入札（見積）結果報告書
令和1年9月30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

2019005052 長野市消防団 編上靴（革製）

令和元年09月20日

8,753,360 株式会社コウサカ

指名競争入札

2019005121 長野市消防団 防火手袋

令和元年09月20日

2,603,040 ミドリ安全長野株式会社

指名競争入札

2019005208 長野市教育委員会向けEESライセンス

令和元年09月24日

2019005219

16,302,330 丸登電業株式会社 長野支店

JR長野駅設置 デジタルサイネージ配信管理
令和元年09月19日
用PC及び表示端末

3,872,000

指名競争入札

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東日
指名競争入札
本本部長野営業所

2019005260 簡易水洗トイレ

令和元年09月24日

869,000 株式会社ケーテック

指名競争入札

2019005308 紫外可視分光光度計

令和元年09月24日

999,900 株式会社理学 長野営業所

指名競争入札

2019005444 苗木、球根、培養土ほか（南部）

令和元年09月19日

1,378,690 株式会社ローズガーデン

指名競争入札

2019005445 苗木、球根、培養土ほか（北部）

令和元年09月19日

1,735,470 株式会社ローズガーデン

指名競争入札

2019005534 電波時計

令和元年09月18日

2019005621 署活動用携帯型無線機器購入

令和元年09月24日

2019005624 コインロッカー

令和元年09月18日

2019005627 救急ワークステーション無線設備

令和元年09月20日

2019005640

883,300 株式会社ヒシヤ
1,599,400 丸登電業株式会社 長野支店
902,000 株式会社蔦友

長野市家庭ごみ処理手数料減免用ごみ指定
令和元年09月24日
袋

2019005680 小中学校 加湿器

令和元年09月18日

2019005765 川中島小学校 多目的実験台

令和元年09月18日

指名競争入札
指名競争入札

3,157,000 株式会社三友情報システム 長野支店

指名競争入札

3,695,329 ホクト産業株式会社

指名競争入札

1,296,020 株式会社武重商会 長野居町営業所

指名競争入札

947,100 丸文通商株式会社 長野支店
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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9月30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

2019005808 小・中学校ＦＦストーブ

令和元年09月24日

2019005813 ハンドガイド式除雪機

令和元年09月18日

990,000 みすずホールディングス株式会社

指名競争入札

2019005835 ロッド清掃機 Ｑ-Ｂプラマーズセット

令和元年09月06日

192,240 株式会社辰巳商会

見積合せ

2019006092 【理振】生物顕微鏡（三陽中学校）

令和元年09月02日

279,720 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006178 【理振】双眼実体顕微鏡（川中島中学校）

令和元年09月05日

299,980 有限会社東雲堂

見積合せ

297,432 有限会社長野教育システム

見積合せ

令和元年09月02日

298,080 有限会社長野教育システム

見積合せ

【理振】内臓の大きさ体感モデル ほか（長沼
令和元年09月02日
小学校）

299,052 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006180

【理振】力学台車 アルミ実験台セット（更北中
令和元年09月02日
学校）

2019006190 【理振】双眼実体顕微鏡 （大岡中学校）
2019006217

6,710,000 新潟燃商株式会社 長野支店

契約方法
指名競争入札

2019006221 芹田支所 発電機

令和元年09月04日

341,280 株式会社クボタ建機ジャパン 長野営業所

見積合せ

2019006222 笠松式くくり罠

令和元年09月02日

465,976 株式会社平林金物店

見積合せ

2019006232 デジタル型補聴援助システム送信機

令和元年09月06日

691,200 有限会社北山補聴器

一者随契

2019006245 Dionex EGC 500 KOH ほか

令和元年09月02日

516,240 高山理化精機株式会社 長野支店

見積合せ

2019006260 検査試薬（トルエン、外５品）

令和元年09月03日

241,963 タカヤマケミカル株式会社

見積合せ

2019006299 クリスタル時計

令和元年09月02日

572,832 株式会社アイワ徽章 長野支店

見積合せ

2019006312 ガス警報器（通明小学校）

令和元年09月12日

206,712 株式会社ナショナル防災

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年9月30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

