入札（見積）結果報告書
令和1年8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

令和元年08月19日

61,600,000 株式会社関電工 長野支店

一般競争入札

令和元年08月19日

34,748,858 長野トヨタ自動車株式会社 法人営業部

一般競争入札

令和元年08月19日

26,290,000 協和医科器械株式会社

一般競争入札

2019001964 高規格救急自動車（飯綱分署配置）

令和元年08月19日

17,374,429 長野トヨタ自動車株式会社 法人営業部

一般競争入札

2019003302 第一学校給食センター食器等

令和元年08月19日

32,331,750 株式会社中西製作所 長野営業所

一般競争入札

2019003305 第一学校給食センター食缶等

令和元年08月19日

52,250,000 株式会社中西製作所 長野営業所

一者随契

2019003862 長野市議会議員一般選挙の選挙公報印刷

令和元年08月22日

3,460,320 蔦友印刷株式会社

指名競争入札

2019004021 資源物・ごみ収集カレンダーほかの印刷

令和元年08月22日

9,753,744 蔦友印刷株式会社

指名競争入札

2019004516 長野市消防団活動服

令和元年08月22日

1,232,000 有限会社デンダ

指名競争入札

2019004611 国補 凍結防止剤散布装置（車載式2.0㎥）

令和元年08月23日

4,070,000 株式会社前田製作所 長野営業所

指名競争入札

2019004680 消防活動用上下型防火服

令和元年08月23日

6,732,000 株式会社小林ポンプ防災

指名競争入札

2019004908 東北中学校ベースアンプ

令和元年08月02日

61,236 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019005010 市税口座振替不能通知書 ３９ＣＬ

令和元年08月02日

63,180 株式会社電算

一者随契

2019001731 信州新町情報通信施設サーバ機器
高規格救急自動車（中央消防署及び安茂里
分署配置）
高度救命処置用資機材（中央消防署及び安
2019001963
茂里分署配置）
2019001962

2019005096

東部中 デスクトップレーザー加工機、拡張フ
レームセット

2019005097 東部中 地球儀

令和元年08月02日

117,720 有限会社長野教育システム

見積合せ

令和元年08月02日

42,660 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8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

2019005098 東部中 卓球台

令和元年08月02日

155,304 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019005099 東部中 アルミバレー支柱

令和元年08月02日

134,956 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019005111 信里小 スチール・アルミ複合テント

令和元年08月02日

154,440 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019005128 寺尾小 新型 汎用ＬＥＤ照明灯

令和元年08月02日

61,560 有限会社東雲堂

見積合せ

2019005129 寺尾小 アコーディオン

令和元年08月02日

95,007 株式会社ウインナー楽器

見積合せ

2019005132 湯谷小学校 学校用電子ピアノ

令和元年08月02日

2019005133 湯谷小学校 i-Pad

令和元年08月02日

2019005156 猫砂 ほか

令和元年08月01日

2019005161 特別展ポスター・DM

令和元年08月02日

69,012 株式会社青山クリエート

見積合せ

2019005174 城東小 糸のこ機械

令和元年08月02日

54,000 有限会社東雲堂

見積合せ

2019005177 協会けんぽ配付チラシの印刷

令和元年08月02日

66,646 富士印刷株式会社

見積合せ

2019005181 東部中 バレーボールネット

令和元年08月02日

67,392 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019005187 三輪小 オージオメーター

令和元年08月02日

140,076 有限会社東雲堂

見積合せ

2019005190 三輪小 身長計

令和元年08月02日

55,080 有限会社東雲堂

見積合せ

2019005191 三輪小 オーブンレンジ

令和元年08月02日

45,358 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

167,248 株式会社ヒオキ楽器
37,260 エイブイシーシステムズ株式会社
260,128 株式会社ウチダ 長野出張所
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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8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

2019005200 東部中 キーボード

令和元年08月02日

2019005218 クローラ運搬車（戸隠水源）

令和元年08月09日

2019005229 火災予防広報用広告物

令和元年08月02日

57,240 株式会社エイト

見積合せ

2019005230 LP-S7160保守用物品

令和元年08月02日

84,996 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 長野支社

見積合せ

2019005231

41,580 株式会社ウインナー楽器

契約方法

577,800 株式会社本久

中条中 イージーコンディショナー（グラウンド
令和元年08月02日
均し）

見積合せ
見積合せ

105,840 株式会社長野スター商会

見積合せ

366,120 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019005232 綿内小 校庭放送用機器一式

