入札（見積）結果報告書
令和1年10月31日現在
契約番号

件名

2019005824 ハンドガイド式 小型除雪機
2019005955

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

4,158,000 トヨタエルアンドエフ長野株式会社 長野営業所

令和元年10月18日

自吸式ガソリンエンジン搭載渦巻ポンプ（可搬
令和元年10月23日
式ポンプ タイヤ付）

契約方法
指名競争入札

858,000 長野機材株式会社

指名競争入札

2019006108 令和２年度 健康カレンダーの印刷

令和元年10月18日

2,970,000 富士印刷株式会社

指名競争入札

2019006522 封入・封かん機

令和元年10月21日

2,640,000 株式会社トヤ・ジムキ

指名競争入札

2019006534 湯谷小学校 肋木クライミングウォール

令和元年10月17日

929,500 株式会社中屋スポーツ

指名競争入札

2019006562 バックストロークレッジ

令和元年10月17日

2,904,000 株式会社中屋スポーツ

指名競争入札

2019006685 消防用ホース（消防団）

令和元年10月18日

1,524,600 株式会社北信ポンプ 長野営業所

指名競争入札

2019006689 安茂里ポンプ場３号細断機部品

令和元年10月18日

9,460,000 巴工業株式会社 機械本部

指名競争入札

2019006740 回転式破砕機用部品ほか

令和元年10月11日

8,318,200 エスエヌ環境テクノロジー株式会社 東京支店

一者随契

2019006783 手術用ＬＥＤ無影灯

令和元年10月23日

2,343,000 共栄医科器械株式会社

指名競争入札

令和元年10月18日

1,276,000 トヨタエルアンドエフ長野株式会社 長野営業所

指名競争入札

2019006802 小型動力消防ポンプ（消防団）

令和元年10月18日

4,224,000 株式会社小林ポンプ防災

指名競争入札

2019006804 小型動力消防ポンプ付軽積載車（消防団）

令和元年10月18日

12,533,109 株式会社小林ポンプ防災

指名競争入札

2019007052 小・中学校配布チラシ（えこねくしょん）

令和元年10月18日

105,414 富士印刷株式会社

見積合せ

2019007180 デジタル印刷機（芋井公民館）

令和元年10月02日

319,000 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019006784

ハンドガイド式 小型除雪機（除雪幅90cm以
上）

1

入札（見積）結果報告書
令和1年10月31日現在
契約番号

件名

2019007265 インク

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

555,500 エイブイシーシステムズ株式会社

見積合せ

301,400 有限会社長野教育システム

見積合せ

令和元年10月01日

217,800 株式会社蔦友

見積合せ

2019007319 篠ノ井総合市民センター 教壇

令和元年10月01日

258,720 株式会社蔦友

見積合せ

2019007346 舗装 補修用ＳＲＫシール Ｃ

令和元年10月04日

171,600 トライアン株式会社

見積合せ

2019007411 予防接種ディスポザブル注射器、注射針

令和元年10月04日

155,430 土屋メディカル株式会社

見積合せ

2019007412 訓練用ＡＥＤトレーニングパッド

令和元年10月04日

191,070 協和医科器械株式会社

見積合せ

2019007426 鍋屋田小 人体骨格模型

令和元年10月04日

2019007270

櫻ケ岡中 ポスタープリンターかくだい君 専
令和元年10月29日
用スタンド付

2019007285 篠ノ井東中

2019007447

令和元年10月03日

ｽｸﾘｰﾝ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

