令和元年07月22日

一者随契

指名競争入札

令和元年07月18日

5,454,000 株式会社蔦友

指名競争入札

2019002934 篠ノ井総合市民センター 会議テーブルほか 令和元年07月18日

7,614,000 株式会社蔦友

指名競争入札

2019002927 篠ノ井総合市民センター 角イスほか

1

入札（見積）結果報告書
令和1年7月31日現在
契約番号

件名

2019002947 篠ノ井総合市民センター 調理器具
篠ノ井総合市民センター スタッキングチェ
アーほか

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

863,946 株式会社丸吉小林商店

令和元年07月17日

契約方法
指名競争入札

令和元年07月18日

1,944,000 株式会社蔦友

指名競争入札

2019002949 篠ノ井総合市民センター 片袖机ほか

令和元年07月18日

5,259,600 株式会社蔦友

指名競争入札

2019002950 戸隠そば博物館 業務用食器洗浄機

令和元年07月17日

2019002961 篠ノ井支所 片袖机ほか

令和元年07月18日

5,540,400 株式会社蔦友

指名競争入札

2019003026 小・中学校 教室用カーテン

令和元年07月18日

2,106,000 株式会社柳沢今朝喜商店

指名競争入札

2019003029 水防倉庫

令和元年07月17日

1,242,000 株式会社ナガワ 長野営業所

指名競争入札

2019003096 児童・生徒用 机・椅子

令和元年07月26日

6,577,200 有限会社長野教育システム

指名競争入札

2019003102 超純水製造装置

令和元年07月18日

2,484,000 株式会社理学 長野営業所

指名競争入札

2019003163 便袋式簡易トイレ（洋式）

令和元年07月17日

2019003165 簡易組立トイレ（車椅子対応型）

令和元年07月18日

2,934,360 有限会社デンダ

指名競争入札

令和元年07月17日

8,942,400 株式会社丸吉小林商店

指名競争入札

2019003167 災害用 真空パック アルミ毛布

令和元年07月18日

3,492,720 有限会社デンダ

指名競争入札

2019003168 遺体収納袋

令和元年07月17日

2,047,680 株式会社丸吉小林商店

指名競争入札

2019003180 災害対策用プライベートルーム

令和元年07月17日

4,058,856 株式会社丸吉小林商店

指名競争入札

2019002948

2019003166

災害用 真空パック 難燃性不織布毛布
（ウォームテンダーライト）

972,000 ホシザキ北信越株式会社 長野営業所

12,906,000 株式会社丸吉小林商店
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指名競争入札

指名競争入札

入札（見積）結果報告書
令和1年7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019003181 緊急用浄水器

令和元年07月19日

2,967,192 株式会社信防エディックス

2019003186 防災タウンページ

令和元年07月19日

2,721,600 ＮＴＴタウンページ株式会社 ソリューション営業部 一者随契

2019003216 不動温泉保養センターさぎり荘厨房備品

令和元年07月18日

2,862,000 日本調理機株式会社 長野営業所

2019003231 敬老祝記念品 今治製フェイスタオル

令和元年07月18日

991,008 株式会社夏目

指名競争入札

2019003233 資源物収集用折りたたみコンテナ（白、茶）

令和元年07月17日

939,600 株式会社丸吉小林商店

指名競争入札

2019003239 デジタルMCA携帯無線機

令和元年07月19日

1,215,000 昭和通信特機株式会社

指名競争入札

2019003240 長期保存非常食

令和元年07月16日

4,206,600 有限会社デンダ

指名競争入札

2019003249 非常用飲料水

令和元年07月25日

4,082,400 有限会社デンダ

指名競争入札

2019003306 レトルト非常食

令和元年07月18日

1,508,220 有限会社デンダ

指名競争入札

2019003307 防災簡易トイレパック

令和元年07月17日

1,312,740 株式会社丸吉小林商店

指名競争入札

2019003308 防災服一式

令和元年07月18日

767,340 有限会社デンダ

指名競争入札

2019003475 書架・軽量棚

令和元年07月01日

552,960 株式会社蔦友

見積合せ

2019003647 業務用冷蔵庫

令和元年07月01日

270,000 ホシザキ北信越株式会社 長野営業所

見積合せ

2019003788 アルファ米

令和元年07月01日

628,560 有限会社デンダ

見積合せ

2019003795 戸隠中 チューバ(バス）

令和元年07月04日

416,170 株式会社ヒオキ楽器

見積合せ
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指名競争入札

指名競争入札

入札（見積）結果報告書
令和1年7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019003834 非常用食糧（レスキューフーズ）