令和元年08月05日

2019005244 ヘルメット

令和元年08月02日

25,272 株式会社エイト

見積合せ

2019005245 折畳み式ペーパーキャップ ほか

令和元年08月02日

42,228 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

2019005252 豊野中 ロイター板 他

令和元年08月02日

216,000 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019005256 ２ステップテストシート

令和元年08月02日

123,120 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019005259 立ち上がりテストボックス

令和元年08月02日

95,580 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019005265 セキュリティワイヤーロック

令和元年08月02日

85,860 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019005267 城山小 ジャンボリングゴール

令和元年08月02日

67,564 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019005269 ｺﾘﾗｰﾄ100PA 200個入 ほか

令和元年08月02日

2019005275 教育センターだより（第198号）の印刷

令和元年08月02日

187,142 土屋メディカル株式会社
34,020 株式会社信光社
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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8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

2019005280 軽量コンクリートラボス境界標ほか

令和元年08月02日

2019005286 三輪小 ステレオ機器一式

令和元年08月02日

2019005291 松ヶ丘小 人体解剖模型

令和元年08月02日

81,000 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019005296 松ヶ丘小 二球儀（月モデル付）

令和元年08月02日

39,960 有限会社東雲堂

見積合せ

2019005297 松ヶ丘小 双眼実体顕微鏡

令和元年08月02日

34,560 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019005299 松ヶ丘小 人体骨格模型

令和元年08月02日

35,640 有限会社東雲堂

見積合せ

2019005300 松ヶ丘小 アンサンブル・アンプ

令和元年08月02日

96,444 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019005301 松ヶ丘小 ソフト軽量マット

令和元年08月09日

60,480 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019005302 豊野中 ステンレスワゴン

令和元年08月02日

45,360 有限会社東雲堂

見積合せ

2019005303 松ヶ丘小 直線縫いミシン

令和元年08月02日

2019005304 豊野中 中学校理科宇宙 全５巻

令和元年08月02日

2019005307

58,968 株式会社システム

契約方法

100,764 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

110,160 株式会社ミシンプラザ

篠ノ井総合市民センター 冷蔵庫及び充電式
令和元年08月02日
クリーナー等

2019005317 東条小 簡易ステージ

令和元年08月02日

2019005318 作業用手袋

令和元年08月02日

2019005319 通明小 体組成計

令和元年08月02日

見積合せ

見積合せ

71,496 有限会社長野教育システム

見積合せ

37,800 株式会社アトム通信工事

見積合せ

709,560 株式会社蔦友
47,066 有限会社梅木屋荒物雑貨店
185,760 有限会社長野教育システム
4

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8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

40,413 株式会社長野スター商会

契約方法

2019005320 通明小 逆上がり補助器

令和元年08月02日

2019005330 幼児教育・保育の無償化用窓空き封筒

令和元年08月02日

125,280 有限会社アッツーロ

見積合せ

2019005332 市議会議員一般選挙啓発用ティッシュ

令和元年08月02日

193,104 株式会社共和コーポレーション

見積合せ

2019005339 七二会中 卓球台

令和元年08月02日

69,660 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019005340 学校給食用特注丸ランチ皿（第三）

令和元年08月02日

81,000 日本調理機株式会社 長野営業所

見積合せ

2019005343 七二会中 グランドベンチスチール背付

令和元年08月02日

78,451 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019005344 学校給食用カップ（第三）

令和元年08月02日

89,424 日本調理機株式会社 長野営業所

見積合せ

2019005346 戸隠地質化石博物館 トナーカートリッジ

令和元年08月02日

22,896 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019005347 抗菌かるがるまな板（第三）

令和元年08月07日

川中島中 アルミ製絵画作品乾燥棚 ＡＳ－５
令和元年08月02日
０段
真田宝物館だより「六連銭41号」・「六連銭42
令和元年08月02日
2019005369
号」の印刷
2019005362