2019006316 大気測定局設置機器用各種標準ｶﾞｽ

令和元年09月02日

388,300 岡谷酸素株式会社 長野営業所

見積合せ

2019006326 トリアージサイン

令和元年09月02日

218,900 有限会社デンダ

見積合せ

2019006334 木材保護塗料

令和元年09月06日

76,140 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019006350 浅川公民館 館報「あさかわ」印刷 ２回分

令和元年09月06日

47,401 有限会社小池印刷

見積合せ

2019006357 【理振】生物顕微鏡（篠ノ井東中学校）

令和元年09月06日

137,376 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006363 【理振】鉄製スタンド ほか（篠ノ井東中学校） 令和元年09月06日

174,312 有限会社東雲堂

見積合せ

51,667 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006366 【理振】真空鈴実験セット（篠ノ井東中学校）

令和元年09月06日

2019006375 【理振】人体骨格模型 ほか（保科小学校）

令和元年09月06日

154,872 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006376 【理振】生物顕微鏡（保科小学校）

令和元年09月06日

85,320 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006377 【理振】アイスメーカー（保科小学校）

令和元年09月06日

43,200 有限会社東雲堂

見積合せ

【理振】デジタル酸素濃度チェッカー ほか（保
令和元年09月06日
科小学校）

124,632 有限会社東雲堂

見積合せ

480,600 協和医科器械株式会社

見積合せ

2019006379

2019006380 卓上型高圧蒸気滅菌器

令和元年09月02日

2019006389 【理振】鉄製スタンドみにべ～（保科小学校）

令和元年09月06日

67,500 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006392 芹田小 カラー大玉

令和元年09月06日

58,428 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019006394 芋井小 デジタル身長計

令和元年09月06日

52,920 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9月30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

2019006401 給与支払報告書総括表（連続帳票）の印刷

令和元年09月06日

84,975 長野印刷商工株式会社

見積合せ

2019006405 折りたたみホワイトボード

令和元年09月06日

54,879 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019006407 ヘルメット

令和元年09月06日

58,320 有限会社デンダ

見積合せ

2019006411 芋井小 プリンター

令和元年09月06日

56,160 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019006412 携帯輸液台

令和元年09月13日

84,590 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019006424 川中島中 直流電源装置

令和元年09月06日

66,960 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006425 川中島中 双眼実体顕微鏡

令和元年09月06日

82,080 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006427 鍋屋田小 オージオメータ

令和元年09月06日

90,720 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006433 川中島中 オージオメーター

令和元年09月06日

135,000 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006435 ごみ袋

令和元年09月06日

278,640 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019006436 川中島中 デジタル身長体重計

令和元年09月06日

141,480 土屋メディカル株式会社

見積合せ

2019006439 ウィル・ステラＶほか

令和元年09月06日

77,792 土屋メディカル株式会社

見積合せ

2019006442 印刷機（理想オルフィス）用インク

令和元年09月09日

431,568 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019006443 川中島中学校 卓球台

令和元年09月06日

114,480 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019006451 芹田総合市民センター 除雪機

令和元年09月09日

291,500 株式会社クボタ建機ジャパン 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9月30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

2019006455 過塩素酸 特級 500g 60-62% ほか

令和元年09月06日

32,049 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ

2019006479 教育センター シャーレ（ペトリ皿）

令和元年09月06日

32,400 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006483 更北中 回転式黒板

令和元年09月06日

80,568 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006489 庁用車（8-50）スタッドレスタイヤ

令和元年09月06日

85,470 株式会社タイヤショップ島田

見積合せ

2019006500 防草シートほか

令和元年09月06日

441,082 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019006501 消火器

令和元年09月06日

175,338 有限会社デンダ

見積合せ

2019006503 市立長野高等学校 EPトナーカートリッジ

令和元年09月06日

2019006507 テプラテープほか 第二学校給食センター

令和元年09月06日

2019006509 セラミックメタルハライドランプ

令和元年09月06日

79,866 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019006510 消防局 加湿機

令和元年09月06日

45,144 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019006521 DPD残塩チェッカー（北部出張所）