令和元年07月01日

372,600 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

2019003857 豊野地区 防災行政無線戸別受信機

令和元年07月16日

264,600 株式会社日本電気通信工業

一者随契

2019003869 危機管理防災課 同報無線戸別受信機

令和元年07月16日

264,600 株式会社日本電気通信工業

一者随契

2019003876 電気泳動撮影装置

令和元年07月09日

777,600 株式会社上條器械店 長野営業所

見積合せ

2019003928 ディスポ型感染防止衣（上衣）

令和元年07月01日

793,800 有限会社デンダ

見積合せ

令和元年07月01日

797,040 有限会社デンダ

見積合せ

2019003932 マンホール利用型災害用組立トイレ（洋式）

令和元年07月01日

537,840 有限会社デンダ

見積合せ

2019003958 清野小 パソコンソフト

令和元年07月05日

33,370 株式会社ウインナー楽器

見積合せ

2019003964 WISC－Ⅳ知能検査 記録用紙 ほか

令和元年07月01日

280,402 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019003976 鬼無里小 物置

令和元年07月05日

149,839 株式会社平林金物店

見積合せ

2019004019 保育園 カラービニパック・不織布

令和元年07月03日

522,547 有限会社長野世界文化社

見積合せ

令和元年07月05日

393,120 株式会社ヒシヤ

見積合せ

令和元年07月02日

736,629 株式会社信光社

見積合せ

2019004079 昭和小 流水の働き実験器

令和元年07月05日

44,280 有限会社東雲堂

見積合せ

2019004102 若穂中 会議用テーブル

令和元年07月05日

2019003929

マンホール利用型災害用組立トイレ（車椅子
対応型）

エムウェーブ ナショナルトレーニングセン
ター用レッツノート
学校図書館用バーコードラベル印刷（ラベル
2019004063
キーパー付）
2019004038

445,500 株式会社蔦友
4

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

2019004104 若穂中 大判プリンター

令和元年07月09日

2019004106 犀陵中学校 プリメインアンプ

令和元年07月05日

34,776 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019004109 更北中 ＳＤ/ＣＤレコーダー

令和元年07月05日

50,220 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019004116 更北中 ピアノ椅子

令和元年07月05日

37,800 有限会社西沢楽器

見積合せ

2019004118 櫻ケ岡中 ショーケース

令和元年07月05日

82,080 カシヨ商事株式会社

見積合せ

2019004119 北部中 デジタルオージオメータ

令和元年07月10日

200,880 有限会社東雲堂

見積合せ

2019004127 保育料・副食費口座振替依頼書の印刷

令和元年07月05日

124,416 長野印刷商工株式会社

見積合せ

2019004148 西部中 バリトンサックス

令和元年07月08日

575,629 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019004150 西部中 視力検査器・担架収納ケース

令和元年07月05日

137,160 有限会社東雲堂

見積合せ

494,769 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019004153

367,200 有限会社長野教育システム

契約方法

超純水製造装置（Milli-Q Integral MT 5L 環境
令和元年07月11日
分析タイプ）用消耗品

見積合せ

2019004154 RO膜 Elix15用 ほか

令和元年07月11日

275,335 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019004156 NECプラットフォームズ製故障通報装置

令和元年07月04日

373,680 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019004164 豊野西小 電子式直線ミシン

令和元年07月05日

101,520 蛇の目ミシン工業株式会社 長野支店

見積合せ

2019004168 豊野西小 文化琴

令和元年07月05日

39,636 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019004169 豊野西小 薬品戸棚

令和元年07月05日

95,040 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7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019004175 豊野西小 アイスメーカー