見積合せ

209,224 株式会社五幸商会

見積合せ

142,560 有限会社長野教育システム

見積合せ

114,048 有限会社アッツーロ

見積合せ

2019005372 事務用品

令和元年08月02日

27,285 カシヨ商事株式会社

見積合せ

2019005376 篠ノ井総合市民センター 案内板

令和元年08月02日

77,760 株式会社蔦友

見積合せ

2019005379 封筒

令和元年08月02日

30,456 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019005381 清野小 充電式ブロワ

令和元年08月09日

45,360 株式会社平林金物店

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年8月31日現在
契約番号

件名

2019005383 兵神装備ＮＥ３０ＰＡ用モーター
2019005386

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

341,000 株式会社奥山工機

令和元年08月08日

七二会中 古代・中世の日本史資料図集 全
令和元年08月09日
2巻

契約方法
見積合せ

38,880 有限会社長野教育システム

見積合せ

232,200 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019005392 東部中 生物顕微鏡

令和元年08月06日

2019005393 犀陵中学校 電動回転体説明器

令和元年08月02日

2019005395 篠ノ井総合市民センター 収納庫ほか

令和元年08月02日

160,164 株式会社蔦友

見積合せ

篠ノ井総合市民センター パンフレットスタンド
令和元年08月02日
ほか

575,856 株式会社蔦友

見積合せ

2019005396

23,868 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019005397 ウイルス対策ソフト（SymcEndpntPrtctn）

令和元年08月02日

290,299 株式会社光陽

見積合せ

2019005402 綿内小 ﾓﾉｸﾛﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ

令和元年08月09日

103,680 株式会社蔦友

見積合せ

2019005421 柳町中 iＰad

令和元年08月02日

183,600 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019005423 七二会中 近世・近現代の日本史資料図集

令和元年08月09日

38,880 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019005424 犀陵中学校 体操マット

令和元年08月09日

92,880 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019005428 「早ね早おき朝ごはん」リーフレットの印刷

令和元年08月02日

35,424 有限会社アッツーロ

見積合せ

2019005430

青木島保育園 日用品（ステンレス キッチン
令和元年08月02日
ワゴン３段）

106,380 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019005438 犀陵中学校 顕微鏡

令和元年08月02日

63,720 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019005440 犀陵中学校 顕微鏡照明装置

令和元年08月09日

104,976 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8月31日現在
契約番号

件名

2019005441 犀陵中学校 電源装置

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

令和元年08月02日

2019005442 利用券（分室用・ポケット型・イエロー）の印刷 令和元年08月02日
2019005447

バレーボール支柱（昭和小学校、更北中学
校）

令和元年08月02日

相手方名称

契約方法

91,800 有限会社長野教育システム

見積合せ

41,040 有限会社マスダ印刷

見積合せ

157,680 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019005455 広徳中 増設用チューナーユニット

令和元年08月09日

31,212 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019005456 尿石除去剤

令和元年08月09日

25,915 株式会社サニクリーン甲信越

見積合せ

2019005462 安茂里小 体育館ステージ緞帳

令和元年08月13日

583,200 株式会社柳沢今朝喜商店

見積合せ

2019005468 長野市例規集単行本の印刷

令和元年08月06日

842,400 第一法規株式会社

見積合せ

2019005475 学校給食主食用コンテナ

令和元年08月02日

299,700 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019005482 市税催告封筒（滞納整理システム用）

令和元年08月09日

107,784 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019005492 市議会議員一般選挙啓発用のぼり旗

令和元年08月02日

84,564 株式会社共和コーポレーション

見積合せ

2019005493 白バラ会報用色紙

令和元年08月02日

97,200 株式会社蔦友

見積合せ

2019005495 チェーンソー作業用下肢切創防止保護衣

令和元年08月02日

61,592 株式会社平林金物店

見積合せ

2019005497 ゴム印

令和元年08月09日

2019005499

124,416 株式会社ヒシヤ

長野市公共施設マネジメントニュース・レター
令和元年08月02日
vol.11の印刷

2019005500 ワイヤレスマイク ハンド型の購入

令和元年08月02日
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見積合せ

41,040 株式会社青山クリエート

見積合せ

48,297 エイブイシーシステムズ株式会社

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年8月31日現在
契約番号

件名

2019005503 博物館まつりチラシの印刷
2019005512

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

令和元年08月09日

令和元年度長野上水内体育大会（新人大会）
令和元年08月09日
用消耗品（スポーツ用品）

相手方名称

契約方法

163,749 富士印刷株式会社

見積合せ

337,500 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019005520 長野中 RISOオルフィス用インク

令和元年08月09日

215,784 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019005521 通明小 プログラミング教材「電気の利用」

令和元年08月09日

302,400 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019005522 ガス警報器（柳町中学校、櫻ケ岡中学校）

令和元年08月09日

653,562 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019005532 丸筒及び紙袋

令和元年08月09日

126,576 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019005537 塩崎小 体育館音響設備一式