令和元年09月06日

57,510 甲信商事株式会社 長野営業所

見積合せ

2019006525 ファイリングキャビネット

令和元年09月18日

2019006532

77,652 カシヨ商事株式会社
122,618 株式会社ヒシヤ

「スプレー缶啓発ポスター・ライター・電池の啓
令和元年09月02日
発ポスター」の印刷

見積合せ
見積合せ

287,760 株式会社ヒシヤ

見積合せ

587,520 有限会社アッツーロ

一者随契

2019006535 ＴＯＴＯ水石けん液

令和元年09月06日

23,652 宮下鋼機株式会社

見積合せ

2019006536 デジタル体重計

令和元年09月06日

37,800 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9月30日現在
契約番号
2019006537

件名
第29回長野市風景画展 ポスター及び案内
状

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

68,310 有限会社アッツーロ

令和元年09月06日

契約方法
見積合せ

2019006539 冷却水処理剤（レジオクラッシュ）

令和元年09月06日

155,520 和田産業株式会社

見積合せ

2019006540 牧草種

令和元年09月09日

602,605 株式会社大丸屋商店

見積合せ

2019006542 便座除菌クリーナー

令和元年09月06日

2019006543 尿素・除草剤

令和元年09月06日

144,072 株式会社大丸屋商店

見積合せ

2019006544 アキュジーンm－CT/NG ほか

令和元年09月11日

328,968 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019006545 長沼小 カッティングマシン

令和元年09月06日

33,631 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019006546 山王、象山保育園 保育教材 玩具 ほか

令和元年09月06日

25,088 株式会社長野チャイルド

見積合せ

令和元年09月06日

43,027 学研・田儀商事

見積合せ

2019006550

山王、象山保育園 保育教材 ままごと玩具
ほか

34,992 株式会社長野サラヤ商会

229,392 長野包装株式会社

見積合せ

見積合せ

2019006552 紙製手提げ袋

令和元年09月10日

2019006553 消防局 充電式生垣バリカン

令和元年09月06日

2019006556 バレルトラップ(熊檻)

令和元年09月09日

285,120 竹内鋼建有限会社

一者随契

2019006559 デュオパス・ベロトキシン ほか

令和元年09月09日

305,027 土屋メディカル株式会社

見積合せ

2019006561 篠ノ井西小 電動スクリーン

令和元年09月06日

302,500 エイブイシーシステムズ株式会社

見積合せ

2019006565 お薦め絵本リスト

令和元年09月13日

37,674 株式会社ナガノ機工

37,400 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9月30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

2019006571 コースロープ巻取器

令和元年09月12日

275,000 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019006575 超音波風速計

令和元年09月13日

790,900 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019006576 青木島保育園 日用品 ソフトすのこ（青）

令和元年09月06日

110,160 有限会社日本幼年教育研究社

見積合せ

2019006577 象山保育園 保育教材 ままごと玩具 ほか

令和元年09月06日

47,250 有限会社長野世界文化社

見積合せ

令和元年09月06日

26,676 信州ブックス株式会社

見積合せ

2019006586

山王、長沼、象山保育園 保育教材 玩具
（ぽぽちゃん人形）ほか

2019006588 小中学校 消火器

令和元年09月09日

503,360 有限会社デンダ

見積合せ

2019006594 裾花中 プロジェクター

令和元年09月06日

313,200 エイブイシーシステムズ株式会社

見積合せ

山王保育園（支援センター）保育教材 玩具
ほか

令和元年09月06日

20,871 有限会社長野世界文化社

見積合せ

2019006610 ボールペン(名入れ）

令和元年09月06日

42,336 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019006611 ワイヤレスアンプほか

令和元年09月06日

119,772 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019006629 クリヤーホルダー・紙ラベル・付箋