令和元年07月05日

42,660 有限会社東雲堂

見積合せ

2019004193 障害福祉サービスガイド（令和元年度版）

令和元年07月01日

982,800 株式会社信光社

見積合せ

2019004207 古牧小学校 リクライニング長イス

令和元年07月05日

60,480 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004209 城東小 星座早見表

令和元年07月05日

39,420 有限会社東雲堂

見積合せ

2019004218 中条中 ジェットヒーター

令和元年07月05日

2019004219 中条中 ビッグファン

令和元年07月05日

34,149 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019004238 更北中 回転式黒板

令和元年07月05日

40,284 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004239 古牧小学校 スピーカー

令和元年07月05日

66,096 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019004244 古牧小学校 書架

令和元年07月09日

259,200 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004245 篠ノ井東小 画用紙整理棚

令和元年07月05日

83,851 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004251 スチームトラップほか

令和元年07月05日

2019004252 更北中 教材製作ソフト

令和元年07月05日

76,248 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004255 城山小 電子式直線ミシン

令和元年07月05日

95,040 蛇の目ミシン工業株式会社 長野支店

見積合せ

2019004257 保科小 移動式両面回転音楽用五線黒板

令和元年07月05日

52,812 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019004258 綿内小 一眼レフカメラ

令和元年07月05日

166,946 有限会社長野教育システム

162,064 株式会社ナガノ機工

108,162 株式会社ヤマダ電機 長野営業所
6

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7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019004260 教育センター 試薬ほか

令和元年07月05日

59,967 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ

2019004261 城山小 版画ローラーセット

令和元年07月05日

49,086 カシヨ商事株式会社

見積合せ

2019004264 城山小 エバーマット・二つ折り

令和元年07月05日

107,784 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019004266 消防局 発電機

令和元年07月05日

190,620 株式会社クボタ建機ジャパン 長野営業所

見積合せ

2019004270 城山小 健康診断表整理箱

令和元年07月05日

83,160 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004279 タフテナー（強化タイプ）10L ほか

令和元年07月05日

45,900 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019004280 盤用換気扇 ほか

令和元年07月05日

37,573 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019004287 広徳中 電源装置

令和元年07月09日

268,920 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004294 吉田小 鉄琴

令和元年07月05日

137,160 株式会社ウインナー楽器

見積合せ

2019004297 吉田小 プリンター

令和元年07月05日

167,400 タイガー情報機器株式会社

見積合せ

2019004300 吉田小 オージオメータ

令和元年07月05日

135,000 有限会社東雲堂

見積合せ

2019004318 教育センター ＰＰＣ用紙ほか

令和元年07月05日

33,280 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019004323 古牧小学校 ダーツマット

令和元年07月05日

42,660 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004325 昭和小 箏セット

令和元年07月05日

130,248 株式会社ウインナー楽器

見積合せ

2019004331 バドミントン・卓球兼用審判台（６台）

令和元年07月17日

305,856 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7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

2019004332 会議用テーブル

令和元年07月05日

2019004360 火災予防広報用立看板

令和元年07月05日

32,508 株式会社エイト

見積合せ

2019004363 犀陵中学校 鉄製ベッド

令和元年07月05日

70,200 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004381 料金受取人払郵便封筒の印刷

令和元年07月05日

18,900 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019004382 篠ノ井西小 スピードタフミックリール ほか

令和元年07月05日

76,226 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019004383 額縁、賞状丸筒

令和元年07月05日

30,780 有限会社竹村文具店

見積合せ

2019004384 ねじ込み式プレスト管

令和元年07月05日

115,176 株式会社平林金物店

見積合せ

2019004388 篠ノ井西小 心臓と血液循環模型

令和元年07月05日

74,520 有限会社東雲堂

見積合せ

2019004390 篠ノ井西小 卓球台

令和元年07月05日

75,600 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019004428 握力計

令和元年07月12日

38,664 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019004431

388,800 株式会社蔦友

契約方法

ライター・電池の啓発ポスター、ごみ分別強調
令和元年07月05日
月間ＰＲポスター

174,960 有限会社アッツーロ

見積合せ

見積合せ

2019004433 篠ノ井西小 折りたたみベッド

令和元年07月12日

97,200 有限会社東雲堂

見積合せ

2019004441 大豆島小 ユーフォニアム

令和元年07月05日

156,492 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019004444 保育園 日用品（ワンタッチテントほか）

令和元年07月05日

109,252 信州ブックス株式会社

見積合せ

2019004445 篠ノ井東小 保健室つい立て（２連）

令和元年07月22日

39,096 有限会社長野教育システム
8

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

104,191 株式会社ヒシヤ

契約方法

2019004453 保育園 紙製品

令和元年07月05日

2019004455 古牧小学校 生物顕微鏡

令和元年07月12日

79,920 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004475 東条小 ロビーチェア(背なし）