給与支払報告書の提出について（お願い）の
令和元年10月04日
印刷

41,800 有限会社長野教育システム

見積合せ

47,520 富士印刷株式会社

見積合せ

36,932 有限会社みすず

見積合せ

2019007453 松代中 体積原理実験器

令和元年10月04日

2019007493 篠ノ井支所 デスクトレーほか

令和元年10月04日

233,552 株式会社蔦友

見積合せ

2019007496 篠ノ井支所 軽量ラック

令和元年10月04日

46,200 株式会社蔦友

見積合せ

2019007498 50％メタノール

令和元年10月04日

2019007511 防火ポスター

令和元年10月04日

2019007542 冷凍冷蔵庫（朝陽子どもプラザ）

令和元年10月11日

202,400 鍋林株式会社 長野営業所
40,700 株式会社青山クリエート
125,290 株式会社ヤマダ電機 長野営業所
2

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10月31日現在
契約番号

件名

2019007548 真島小 ワイヤレスアンプ
2019007562

契約額

スタッドレスタイヤ 鬼無里分署、鳥居川署、
信濃町分署、新町署

2019007610 ポケットコンパス

相手方名称

契約方法

121,000 有限会社長野教育システム

見積合せ

319,141 株式会社五幸商会

見積合せ

令和元年10月11日

181,526 アルフレッサ株式会社 長野支店

見積合せ

令和元年10月04日

634,700 株式会社タイヤショップ島田

見積合せ

令和元年10月11日

第一学校給食センター アレルギー対応食調
令和元年10月17日
理器具

2019007580 戸隠診療所 ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ
2019007588

契約日
（仮契約日を含む）

98,670 長野森林組合

令和元年10月11日

見積合せ

スタッドレスタイヤ 若槻分署、柳原分署、東部分

2019007611 署、篠ノ井署、更北分署、塩崎分署、松代署、若穂 令和元年10月04日

412,170 株式会社タイヤショップ島田

見積合せ

23,837 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

56,100 ブンカ印刷株式会社

見積合せ

38,115 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

88,440 株式会社タイヤショップ島田

見積合せ

分署

2019007620 消防局 雪かき道具
2019007628

種類別明細書（増加資産・全資産用）（14CK）
令和元年10月11日
の印刷

2019007634 ビーカー ほか
2019007635

令和元年10月11日

令和元年10月11日

局車(三菱キャンター 3-19)用スタッドレスタイ
令和元年10月04日
ヤ

2019007645 戸隠診療所 トナーカートリッジほか

令和元年10月11日

213,510 株式会社光陽

見積合せ

2019007648 芹田支所 ロビーチェアほか

令和元年10月11日

468,314 株式会社蔦友

見積合せ

2019007652 (M10)土嚢袋

令和元年10月11日

2019007655

47,300 株式会社丸吉小林商店

窓あき封筒（法人市民税・事業所税申告書関
令和元年10月11日
係書類送付用）の印刷

2019007670 水中ポンプ

令和元年10月25日

3

見積合せ

214,984 有限会社エスピーセンター

見積合せ

286,605 株式会社ナガノ機工

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年10月31日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