令和元年09月06日

104,781 株式会社柳沢商店

見積合せ

2019006640 松代中 健康診断票格納庫

令和元年09月13日

79,920 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006641 親子わくわくフェスタちらし

令和元年09月13日

99,000 富士印刷株式会社

見積合せ

2019006651 マイクロＳＤカード 他 購入

令和元年09月06日

42,120 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019006654 WISC－Ⅳ知能検査 記録用紙 ほか

令和元年09月13日

2019006599

192,132 株式会社しんきょうネット
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年9月30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

2019006655 松代中 スマート液晶視力計

令和元年09月13日

2019006668 デジタイマ（多機能表示器）

令和元年09月06日

2019006670 犀陵中学校 メディックスチェア

令和元年09月06日

129,600 株式会社蔦友

見積合せ

2019006673 学校手洗石鹸（小中学校分）ほか

令和元年09月09日

327,477 株式会社信防エディックス

見積合せ

2019006674 生ごみ処理機（大岡学校給食共同調理場）

令和元年09月13日

56,700 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019006677 ガバットファイル ほか

令和元年09月06日

39,457 有限会社竹村文具店

見積合せ

32,292 有限会社日本幼年教育研究社

見積合せ

2019006678

100,440 有限会社長野教育システム

契約方法

63,612 株式会社中屋スポーツ

柳町保育園 ままごとキッチン・ネオオープン
令和元年09月06日
シェルフ（一時預かり）

見積合せ
見積合せ

2019006682 柳町中学校 検流計

令和元年09月06日

324,000 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006684 中条中学校 大判複合機

令和元年09月06日

367,200 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006694 篠ノ井総合市民センター スツール

令和元年09月06日

99,000 株式会社蔦友

見積合せ

2019006703 シュレッダー

令和元年09月06日

140,400 株式会社ヒシヤ

見積合せ

116,227 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019006706

液体ハンドソープ、専用サニテートディスペン
令和元年09月13日
サー容器

2019006708 投薬ケース

令和元年09月13日

54,810 土屋メディカル株式会社

見積合せ

2019006716 大岡歯科診療所 キャストウェル ＭＣ 12%

令和元年09月13日

58,320 株式会社滝沢歯科器械店 長野営業所

見積合せ

2019006718 信更診療所（歯科）歯切削機器一式

令和元年09月13日

170,985 株式会社滝沢歯科器械店 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9月30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

2019006728 青木島小 組立移動舞台

令和元年09月19日

330,480 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006731 大岡農村文化交流センター 暖炉用薪

令和元年09月13日

60,720 長野森林組合

見積合せ

2019006732 パソコンソフトウェア等の購入

令和元年09月18日

219,304 株式会社光陽

見積合せ

2019006738 パソコンソフト等の備品購入

令和元年09月18日

316,699 株式会社光陽

見積合せ

2019006741 市民税・県民税申告書一式

令和元年09月19日

1,041,700 株式会社電算

見積合せ

2019006745 ネットワークカメラ

令和元年09月13日

115,560 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019006749 ステンレスマグボトルの購入（テキスト入り）

令和元年09月13日

168,372 株式会社ながの東急百貨店

見積合せ

57,250 アズサイエンス株式会社 長野営業所

2019006751 0.025mol/L ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ溶液500mL ほか 令和元年09月13日

102,708 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ
見積合せ

2019006752 Millipak Express 40 ﾌｨﾙﾀｰ ほか

令和元年09月13日

2019006757 大和時計ほかの購入

令和元年09月13日

78,343 株式会社ながの東急百貨店

見積合せ

2019006769 講義用デスクの購入

令和元年09月13日

40,700 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019006787 通明小 配膳台

令和元年09月13日

42,120 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006794 バタ式フロート弁 A-1型

令和元年09月18日

579,960 株式会社本久

見積合せ

2019006795 40mLﾊﾞｲｱﾙ用ｾﾌﾟﾀﾑ(I-CHEM)2千個入

令和元年09月13日

131,760 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019006805 高精度デジタル乳児体重計