令和元年07月12日

33,480 カシヨ商事株式会社

見積合せ

2019004476 東条小 40型テレビ

令和元年07月12日

43,092 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019004479 東条小 コンサートスネアドラム

令和元年07月12日

42,768 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019004480 東条小 金締太鼓

令和元年07月12日

42,120 有限会社西沢楽器

見積合せ

2019004483 東条小 折りたたみ長テーブル

令和元年07月12日

69,336 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004490 出光ニトルアー（アメシロ）フェロモン誘引剤

令和元年07月08日

635,731 株式会社ヤマモト

見積合せ

2019004493 清缶剤ほか

令和元年07月11日

334,908 株式会社サムソン 名古屋支店

見積合せ

2019004496 通知文（子育てパスポートカード用）の印刷

令和元年07月05日

101,520 富士印刷株式会社

見積合せ

2019004497 中条診療所 緊急カート

令和元年07月12日

139,104 株式会社千曲医療器

見積合せ

2019004509 インクタンク

令和元年07月16日

285,120 カシヨ商事株式会社

見積合せ

2019004511 保育園 薬品（アルペットＨＮ等）

令和元年07月05日

58,114 株式会社長野サラヤ商会

見積合せ

2019004512 篠ノ井西小 オーブン電子レンジ

令和元年07月12日

32,508 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019004513 城東小 学校用オルガン

令和元年07月12日

100,548 株式会社美鈴楽器
9

見積合せ

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年7月31日現在
契約番号

件名

2019004538 血圧手帳

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

令和元年07月11日

2019004540 パージ・トラップ用40mLプレクリーンバイアル 令和元年07月12日

相手方名称

契約方法

79,920 特定非営利活動法人日本高血圧協会

一者随契

60,480 株式会社上條器械店 長野営業所

見積合せ

2019004543 芋井東部前処理室給気ファン

令和元年07月17日

263,520 株式会社奥山工機

見積合せ

2019004545 下駄箱（塩崎子どもプラザ）

令和元年07月12日

220,320 株式会社蔦友

見積合せ

2019004550 裾花中 エバーマット

令和元年07月12日

129,600 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019004554 裾花中 丸椅子

令和元年07月12日

167,184 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004565 安茂里小 家庭用卓球台

令和元年07月12日

62,424 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019004566 安茂里小 果樹園用脚立

令和元年07月12日

44,474 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019004570 安茂里小 視力計

令和元年07月12日

99,360 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004576 透明テープ外 ３６件

令和元年07月12日

2019004578 消火器

令和元年07月12日

27,000 株式会社ナショナル防災

見積合せ

令和元年07月12日

99,576 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019004588

共和小 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジア
イーノ

120,856 株式会社ヒシヤ

147,636 株式会社美鈴楽器

見積合せ

見積合せ

2019004592 共和小 学校用オルガン

令和元年07月12日

2019004595 共和小 Ｒ型両面回転移動式黒板

令和元年07月12日

52,920 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019004598 共和小 直線専用電動ミシン

令和元年07月12日

38,448 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7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019004615 若槻小 解剖顕微鏡

令和元年07月12日

41,040 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004617 若槻小 石うすセット

令和元年07月12日

34,560 有限会社東雲堂

見積合せ

2019004619 戸隠小 キーボードアンプ

令和元年07月12日

64,152 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019004627 プロジェクター

令和元年07月12日

60,912 エイブイシーシステムズ株式会社

見積合せ

2019004633 窓あき封筒の印刷

令和元年07月22日

284,580 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019004635 安全靴（資源再生センター）

令和元年07月12日

123,120 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019004640 甲蓋

令和元年07月12日

104,112 株式会社左治木

見積合せ

2019004641 ラテックスグローブ ほか

令和元年07月17日

283,716 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

令和元年07月12日

170,640 長野陶材

見積合せ

2019004650

篠ノ井総合市民センター 釉薬スプレーブー
ス

2019004663 （SK）板草かき（ジョレン）
2019004671

84,888 株式会社平林金物店

令和元年07月12日

令和２年度 固定資産税（償却資産）申告の手
令和元年07月08日
引き 印刷

298,540

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

521,376 株式会社ヒシヤ

見積合せ
一者随契
見積合せ

2019004674 保育園 クラフトテープ ほか

令和元年07月12日

2019004679 安全靴（住宅課）

令和元年07月12日

47,876 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019004683 キャストウェル ＭＣ 12%