2019007673 DOセンサ ほか

令和元年10月21日

2019007676 記者会見用バックパネル

令和元年10月11日

2019007692 (M10)移植鏝 両刃鎌

令和元年10月11日

2019007719 第一学校給食センター ターナー ほか

令和元年10月16日

相手方名称

69,300 轟産業株式会社 長野営業所
133,870 長野包装株式会社
39,996 株式会社丸吉小林商店

契約方法
見積合せ
見積合せ
見積合せ

475,420 株式会社中西製作所 長野営業所

見積合せ

2019007726 第一学校給食センター ビッグターナー ほか 令和元年10月17日

277,189 株式会社フジマック 長野営業所

見積合せ

2019007729 書架

令和元年10月21日

580,800 株式会社蔦友

見積合せ

2019007730 傾斜複式書架

令和元年10月21日

341,000 株式会社蔦友

見積合せ

2019007734 下駄箱（若槻子どもプラザ）

令和元年10月11日

242,000 株式会社蔦友

見積合せ

2019007735 主菜食缶用の敷き網

令和元年10月16日

336,600 株式会社中西製作所 長野営業所

見積合せ

2019007739 カラー食器

令和元年10月11日

92,235 株式会社中西製作所 長野営業所

見積合せ

2019007764 石灰

令和元年10月16日

2019007766 全面反射腕章

令和元年10月11日

2019007817 窓あき封筒の印刷（料金後納）

令和元年10月11日

110,550 有限会社アッツーロ

見積合せ

2019007819 川中島小 多目的実験台

令和元年10月11日

135,300 丸文通商株式会社 長野支店

見積合せ

2019007827 ポケットティッシュ

令和元年10月21日

75,240 株式会社共和コーポレーション

見積合せ

574,200 ながの農業協同組合
49,500 株式会社三共社
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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10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

2019007842 第一学校給食センター 計量棒

令和元年10月11日

2019007843 ワイヤレスアンプ等の購入

令和元年10月24日

212,553 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019007848 パンフレット「笑顔で広げよう認知症ケア」

令和元年10月04日

158,400 株式会社東京法規出版

一者随契

2019007854 第一学校給食センター 樹脂製食器カゴ

令和元年10月11日

313,390 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019007859 ドラムカートリッジ

令和元年10月11日

2019007869 第一学校給食センター 番重、番重蓋

令和元年10月11日

256,597 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019007870 西条小 展示パネル

令和元年10月11日

148,500 株式会社蔦友

見積合せ

2019007873 側溝導入排水枡清掃用ブラシ

令和元年10月11日

148,500 株式会社中西製作所 長野営業所

見積合せ

2019007877 人権啓発ポスターの印刷

令和元年10月11日

54,208 三和印刷株式会社

見積合せ

2019007878 デザイン入りクリアフォルダー

令和元年10月11日

77,000 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019007888 サンポールほか

令和元年10月21日

21,568 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019007889 第一学校給食センター 清掃用品