令和元年09月13日

66,960 土屋メディカル株式会社
9

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年9月30日現在
契約番号

契約日

件名

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

2019006821 青木島小 絵画作品乾燥棚

令和元年09月13日

2019006829 青木島小学校 スタンド式アクリル地球儀

令和元年09月13日

111,240 有限会社東雲堂

見積合せ

2019006832 ポスターパネル、パネルスタンド

令和元年09月13日

24,090 株式会社ヒシヤ

見積合せ

令和元年09月13日

51,840 株式会社アイホー 長野営業所

見積合せ

2019006848 消防局 文房具

令和元年09月13日

25,466 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019006851 （第四）ドライヤーほか

令和元年09月13日

77,116 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019006852 消防局 日用品（洗剤等）

令和元年09月13日

86,692 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019006855 国民健康・栄養調査に伴う歩数計

令和元年09月11日

2019006857 消防局 日用品（清掃用品等）

令和元年09月13日

28,080 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

令和元年09月13日

75,240 有限会社エスピーセンター

見積合せ

令和元年09月13日

63,002

2019006840

2019006858

食器かご用ネームプレート
センター

第二学校給食

給与支払報告書総括表用窓あき封筒（区内
特別・料金後納）の印刷

2019006862 普通徴収切替理由書の印刷
2019006864

133,056 株式会社オダカ

給食用使い捨て手袋等（皐月かがやきこども
令和元年09月13日
園ほか）

2019006865 子育て応援LINE登録案内チラシの印刷

令和元年09月13日

2019006866 ポリ管用ソケット

令和元年09月13日

2019006867

67,723 株式会社しんきょうネット

契約方法

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

47,300 株式会社青山クリエート

見積合せ

35,750 アズサイエンス株式会社 長野営業所
10

一者随契

369,149 株式会社丸吉小林商店

240,310 宮下鋼機株式会社

柄付採水器 かまぼこ型採水缶（ステンレス）
令和元年09月13日
A-500K

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9月30日現在
契約番号

件名

2019006868 パックテスト ホウ素 ほか
2019006870 多目的キャビネット

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

令和元年09月13日

第二学校給食センター 令和元年09月13日

相手方名称

契約方法

23,353 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

48,600 株式会社アイホー 長野営業所

見積合せ

2019006871 ソフトカードケース 第二学校給食センター

令和元年09月13日

27,000 株式会社蔦友

見積合せ

2019006872 篠ノ井東中 合成スポンジマット

令和元年09月13日

80,568 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019006873 篠ノ井東中 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ一式

令和元年09月13日

2019006876 検査器材（50μLミクロセル）

令和元年09月13日

51,300 株式会社理学 長野営業所

見積合せ

2019006881 エプロン

令和元年09月13日

63,201 有限会社長野世界文化社

見積合せ

2019006894 トイレ用水石けん

令和元年09月13日

29,565 宮下鋼機株式会社

見積合せ

2019006895 消防局 掃除機

令和元年09月13日

34,516 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019006906 徳間小 ポスタープリンター

令和元年09月17日

295,920 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006909 窓あき封筒

令和元年09月13日

50,160 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019006912 法人窓あき用封筒

令和元年09月13日

44,496 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019006913 寺尾小 ロイター板

令和元年09月24日

33,660 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019006914 保育園 事務用品（シュレッダーほか）

令和元年09月13日

24,818 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019006915 信州新町保育園 玩具

令和元年09月13日

32,054 有限会社日本幼年教育研究社

見積合せ

174,960 有限会社長野映研
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年9月30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

2019006916 ＮＥＷファインカラーＡ４判 ピンク

令和元年09月13日

29,646 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019006936 ＣＤレコーダー

令和元年09月13日

50,220 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019006942 アンプ付きスピーカー

令和元年09月13日

57,996 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019006953 教育センター 雲発生実験器ほか

令和元年09月13日

42,962 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019006973 篠ノ井総合市民センター キャビネットほか