令和元年07月12日

58,320 株式会社滝沢歯科器械店 長野営業所

見積合せ

2019004713 ディストリビュータ

令和元年07月12日

72,900 吉澤精機工業株式会社 長野支店

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019004714 p-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾐﾉﾍﾞﾝｼﾞﾘﾃﾞﾝﾛﾀﾞﾆﾝ 1g ほか

令和元年07月12日

72,824 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019004720 使い捨て白衣

令和元年07月22日

23,220 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

2019004740 カラス除けネット

令和元年07月16日

219,348 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019004745

教育センター EPSON EW-M5071FT対応消
耗品

7,777 株式会社光陽

令和元年07月12日

63,720 株式会社中屋スポーツ

見積合せ
見積合せ

2019004747 松代中 デジタルスポーツカウンター

令和元年07月22日

2019004751 ヒト・ガンマグロブリン ほか

令和元年07月25日

377,060 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019004753 入浴剤「松代の湯」

令和元年07月29日

207,360 一般社団法人長野市開発公社

見積合せ

36,720 株式会社アイホー 長野営業所

見積合せ

2019004757

ガス回転釜用（ＡＧ２－４０）目盛板 第二学校
令和元年07月22日
給食センター

2019004758 ポータブルステージ用スカート
2019004766

122,904 株式会社中屋スポーツ

令和元年07月12日

パンフレット（これだけは知っておきたい エイ
令和元年07月11日
ズ 正しく理解して、しっかり予防しましょう等）

見積合せ

35,640 有限会社 グラフィック企画

一者随契

38,664 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019004772 豊栄小 ミシン

令和元年07月22日

2019004773 「科目選択ガイド 2019年度版」の印刷

令和元年07月12日

2019004777 鬼無里中 書類整理庫

令和元年07月22日

2019004787 塩崎小 シューズロッカー

令和元年07月22日

150,120 株式会社蔦友

見積合せ

2019004792 塩崎小 液晶視力計

令和元年07月22日

100,440 有限会社長野教育システム

見積合せ

139,104 有限会社小池印刷
41,040 株式会社柏与ビジネスセンター
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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7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019004793 塩崎小 オーブンレンジ

令和元年07月22日

33,804 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019004794 塩崎小 スクール・バスキー

令和元年07月22日

93,852 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019004796 共和小 丸のこ盤

令和元年07月22日

50,101 株式会社平林金物店

見積合せ

2019004801 共和小 高圧洗浄機

令和元年07月22日

31,298 株式会社平林金物店

見積合せ

2019004805 （KW）板草かき（ジョレン）

令和元年07月22日

56,592 株式会社平林金物店

見積合せ

2019004817 防草シートほか

令和元年07月22日

93,873 株式会社左治木

見積合せ

2019004828 指揮台

令和元年07月22日

30,780 有限会社西沢楽器

見積合せ

エムウェーブ ナショナルトレーニングセン
ター用コーチングカムバッテリー
エムウェーブ ナショナルトレーニングセン
2019004836
ター用コーチングカムバッテリー充電器
ステンレス製 食器カゴ 第二学校給食セン
2019004864
ター
2019004835