令和元年10月16日

2019007900 プロジェクター

令和元年10月21日

2019007902

83,600 株式会社中西製作所 長野営業所

契約方法

49,225 小林クリエイト株式会社 長野営業所

503,712 株式会社中西製作所 長野営業所
58,850 株式会社アトム通信工事

長野市観光情報チラシ（広報ながの付録）第
令和元年10月21日
50号の印刷

2019007903 除雪用路肩竹棒（スノーポール）

令和元年10月17日

5

見積合せ

見積合せ

見積合せ
見積合せ

258,720 富士印刷株式会社

見積合せ

339,240 株式会社平林金物店

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年10月31日現在
契約番号
2019007904

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

（若穂隣保館）わかほ隣保館だより１１１号の
令和元年10月11日
印刷

相手方名称

契約方法

35,200 有限会社小池印刷

見積合せ

2019007908 第一学校給食センター ごみ箱 ほか

令和元年10月25日

462,866 株式会社五幸商会

見積合せ

2019007915 窓口発行用領収書

令和元年10月21日

104,500 有限会社マスダ印刷

見積合せ

120,892 株式会社五幸商会

見積合せ

2019007917 第一学校給食センター ケットル・エアーポット 令和元年10月21日
2019007920 便座除菌クリーナー

令和元年10月21日

19,360 株式会社長野サラヤ商会

見積合せ

2019007925 消防局 全自動洗濯機

令和元年10月11日

37,510 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019007926 消防車両整備用品

令和元年10月11日

2019007927 モルモット保存血液

令和元年10月21日

89,760 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019007935 博物館入場券の印刷

令和元年10月04日

38,500 第一企画株式会社

一者随契

2019007940 アルミプレート

令和元年10月23日

2019007941 文化財所有者管理者研修会 資料

令和元年10月21日

79,200 有限会社小池印刷

見積合せ

2019007948 第一学校給食センター ポリペール

令和元年10月21日

30,745 株式会社柳沢今朝喜商店

見積合せ

令和元年10月21日

78,100 株式会社アトム通信工事

見積合せ

令和元年10月21日

58,300 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019007949

ＯＳＭＯ ＰＯＣＫＥＴ（超小型４Ｋハンディカメ
ラ）

2019007951 蛍光管
2019007953

第一学校給食センター スタッキングチェア
ほか

172,795 有限会社梅木屋荒物雑貨店

527,395 株式会社システム

2,219,800 株式会社蔦友

令和元年10月21日

6

見積合せ

見積合せ

指名競争入札

入札（見積）結果報告書
令和1年10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

2019007959 第一学校給食センター ロッカー ほか

令和元年10月21日

2019007961 鍋屋田小 記録温度計

令和元年10月21日

44,000 有限会社東雲堂

見積合せ

2019007963 エンジン式高枝チェーンソー

令和元年10月21日

57,420 宮下鋼機株式会社

見積合せ

2019007965 共和小 マイクロビット

令和元年10月21日

57,200 有限会社東雲堂

見積合せ

令和元年10月21日

50,710 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019007966

ペットボトル・空き缶回収用ネット（小中学校
用消耗品）

6,303,000 株式会社蔦友

契約方法
指名競争入札

2019007975 除雪機

令和元年10月30日

630,300 株式会社前田製作所 長野営業所

見積合せ

2019007980 ２ドア冷凍冷蔵庫

令和元年10月21日

35,728 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019007982 2mol/Lメタンスルホン酸 100ml

令和元年10月21日

29,414 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019007984 消防局 シュレッダー

令和元年10月21日

49,170 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019007998 選挙の記録 第72号

令和元年10月23日

286,880

2019008009 5000クライオバイアル ほか

令和元年10月25日

333,036 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019008010 パールコア デスオキシコーレイト培地 ほか

令和元年10月25日

323,730 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019008028 サドル付分水栓

令和元年10月21日

15,400 宮下鋼機株式会社

見積合せ

2019008029 音聴棒

令和元年10月21日

62,944 宮下鋼機株式会社

見積合せ

2019008030 ブルーシートほか

令和元年10月21日

21,527 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

7

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10月31日現在
契約番号

件名

契約日

2019008038 城東小 フットサルゴール

令和元年10月23日

2019008040 山王小学校 プログラミング実験セット

令和元年10月21日

2019008043

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

308,000 株式会社中屋スポーツ

長野市市税等口座振替依頼書（自動払込利
令和元年10月21日
用申込書）

契約方法
見積合せ

88,000 有限会社東雲堂

見積合せ

148,720 中外印刷株式会社

見積合せ

2019008044 更北中 バレーボールネット

令和元年10月21日

34,650 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019008053 エンジンカッター替刃

令和元年10月21日

43,010 株式会社平林金物店

見積合せ

2019008059 篠ノ井東小 包丁まな板収納庫

令和元年10月21日

169,554 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019008075 加茂小 フルカラー拡大コピー機

令和元年10月24日

245,850 タイガー情報機器株式会社

見積合せ

2019008090 消防局 全自動洗濯機

令和元年10月21日

2019008096 資源物収集用ネット袋

令和元年10月21日

178,200 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019008097 保育園 薬品（ピューラックス）

令和元年10月21日

108,075 株式会社小林薬局

見積合せ

2019008101

若槻小 ノートパソコン、タブレット充電キャビ
令和元年10月28日
ネット

2019008103 料金受取人払郵便封筒
2019008110

24,420 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

雪かき・ハンドラッセル・雪ハネ（小中学校用
消耗品）

令和元年10月21日

82,500 株式会社蔦友

見積合せ

29,040 栄光社印刷株式会社

見積合せ

253,077 株式会社五幸商会

令和元年10月25日

見積合せ

見積合せ

2019008114 埋・火葬許可証入れ(封筒)

令和元年10月21日

42,350 栄光社印刷株式会社

見積合せ

2019008116 鬼無里中 双眼実体顕微鏡

令和元年10月28日

69,080 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10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