令和元年09月17日

453,600 株式会社蔦友

見積合せ

2019006978 デジタル小電力コミュニティ無線機

令和元年09月17日

493,560 昭和通信特機株式会社

見積合せ

2019006984 pH・電気伝導率計

令和元年09月24日

154,000 高山理化精機株式会社 長野支店

見積合せ

2019006991 精密体重計

令和元年09月24日

37,950 土屋メディカル株式会社
120,960 株式会社中屋スポーツ

2019006992 篠ノ井総合市民センター ステージ用ステップ 令和元年09月13日
2019006997 トータル収納用口座振替不能通知書 40CL

令和元年09月18日

山王保育園（一時預かり）保育教材 玩具 ほ
令和元年09月13日
か
中央、西部、象山保育園 電化製品 （ＣＤカ
令和元年09月13日
2019007008
セットレコーダーほか）
2019007006

見積合せ
見積合せ

57,200 株式会社電算

一者随契

48,189 信州ブックス株式会社

見積合せ

36,666 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019007010 境界表示板

令和元年09月24日

133,980 オガワ企画

見積合せ

2019007019 薬品用保冷庫

令和元年09月26日

693,000 高山理化精機株式会社 長野支店

見積合せ

2019007045 針なしステープラー 外 8件

令和元年09月24日

88,176 株式会社ヒシヤ
12

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年9月30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

2019007050 チューブファイルほか

令和元年09月30日

39,117 有限会社竹村文具店

見積合せ

2019007052 小・中学校配布チラシ（えこねくしょん）

令和元年09月24日

98,814 富士印刷株式会社

見積合せ

2019007055 軽量棚（組立・取付込み）

令和元年09月24日

77,220 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019007064 民生委員・児童委員標示板

令和元年09月24日

148,500 株式会社第一ネーム

見積合せ

2019007066 長野市若里分室用郵便受け

令和元年09月30日

125,180 株式会社平林金物店

見積合せ

2019007075 FF式ガスストーブ

令和元年09月30日

168,300 新潟燃商株式会社 長野支店

見積合せ

2019007080 下氷鉋小学校 拡大コピー機

令和元年09月25日

297,000 タイガー情報機器株式会社

見積合せ

2019007090 裾花小 回転両面ホワイトボード

令和元年09月24日

60,280 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019007092 裾花小 フロアケース

令和元年09月24日

41,800 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019007094

【理振】エネルギー保存の法則実験器 速度
測定器付（大岡中学校）

205,150 有限会社東雲堂

令和元年09月26日

見積合せ

2019007095 エアコン

令和元年09月24日

99,314 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019007096 不凍液

令和元年09月24日

34,650 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019007100 クォンティフェロンTBゴールドプラス ほか

令和元年09月26日

2019007106 南部小 衝立

令和元年09月24日

2019007111 南部小 耕運機

令和元年09月24日

442,915 アズサイエンス株式会社 長野営業所
81,400 株式会社しんきょうネット
178,200 株式会社奥山工機
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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9月30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

2019007112 プラスチック杭ほか

令和元年09月25日

228,987 株式会社システム

見積合せ

2019007114 篠西中 ジェットヒーター

令和元年09月30日

187,825 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019007119 篠西中 卓球台

令和元年09月30日

86,900 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019007126 スコッチコーン ほか

令和元年09月24日

14,612 株式会社平林金物店

見積合せ

2019007129

【理振】電気の利用実験ボードほか（東条小
学校）

2019007133 南部小 作品乾燥棚

令和元年09月24日

105,160 有限会社東雲堂

見積合せ

令和元年09月24日

70,400 有限会社東雲堂

見積合せ

52,140 有限会社長野教育システム

見積合せ

221,100 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019007136 【理振】防水型中心温度計ほか（東条小学校） 令和元年09月24日
2019007144 【理振】サーモグラフィほか（東条小学校）

令和元年09月26日

2019007145 【理振】アイスメーカー（東条小学校）

令和元年09月24日

2019007163 番重、番重蓋 第二学校給食センター

令和元年09月24日

121,539 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019007169 パンフレット(歯と口の健康づくり）

令和元年09月13日

62,700 株式会社東京法規出版

一者随契

2019007171 キシリトール咀嚼チェックガム

令和元年09月24日

78,375 土屋メディカル株式会社

見積合せ

2019007189 三輪小 充電式刈払機

令和元年09月30日

64,405 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019007191 保育園 薬品（アルペットＨＮ等）