令和元年07月22日

129,600 株式会社ヒシヤ

見積合せ

令和元年07月22日

25,920 株式会社ヒシヤ

見積合せ

令和元年07月22日

129,600 株式会社アイホー 長野営業所

見積合せ

2019004880 3連クロススクリーン

令和元年07月22日

270,216 株式会社蔦友

見積合せ

2019004884 更北中 バレーボールネット

令和元年07月22日

34,020 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019004886 食缶

令和元年07月22日

62,758 日本調理機株式会社 長野営業所

見積合せ

2019004887 真空ポンプ一式

令和元年07月22日

81,000 株式会社上條器械店 長野営業所

見積合せ

2019004889 ｷﾑﾀｵﾙﾎﾜｲﾄﾎﾟﾘﾊﾟｯｸ（50枚×18袋入） ほか

令和元年07月22日

24,440 株式会社ナガノ機工

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019004905 吉田小 学校用オルガン

令和元年07月26日

100,116 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019004907 吉田小 つい立

令和元年07月26日

59,400 有限会社東雲堂

見積合せ

2019004910 中小企業振興資金融資あっ旋申込書

令和元年07月22日

23,760 有限会社マスダ印刷

見積合せ

2019004911 令和元年度 市税概要の印刷

令和元年07月22日

75,600 有限会社小池印刷

見積合せ

令和元年07月22日

52,503 日本平版印刷株式会社

見積合せ

2019004923 ヘルメット

令和元年07月26日

82,080 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

2019004934 アズノール滅菌シャーレ

令和元年07月22日

22,356 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019004935 城東小 視力検査器

令和元年07月26日

98,280 有限会社東雲堂

見積合せ

2019004937 城東小 卓上スライド丸のこ

令和元年07月26日

77,868 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019004939 城東小 紅白大玉

令和元年07月26日

49,572 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019004940 戸隠地質化石博物館 チラシ

令和元年07月26日

32,400 株式会社青山クリエート

見積合せ

2019004917

長野市資源再生センターだより（第４１号）の
印刷

799,200 トッパン・フォームズ株式会社 長野営業所

2019004941 福祉医療費給付金口座振込通知書（ハガキ） 令和元年07月17日

23,652 宮下鋼機株式会社

一者随契
見積合せ

2019004948 ＴＯＴＯ水石けん液

令和元年07月22日

2019004966 テフロン板

令和元年07月26日

134,460 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019004967 初期消火用ホース

令和元年07月29日

769,824 株式会社コウサカ

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019004968 初期消火用具

令和元年07月29日

527,040 株式会社コウサカ

見積合せ

2019004971 リーフレット（こころの健康）

令和元年07月24日

299,376 株式会社社会保険出版社

一者随契

2019004983 嫌気性菌検査用ﾊﾟｳﾁ 5百枚入

令和元年07月22日

2019004984

63,936 鍋林株式会社 長野営業所

120mL容器 ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑなし（2百個入） ほ
令和元年07月26日
か

見積合せ

260,496 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019004985 会議用テーブルほか

令和元年07月22日

291,600 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019004988 不法投棄啓発看板ほかの購入

令和元年07月29日

297,000 株式会社アドイシグロ

見積合せ

312,595 有限会社滝企画

見積合せ

2019004992

長野市議会議員一般選挙 選挙運動用表示
令和元年07月22日
物

36,806 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019004996 柳町、信州新町保育園 ハンドソープ

令和元年07月22日

2019005000 選挙運動用ビラ証紙シールの印刷

令和元年07月22日

237,600 カシヨ株式会社

見積合せ

2019005013 保育園 鉄棒用マット（室内外兼用）

令和元年07月25日

200,448 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019005014 浅川小 書架

令和元年07月26日

191,160 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019005018 保育園 保育教材 カラー竹馬 ほか

令和元年07月22日

84,277 有限会社長野世界文化社

見積合せ

2019005021 南部小学校 黒板

令和元年07月26日

48,384 有限会社長野教育システム

見積合せ

40,575 有限会社日本幼年教育研究社

見積合せ

26,794 有限会社日本幼年教育研究社

見積合せ

西部、真島、保科保育園 保育教材 軽量カ
令和元年07月22日
ラーマット・２つ折り ほか
長沼、安茂里、東条保育園 保育教材 ねん
令和元年07月22日
2019005040
ど ほか
2019005025
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入札（見積）結果報告書
令和1年7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019005042 松代中 ロイター板

令和元年07月26日

33,372 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019005043 マレットゴルフ用ホールカップ

令和元年07月26日

74,088 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019005045 松代中 ソフトバレー・バドミントン支柱

令和元年07月26日

63,720 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019005046 松代中 レンジグリル

令和元年07月26日

53,460 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019005049 松代中 掃除機

令和元年07月26日

34,992 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019005053 ﾌﾛｽﾄｽﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｽ S2111 ほか

令和元年07月26日

84,790 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019005061 健康診断家庭通知の印刷