令和元年08月09日

754,920 有限会社長野映研

見積合せ

2019005543 ウィル・ステラV等

令和元年08月09日

173,523 土屋メディカル株式会社

見積合せ

2019005544 ショードックスーパー等

令和元年08月09日

62,100 土屋メディカル株式会社

見積合せ

2019005546 南部小 草刈機

令和元年08月15日

2019005547

LGWAN認証基盤用ICカード読取装置及びドラ
令和元年08月09日
イバ媒体セット

209,466 Ａ．Ｇ．Ｗワタナベ商会

見積合せ

102,060 株式会社蔦友

見積合せ

67,521 土屋メディカル株式会社

見積合せ

2019005554 ウィル・ステラVＨ（速乾性手指消毒剤）ほか

令和元年08月09日

2019005559 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ分離ｶﾗﾑ,ｶﾞｰﾄﾞｶﾗﾑ

令和元年08月15日

2019005564 信更中 ロイター板

令和元年08月09日

53,730 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019005567 信更中 卓球台

令和元年08月09日

84,132 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

338,040 高山理化精機株式会社 長野支店
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年8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

2019005569 デジタルピアノ

令和元年08月09日

54,756 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019005585 LEDビームライト

令和元年08月09日

65,772 有限会社長野医科器械

見積合せ

2019005586 豊野中 ＸＥＲＯＸ ＤｏｃｕＰｒｉｎｔ３１００

令和元年08月23日

84,240 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019005592 西条小 まな板殺菌保管庫

令和元年08月09日

162,302 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019005595 日用品類

令和元年08月09日

99,986 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019005605 高圧洗浄機

令和元年08月09日

2019005608 戸隠中 日本の歴史 実物史料

令和元年08月09日

72,684 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019005615 信州新町小 プロジェクター

令和元年08月09日

209,520 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019005623 印鑑手帳の印刷

令和元年08月09日

770,143 蔦友印刷株式会社

見積合せ

2019005625 古牧小学校 作業台

令和元年08月09日

142,560 有限会社みすず

見積合せ

2019005654 ブランコ部品

令和元年08月09日

403,380 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019005666 福祉台帳等の印刷

令和元年08月09日

2019005667 三本柳小 ミシン

令和元年08月09日

101,520 蛇の目ミシン工業株式会社 長野支店

見積合せ

2019005675 ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ LC/MS用 3L ほか

令和元年08月09日

50,058 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019005676 ﾋﾟﾍﾟｯﾄﾁｯﾌﾟ 50-1000μl 千個入り ほか

令和元年08月09日

30,736 株式会社理学 長野営業所

見積合せ

116,100 Ａ．Ｇ．Ｗワタナベ商会

1,230,154 有限会社エスピーセンター
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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8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

2019005677 音響式光式高低圧用検電器 ほか

令和元年08月09日

33,350 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019005678 電気用ゴム手袋ＮＵ型大 ほか

令和元年08月09日

18,802 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019005691 リレー ほか

令和元年08月09日

29,138 轟産業株式会社 長野営業所

見積合せ

2019005720 若槻小 デジピストル

令和元年08月23日

87,588 株式会社長野スター商会

見積合せ

39,690 株式会社ヒシヤ

見積合せ

22,083 株式会社五幸商会

見積合せ

2019005728 南部図書館 プリンター用サーマルロール紙 令和元年08月09日
2019005731

西部保育園 日用品（ステンレス キッチンワ
令和元年08月09日
ゴン２段）

2019005732 通明小 教育用オルガン

令和元年08月09日

99,792 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019005746 りんごの花ペン皿

令和元年08月09日

183,600 有限会社武井工芸店

見積合せ

令和元年08月09日

46,148 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019005751 有栓メスシリンダーカスタムＡ 250ml

令和元年08月09日

18,900 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019005762 体育館モップ、体育館モップスペア

令和元年08月23日

45,684 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019005777 甲蓋

令和元年08月09日

27,518 宮下鋼機株式会社

見積合せ

2019005784 損失補償算定標準書

令和元年08月09日

142,560 法規書籍印刷株式会社

見積合せ

2019005796 川中島中 エコサイレンスＨＲＲ４８０Ｂ－Ｓ

令和元年08月28日

380,160 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019005798 保育室 カーテン

令和元年08月23日

41,040 株式会社柳沢今朝喜商店

見積合せ

2019005750

DigiTUBEsラックロック機能付一括包装
65mL750本
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入札（見積）結果報告書
令和1年8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

2019005799 七二会中 バッテリ動噴

令和元年08月09日

2019005802 アキュジーンm-CT/NGコントロール ほか

令和元年08月26日

360,439 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019005865 Waters ACQUITY Col. In-Line Fi