令和元年09月24日

63,360 株式会社長野サラヤ商会

見積合せ

2019007192 保育園 薬品（ピューラックス）

令和元年09月24日

79,200 株式会社小林薬局

見積合せ

45,815 有限会社東雲堂
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年9月30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

2019007195 保育園 紙製品

令和元年09月24日

2019007196 保育園 カラービニパック・不織布

令和元年09月27日

288,530 有限会社長野世界文化社

見積合せ

2019007198 保育園 クラフトテープ ほか

令和元年09月25日

241,631 株式会社ヒシヤ

見積合せ

令和元年国民健康・栄養調査、県民健康・栄
令和元年09月25日
養調査対象者への報償品

253,433 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019007199

90,532 株式会社ヒシヤ

契約方法
見積合せ

2019007266 誘導灯用バッテリー

令和元年09月30日

45,595 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019007286 窓あき封筒の印刷

令和元年09月30日

64,240 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019007288

川中島中 デジタル生物顕微鏡 ＮＪＬＩＩ－ＨＤ
令和元年09月30日
ＭＩ

2019007307 テーブル（浅川子どもプラザ）
篠ノ井総合市民センター 投影対応ホワイト
ボード

101,200 有限会社東雲堂
55,000 有限会社梅木屋荒物雑貨店

令和元年09月30日

見積合せ
見積合せ

令和元年09月30日

123,200 株式会社蔦友

見積合せ

2019007310 償却資産申告書送付用窓空き封筒

令和元年09月30日

219,120 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019007311 償却資産申告書返信用封筒

令和元年09月30日

43,780 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019007312 湯谷小学校 足ふきマット部品

令和元年09月30日

178,926 株式会社柳沢今朝喜商店

見積合せ

2019007313 償却資産簡易申告書

令和元年09月30日

48,950 中外印刷株式会社

見積合せ

2019007322 ステンフタ付き万能カゴ ほか

令和元年09月30日

37,653 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019007326 スタッドレスタイヤ ３台分

令和元年09月30日

495,440 株式会社タイヤショップ島田

見積合せ

2019007309
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入札（見積）結果報告書
令和1年9月30日現在
契約番号
2019007330

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

長野市農業研修センター 受講生募集パンフ
令和元年09月30日
レット

2019007338 記念品

令和元年09月30日

郵便料金はかり ＭＰ－１２ 交換用ＲＯＭ
令和元年09月30日
カード
大岡公民館／館報「おおおか」発行 第49号・
令和元年09月30日
2019007351
第50号
2019007341

相手方名称

契約方法

52,800 有限会社アッツーロ

見積合せ

38,786 株式会社ヒシヤ

見積合せ

28,710 株式会社ヒシヤ

見積合せ

47,520 有限会社小池印刷

見積合せ

2019007356 スタッドレスタイヤ（エスティマ用）

令和元年09月30日

99,000 株式会社タイヤショップ島田

見積合せ

2019007370 訓練用ＡＥＤトレーニングパッド

令和元年09月30日

90,200 中日本メディカルリンク株式会社 長野事業所

見積合せ

2019007377 長野市国際交流報告書

令和元年09月30日

156,200

2019007378 鬼無里歯科診療所 LED可視光線照射器

令和元年09月30日

157,850 株式会社滝沢歯科器械店 長野営業所

2019007399 ウイルス対策ソフト（SymcEndpntPrtctn）

令和元年09月30日

2019007406 インクカートリッジ

令和元年09月30日

2019007832 青木島保育園給食室 バーナー購入

令和元年09月30日

45,100 株式会社マルゼン 長野営業所

一者随契

2019008232 認証マークのシート印刷

令和元年09月06日

47,520 ホクト産業株式会社

見積合せ

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

62,832 株式会社光陽
157,520 株式会社柏与ビジネスセンター

16

見積合せ
見積合せ
見積合せ
見積合せ