84,700 株式会社柳沢商店

契約方法

2019008117 保険証カードケース・カードカバー

令和元年10月21日

2019008123 共和小 ポスタープリンター

令和元年10月29日

2019008130 ブルーシート

令和元年10月21日

66,000 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019008136 ヘキサン 3L ほか

令和元年10月21日

37,202 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ

2019008137 NECプラットフォームズ製故障通報装置

令和元年10月24日

571,560 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019008138 高圧限流ヒューズ ほか

令和元年10月21日

168,850 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019008140 保育園 折り紙

令和元年10月21日

2019008141 芹田小 ワイヤレスアンプほか

令和元年10月28日

151,800 長野映像株式会社

見積合せ

2019008145 保育園 日用品（ラップ等）

令和元年10月23日

395,707 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019008154 保育園 農林水産物（肥料等 園芸用品）

令和元年10月21日

139,177 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019008168 固相ｶﾗﾑ(PLS-3),IC用ﾊﾞｲｱﾙ

令和元年10月28日

154,550 株式会社上條器械店 長野営業所

見積合せ

2019008174 上質紙

令和元年10月28日

2019008176 変更連絡はがきの印刷

令和元年10月31日

2019008179 東条小 プロジェクター

令和元年10月28日

2019008183 （第四）サラダトング

令和元年10月28日

301,400 有限会社長野教育システム

75,900 株式会社蔦友

64,768 株式会社ヒシヤ
1,278,970 トッパン・フォームズ株式会社 長野営業所
135,080 有限会社長野教育システム
32,890 株式会社丸吉小林商店
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見積合せ
見積合せ

見積合せ

見積合せ
見積合せ
見積合せ
見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年10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

27,588 株式会社ナガノ機工

契約方法

2019008186 LEDセンサーライト（ソーラー式）

令和元年10月28日

2019008205 長野市共通使用封筒（長３号無地）の印刷

令和元年10月28日

306,900 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019008207 除塵機用フィルター

令和元年10月30日

258,720 株式会社本久

見積合せ

464,200 株式会社アサヒエージェンシー

一者随契

2019008214 地附山トレッキングマップ（日本語版・英語版） 令和元年10月31日

53,900 富士印刷株式会社

見積合せ

見積合せ

2019008215 認知症（ケアパス）パンフレットの印刷

令和元年10月28日

2019008243 少年用サッカーゴールネット

令和元年10月28日

103,356 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019008245 保育園 空気清浄機用フィルター

令和元年10月28日

131,121 宮下鋼機株式会社

見積合せ

2019008249 仕切弁表函ほか

令和元年10月28日

112,873 宮下鋼機株式会社

見積合せ

2019008250 試験管(ﾘﾑ付) 27ml (18×180×1.2) ほか

令和元年10月28日

2019008251 東部浄化センター汚泥供給ポンプ用部品

令和元年10月28日

2019008270 東部浄化センタートラックスケール用部品

令和元年10月28日

89,760 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019008273 教育センターだより（第199号）の印刷

令和元年10月28日

46,750 富士印刷株式会社

見積合せ

2019008275 原動機付自転車・小型特殊自動車標識

令和元年10月30日

242,226 共和工業株式会社

見積合せ

長野市資源再生センターだより（臨時号）の印
令和元年10月28日
刷

56,545 信教印刷株式会社

見積合せ

57,750 株式会社ヒオキ楽器

見積合せ

2019008291

2019008296 塩崎保育園 キーボード

45,093 株式会社ナガノ機工
122,980 株式会社奥山工機

令和元年10月29日
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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10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

2019008398 真田邸 パンフレットの印刷

令和元年10月24日

99,000 富士印刷株式会社

一者随契

2019008418 消防局 水中長靴

令和元年10月14日

70,224 有限会社梅木屋荒物雑貨店

一者随契

2019008553 認知症サポーター養成講座用 副読本

令和元年10月31日

94,060 特定非営利活動法人 地域ケア政策ネットワーク 一者随契
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