令和元年08月23日

90,396 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019005882 戸隠診療所 電動ハイローベッド

令和元年08月23日

2019005884

38,934 宮下鋼機株式会社

契約方法

川中島中 ベルトサンダー（集塵口付） ＴＹ－
令和元年08月23日
２００

見積合せ

130,680 有限会社長野医科器械

見積合せ

121,608 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019005886 信更中 充電式草刈機

令和元年08月23日

37,535 株式会社平林金物店

見積合せ

2019005890 ICP-MS用チューブほか

令和元年08月23日

42,984 高山理化精機株式会社 長野支店

見積合せ

2019005891 水銀灯

令和元年08月23日

162,000 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019005900 ベンチフリューム蓋

令和元年08月23日

115,689 宮下鋼機株式会社

見積合せ

2019005901 赤玉土（大粒） ほか５件

令和元年08月23日

17,350 株式会社大丸屋商店

見積合せ

2019005904 チェア台車ほか

令和元年08月23日

92,448 株式会社蔦友

見積合せ

2019005911 三本柳小 カスタムドラムセット

令和元年08月23日

39,636 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019005916 豊野中 スポットエアコン

令和元年08月28日

280,800 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019005925 封入封緘機（ネオポスト）用封筒

令和元年08月29日

254,880 有限会社勧業印刷所

見積合せ

令和元年08月27日

475,200 株式会社電算

一者随契

2019005928

トータル収納用国保催告書（白）48CL・（青）
44CL
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入札（見積）結果報告書
令和1年8月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

大岡診療所 メディコムプリンタ用トナー ほ
令和元年08月23日
か
篠ノ井総合市民センター スクールロッカーほ
令和元年08月26日
2019005934
か
2019005929

90,504

相手方名称

契約方法

ＰＨＣメディコムネットワークス株式会社 首都圏・
見積合せ
甲信越営業本部 甲信越営業部 長野営業所

254,880 株式会社蔦友

見積合せ

2019005937 コンビニ交付周知用リーフレット

令和元年08月23日

58,320 株式会社青山クリエート

見積合せ

2019005938 家屋評価調書用バインダー

令和元年08月23日

110,160 株式会社タツノ 長野支店

見積合せ

2019005943 粗大ごみシール（減免用）

令和元年08月23日

91,584 ホクト産業株式会社

見積合せ

2019005946 犀陵中学校 テレビスタンド

令和元年08月23日

37,260 有限会社長野映研

見積合せ

2019005950 保護者用アンケート印刷

令和元年08月23日

103,530 富士印刷株式会社

見積合せ

窓口相談周知用シール「ひとりでなやまない
で」

令和元年08月20日

90,396 株式会社カナエ

一者随契

2019005957 小児慢性特定疾病児童手帳

令和元年08月07日

20,304 株式会社母子保健事業団

一者随契

2019005959 大岡中

令和元年08月23日

2019005951

ＤＶＤまんが日本史

164,160 有限会社東雲堂
51,840 有限会社勧業印刷所

見積合せ
見積合せ

2019005960 家屋調査用窓貼封筒の印刷

令和元年08月23日

2019005961 大岡中

令和元年08月23日

149,904 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019005963 信里診療所（歯科） 歯科用根管拡大装置

令和元年08月23日

136,512 株式会社滝沢歯科器械店 長野営業所

見積合せ

2019005967 ＬＥＤライト

令和元年08月23日

25,704 有限会社長野医科器械

見積合せ

2019005968 (SD)コンテナー

令和元年08月23日

34,992 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

プロジェクター
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入札（見積）結果報告書
令和1年8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

2019005971 (6K)コンテナー

令和元年08月23日

76,680 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019005976 (IM)土器強化剤バインダー

令和元年08月23日

56,160 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019005979 保育園 薬品（ピューラックス）

令和元年08月23日

61,560 株式会社小林薬局

見積合せ

2019005981 教育センター 乾電池ほか

令和元年08月23日

24,202 株式会社タツノ 長野支店

見積合せ

2019005982 事務用品

令和元年08月23日

29,635 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019005984 ビデオカメラ 他 購入

令和元年08月23日

144,828 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019005995 中央、昭和保育園 日用品（ワンタッチテント） 令和元年08月23日

88,992 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019005998 信州新町、長沼保育園 玩具 ほか

令和元年08月23日

39,117 有限会社日本幼年教育研究社

見積合せ

2019006000 柳町保育園 波型クッション ロール巻

令和元年08月23日

56,700 有限会社長野世界文化社

見積合せ

2019006006 アピ20 ほか

令和元年08月23日

164,052 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019006007 芹田支所 パネルスクリーンほか