令和元年07月26日

56,160 有限会社マスダ印刷

見積合せ

2019005063 通知書等発送用窓空き封筒の印刷

令和元年07月26日

44,280 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019005072 保育園 電池

令和元年07月26日

17,490 株式会社平林金物店

見積合せ

2019005083 保育園 薬品（ピューラックス）

令和元年07月26日

72,900 株式会社小林薬局

見積合せ

2019005089 松代中 洗濯機

令和元年07月26日

72,792 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019005092 窓あき封筒の印刷

令和元年07月26日

84,240 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019005107 発電機

令和元年07月26日

2019005110 チューブファイル

令和元年07月26日

41,925 株式会社柳沢商店

見積合せ

2019005112 小・中学校配布チラシ（えこねくしょん）

令和元年07月26日

97,017 富士印刷株式会社

見積合せ

572,000 株式会社前田製作所 長野営業所
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

2019005114 ２本組みタオル（長野市戦没者追悼式）

令和元年07月26日

2019005120 「スプレー缶啓発ポスター」の印刷

令和元年07月31日

61,560 有限会社アッツーロ

一者随契

2019005123 長３封筒 の印刷

令和元年07月26日

47,736 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019005130 消防局 消防救急デジタル無線用受令機

令和元年07月26日

2019005142 南部小学校 学校用箏セット

令和元年07月26日

64,692 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019005143 南部小学校 システムアンプ

令和元年07月26日

51,840 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019005147 耐火キャビネット

令和元年07月26日

237,600 株式会社蔦友

見積合せ

令和元年07月26日

189,604 有限会社畳流通センター 田中商店

見積合せ

2019005152

皐月かがやき保育園、柳町保育園 日用品
（夢見畳）

160,056 株式会社ユダ 長野営業所

契約方法

110,160 株式会社三友情報システム 長野支店

22,896 土屋メディカル株式会社

見積合せ

見積合せ

見積合せ

2019005154 二トリル手袋

令和元年07月26日

2019005157 小・第1回 座敷箒 ほか

令和元年07月26日

672,904 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019005158 中・第1回 座敷箒 ほか

令和元年07月26日

191,052 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019005159 コードレス電話ほか２件

令和元年07月26日

21,384 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019005160 ＯＡタップほか９件

令和元年07月26日

38,610 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019005162 松代遊学スタンプ帳の印刷

令和元年07月22日

2019005168 ﾍﾙﾒｯﾄ（仕様書のとおり*穴有) ほか

令和元年07月26日

164,782 富士印刷株式会社
32,832 ミドリ安全長野株式会社
17

一者随契
見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年7月31日現在
契約番号

件名

2019005169 非常用広口給水袋

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

783,000 株式会社丸吉小林商店

令和元年07月26日

検査試薬（モリナガFASPEK エライザⅡ 落
令和元年07月26日
花生）
検査試薬（FASTKITエライザ VerⅢ 日ハム
令和元年07月26日
2019005172
落花生）

契約方法
見積合せ

58,849 タカヤマケミカル株式会社

見積合せ

63,666 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ

令和元年07月26日

88,560 有限会社東雲堂

見積合せ

2019005195 保育園 農林水産物（肥料等 園芸用品）

令和元年07月26日

85,978 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019005196 保育園 日用品（ラップ等）

令和元年07月26日

368,594 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019005197 サカヰ式マルチガス用長時間型吸収缶

令和元年07月26日

2019005198 保育園 リボン ほか

令和元年07月29日

366,411 有限会社日本幼年教育研究社

見積合せ

2019005201 救助活動用グローブ

令和元年07月26日

107,568 有限会社デンダ

見積合せ

2019005207 保育園 保育教材 エコエムベスト

令和元年07月26日

2019005170

2019005192 大岡中

オージオメーター

86,184 株式会社北信ポンプ 長野営業所

53,163 株式会社長野スター商会
624,240 第一企画株式会社

2019005220 特別展示「神と仏が宿る里」展示図録の印刷 令和元年07月29日

見積合せ

見積合せ
見積合せ

2019005227 外国語/日本語併記 母子健康手帳

令和元年07月26日

69,768 株式会社母子保健事業団

一者随契

2019005228 保育園 電化製品（蛍光ランプ・蛍光灯）

令和元年07月26日

179,031 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

183,600 中外印刷株式会社

一者随契

399,610 長野県民生委員児童委員協議会連合会

一者随契

2019005261

口座振替登録（変更）手続き完了のお知らせ
令和元年07月23日
（26ＣＬ）

2019005278 2020年版 民生委員・児童委員手帳の購入

令和元年07月12日
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入札（見積）結果報告書
令和1年7月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019005387 火災予防広報カード

令和元年07月23日

51,300 富士印刷株式会社

一者随契

2019005404 ながのエコ・サークル認定証

令和元年07月26日

59,400 蔦友印刷株式会社

一者随契
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