令和元年08月26日

794,880 株式会社蔦友

見積合せ

2019006009 中世文書・近世文書

令和元年08月26日

799,200 岩神書房 青木 裕

一者随契

2019006011 舗装補修用エッジスプレー

令和元年08月23日

73,872 トライアン株式会社

見積合せ

2019006012

TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix 5×
1mL ほか

2019006013 学校耳鼻科検診器具

令和元年08月26日

375,516 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

令和元年08月23日

392,580 有限会社長野医科器械

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年8月31日現在
契約番号
2019006014

件名

契約額

検査試薬（FASTKITエライザ VerⅢ 日ハム
令和元年08月23日
そば）

2019006015 豊野西小 マット
2019006016

契約日
（仮契約日を含む）

検査試薬（モリナガFASPEK エライザⅡ そ
ば）

相手方名称

63,666 鍋林株式会社 長野営業所
203,040 株式会社中屋スポーツ

令和元年08月23日

58,849 タカヤマケミカル株式会社

令和元年08月23日

234,360 株式会社蔦友

契約方法
見積合せ
見積合せ
見積合せ
見積合せ

2019006018 犀陵中 簡易ステージ

令和元年08月26日

2019006022 防災服付属品

令和元年08月23日

48,384 有限会社デンダ

見積合せ

令和元年08月23日

51,958 学研・田儀商事

見積合せ

2019006036 第32回長野市景観賞表彰作品集の印刷

令和元年08月15日

562,100 カシヨ株式会社

一者随契

2019006039 ダンボール箱

令和元年08月23日

14,418 長野包装株式会社

見積合せ

2019006042 保育園 洗剤（アタック等）

令和元年08月23日

89,420 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019006044 保育園 薬品（ハンドコール等）

令和元年08月23日

2019006046 タイベック ソフトウェアⅢ

令和元年08月23日

85,320 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019006048 保育園 日用品（ほうき等）

令和元年08月23日

33,802 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019006050 保育園 ポスターカラー

令和元年08月23日

2019006053 N95微粒子用マスク等

令和元年08月23日

2019006062 信州新町中 スタンド付スポットライト

令和元年08月29日

2019006027

後町、山王、柳町保育園 保育教材 玩具
ほか

181,818 株式会社小林薬局

151,578 株式会社蔦友
31,914 土屋メディカル株式会社
403,920 有限会社竹村文具店
14

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8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

2019006071 篠ノ井東小 学校用オルガン

令和元年08月30日

99,252 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019006073 篠ノ井東小 音楽用五線黒板（回転式）

令和元年08月30日

53,568 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006074 庁用車(７－９)タイヤ

令和元年08月30日

73,872 株式会社タイヤショップ島田

見積合せ

2019006077 吉田小 学校用オルガン

令和元年08月30日

99,576 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019006086 トナーカートリッジ

令和元年08月30日

371,066 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019006087 子ども情報誌「ホリデー」58号の印刷

令和元年08月23日

134,460 富士印刷株式会社

見積合せ

2019006091 城山小 シューズボックス

令和元年08月30日

117,072 株式会社蔦友

見積合せ

2019006093 【理振】電子てんびん（三陽中学校）

令和元年08月30日

196,992 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006096 蛍光ペン（記念品用・名入れ）

令和元年08月23日

86,184 株式会社ヒシヤ

見積合せ

令和元年08月23日

95,580

令和元年08月23日

47,520 山陽マーク株式会社 東京出張所

見積合せ

2019006105 非常用食料品

令和元年08月30日

83,700 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019006118 下氷鉋小学校 洗濯機

令和元年08月30日

46,850 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019006120 サーマルロールペーパー

令和元年08月23日

91,800 小林クリエイト株式会社 長野営業所

見積合せ

2019006126 （第四）短靴

令和元年08月30日

86,346 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

令和２年度 長野市立長野中学校入学者選
抜要項及び入学願書の印刷
町名表示板、住居番号表示板、枝番号表示
2019006101
板
2019006099
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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

入札（見積）結果報告書
令和1年8月31日現在
契約番号
2019006128

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

第32回長野市景観賞・景観奨励賞表彰盾及
令和元年08月26日
び銘板

相手方名称

477,840 株式会社アイワ徽章 長野支店

契約方法
見積合せ

2019006130 インクカートリッジほか

令和元年08月30日

94,435 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019006133 検査用試薬（硝酸（1.42）ほか）

令和元年08月30日

59,086 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ

令和元年08月30日

194,400 有限会社長野教育システム

見積合せ

令和元年08月30日

30,456 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019006135

【理振】光の屈折・反射実験セット（裾花中学
校）

2019006136 BI-CHEM BODシード

【理振】タッチパネルモニター付き生物顕微鏡
令和元年08月30日
（裾花中学校）

181,440 有限会社東雲堂

見積合せ

令和元年08月30日

106,920 有限会社長野教育システム

見積合せ

令和元年08月30日

108,000 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006149 保育園 電化製品（扇風機ほか）

令和元年08月29日

429,721 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019006155 ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ LC/MS用 3L

令和元年08月23日

44,388 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019006156 検体輸送箱 ほか

令和元年08月23日

81,518 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019006157 NECプラットフォームズ製故障通報装置

令和元年08月23日

190,300 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019006158 圧力式水位計（検出器、変換器込み）

令和元年08月27日

506,000 株式会社奥山工機

見積合せ

2019006159 敷鉄板

令和元年08月30日

179,791 株式会社平林金物店

見積合せ

2019006162 令和2年度利用のご案内（保育利用）の印刷

令和元年08月26日

547,560 大日本法令印刷株式会社

見積合せ

2019006138

2019006139 【理振】電子てんびん（裾花中学校）
2019006140

【理振】デジタル生物顕微鏡（篠ノ井東中学
校）
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入札（見積）結果報告書
令和1年8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

2019006164 令和2年度利用のご案内（教育利用）の印刷

令和元年08月23日

223,560 第一企画株式会社

見積合せ

2019006166 就労証明書の印刷

令和元年08月23日

57,456 富士印刷株式会社

見積合せ

2019006167 給付認定申請書兼利用申込書の印刷

令和元年08月23日

44,064 富士印刷株式会社

見積合せ

2019006168 折り畳み式テーブル ほか

令和元年08月30日

39,241 株式会社平林金物店

見積合せ

2019006177 【理振】モノコード（川中島中学校）

令和元年08月30日

2019006186 市長表彰受賞章

令和元年08月30日

2019006188

【理振】エネルギー保存の法則実験器 速度
測定器付（更北中学校）

2019006192 教育センター ナリカ手回し発電機

199,260 有限会社長野教育システム
79,200 株式会社アイワ徽章 長野支店
199,843 有限会社長野教育システム

見積合せ

令和元年08月30日

30,283 有限会社長野教育システム

見積合せ

127,440 有限会社長野教育システム

見積合せ

【理振】児童用酸素モニタ 検ちゃん ほか（山
令和元年08月30日
王小学校）
【理振】MESHブロックマグネット教材 ほか
令和元年08月30日
2019006196
（山王小学校）

【理振】デジタル温度計付冷凍冷蔵庫（山王
小学校）
パンフレット（ノロウィルスの予防知識まとめ
2019006200
等）

見積合せ

令和元年08月30日

2019006194

2019006197 【理振】双眼実体顕微鏡（山王小学校）

見積合せ

66,420 有限会社東雲堂
199,584 有限会社長野教育システム

令和元年08月30日

見積合せ
見積合せ

令和元年08月30日

98,820 有限会社東雲堂

見積合せ

令和元年08月21日

92,880 株式会社東京法規出版

一者随契

2019006201 昭和・豊野ひがし保育園 ストーブガード

令和元年08月23日

43,194 株式会社平林金物店

見積合せ

2019006204 【理振】上皿てんびん ほか（城東小学校）

令和元年08月30日

97,632 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006198
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入札（見積）結果報告書
令和1年8月31日現在
契約番号

件名

【理振】実験用たいこセット ほか（城東小学
校）
【理振】実験用たいこセット ほか（青木島小
2019006211
学校）
2019006205

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

令和元年08月30日

77,760 有限会社東雲堂

見積合せ

令和元年08月30日

150,120 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006213 教育センター 実験用気体ほか

令和元年08月30日

36,806 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006215 【理振】生物顕微鏡（青木島小学校）

令和元年08月30日

193,320 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006216 【理振】人体骨格模型（青木島小学校）

令和元年08月30日

32,400 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006219 【理振】プログラミング実験器（長沼小学校）

令和元年08月30日

54,000 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006220 【理振】音の学習実験器（長沼小学校）

令和元年08月30日

54,000 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006224 【理振】小学校用鉄製スタンド（長沼小学校）

令和元年08月30日

91,800 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006227 【理振】天体望遠鏡（青木島小学校）

令和元年08月30日

64,584 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006228 通気孔付ヘルメット（西）

令和元年08月30日

32,400 株式会社エイト

見積合せ

2019006229 同一キー南京錠（西）

令和元年08月30日

46,623 株式会社平林金物店

見積合せ

令和元年08月30日

77,241 有限会社小池印刷

見積合せ

2019006246 1ml透明ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝﾊﾞｲｱﾙ ほか

令和元年08月30日

151,804 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019006247 DISMIC0.20umﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀｰ 100個入

令和元年08月30日

41,472 轟産業株式会社 長野営業所

見積合せ

2019006253 ディスポーサブル スクラブシャツ等

令和元年08月30日

37,670 協和医科器械株式会社

見積合せ

2019006241

「令和元年度 長野市の人権教育 第44集」
の印刷
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入札（見積）結果報告書
令和1年8月31日現在
契約番号
2019006255

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

検査器材（アジレント クェッチャーズ抽出キッ
令和元年08月30日
ト ＥＮメソッド）

相手方名称

契約方法

51,300 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019006257 ケルヒャー 高圧洗浄機

令和元年08月30日

58,164 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019006264 保育園 保育教材 飼育ケース ほか

令和元年08月30日

40,046 信州ブックス株式会社

見積合せ

33,177 有限会社日本幼年教育研究社

見積合せ

98,712 株式会社北信帆布

見積合せ

2019006273

皐月かがやきこども園、青木島保育園 保育
令和元年08月30日
教材 玩具 ほか

2019006276 芋井小 体育館ステージ袖幕

令和元年08月30日

2019006277 真島小 指揮台

令和元年08月30日

2019006283 ワイヤレスアンプ

令和元年08月30日

91,800 有限会社長野映研

見積合せ

2019006290 アルミイーゼル（折りたたみ式）

令和元年08月30日

31,978 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019006295 表彰状

令和元年08月27日

92,664 中外印刷株式会社

一者随契

2019006296 選挙運動用ビラ証紙シールの印刷

令和元年08月20日

55,296 カシヨ株式会社

一者随契

2019006298 アメニティＢコートＴ ほか

令和元年08月30日

39,171 株式会社蔦友

見積合せ

2019006301 カラーマルチペーパー

令和元年08月30日

39,960 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019006303 保育園 電化製品（洗濯機ほか）

令和元年08月30日

56,808 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019006305 チェックマンＣＰＶほか

令和元年08月30日

2019006322 窓あき封筒

令和元年08月30日

134,460 株式会社中屋スポーツ

120,960 アクティ株式会社 長野県営業部
35,316 日の丸印刷株式会社
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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8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

2019006331 教育センター 日本版ＫＡＢＣ－Ⅱ

令和元年08月30日

2019006332 安茂里小 ディスプレイスタンド

令和元年08月30日

2019006333 プライバシーシート

令和元年08月30日

2019006338 レーザー墨出し器 ほか

令和元年08月30日

2019006339 「介護保険料 還付通知書」の印刷

令和元年08月26日

2019006340 教育センター エネループ充電器セットほか

令和元年08月30日

31,849 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019006349 常時啓発活動用ティッシュ

令和元年08月30日

37,260 株式会社共和コーポレーション

見積合せ

令和元年08月30日

36,838 有限会社長野世界文化社

見積合せ

70,826 株式会社光陽

見積合せ

2019006351

長沼、青木島、信州新町保育園 保育教材
玩具

199,800 株式会社しんきょうネット

契約方法

30,240 エイブイシーシステムズ株式会社
144,320 有限会社デンダ
27,264 株式会社ナガノ機工
181,440 トッパン・フォームズ株式会社 長野営業所

2019006354 教育センター EPSON LP-S820対応 消耗品 令和元年08月30日
2019006368

入札参加資格認定通知書用窓開き封筒（封
入封緘機用）の印刷

102,492 有限会社エスピーセンター

令和元年08月30日

見積合せ
見積合せ
見積合せ
見積合せ
一者随契

見積合せ

2019006387 ネットワーク対応ＨＤＤ

令和元年08月30日

27,216 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019006390 保育園 事務用品（ラミネーターほか）

令和元年08月30日

31,600 株式会社ヒシヤ

見積合せ

58,320 蔦友印刷株式会社

一者随契

47,520 株式会社アイワ徽章 長野支店

一者随契

2019006504

納入（返納金）通知書兼領収証書（長野市収
令和元年08月27日
納金共通）の印刷

2019006601 第32回長野市景観賞表彰盾

令和元年08月29日
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