入札（見積）結果報告書
令和1年11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

2019007276 回転式破砕機用ハンマー

令和元年11月21日

1,531,200 株式会社苅野

指名競争入札

2019007462 第一学校給食センター スライサー刃

令和元年11月15日

1,785,850 株式会社中西製作所 長野営業所

指名競争入札

2019007499 戸隠中学校体育館暗幕

令和元年11月15日

1,267,200 株式会社柳沢今朝喜商店

指名競争入札

2019007544 公共ごみ専用指定袋

令和元年11月15日

1,232,000 株式会社信防エディックス

指名競争入札

2019007680 令和２年度各種検診のご案内の印刷

令和元年11月15日

3,178,890 第一企画株式会社

指名競争入札

2019007718 第一学校給食センター 調理作業用被服

令和元年11月20日

2,392,632 長野リネンサプライ株式会社

指名競争入札

2019007724 長野市消防団活動服

令和元年11月15日

5,764,000 有限会社デンダ

指名競争入札

2019007731 長野市消防団活動用雨衣

令和元年11月15日

3,152,820 信濃衣料株式会社

指名競争入札

2019007732

第一学校給食センター 全自動洗濯機・衣類
令和元年11月15日
乾燥機

812,900 株式会社ミタカ 長野営業所

指名競争入札

752,400 ミドリ安全長野株式会社

指名競争入札

2019007733 第一学校給食センター 調理作業用短靴

令和元年11月15日

2019007743 第一学校給食センター ホテルパン

令和元年11月15日

1,243,000 株式会社ミタカ 長野営業所

指名競争入札

2019007760 複合ガス検知器

令和元年11月20日

2,640,000 岡谷酸素株式会社 長野営業所

指名競争入札

2019008187 トナーカートリッジ

令和元年11月01日

316,800 株式会社富士通エフサス 長野支社

見積合せ

2019008303 シーケンサ

令和元年11月05日

238,425 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019008322 ＦＦ式石油暖房機

令和元年11月07日

240,900 新潟燃商株式会社 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11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

2019008327 マグネットバー 外 18件

令和元年11月01日

62,791 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019008339 ﾒﾀﾉｰﾙ特級 3L ほか

令和元年11月01日

41,305 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019008340 Waters LC/MS用ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾚﾋｰﾀｰ ほか

令和元年11月01日

95,480 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019008352 ウイルス対策ソフト（事務局教育ネット）

令和元年11月01日

39,864 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019008362 消火器（粉末・液体）

令和元年11月11日

134,750 有限会社デンダ

見積合せ

2019008363 検査用試薬（臭素酸イオン標準液、外７品）

令和元年11月11日

61,663 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ

2019008367 無反動大ハンマー (ウレタン) ほか

令和元年11月01日

57,541 株式会社平林金物店

見積合せ

2019008368 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋開閉用ﾊﾞｰﾙ ほか

令和元年11月01日

35,200 トライアン株式会社

見積合せ

2019008369 キムワイプS-200 72箱入 ほか

令和元年11月01日

19,360 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019008390 防護服

令和元年11月01日

2019008391

長野市資源再生センターだより（第４２号）の
印刷

2019008392 大岡歯科診療所 キャストウェル ＭＣ 12%
2019008421

307,615 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

令和元年11月01日

53,595 日本平版印刷株式会社

見積合せ

令和元年11月01日

64,350 株式会社滝沢歯科器械店 長野営業所

見積合せ

市民税・県民税申告書送付用窓あき封筒、返
令和元年11月11日
信用封筒印刷

2019008427 戸隠診療所 OER-4専用消毒液（６本入り）

令和元年11月11日

2019008436 ＴＯＴＯ水石けん液

令和元年11月11日

211,970 有限会社エスピーセンター

見積合せ

138,996 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ

25,599 宮下鋼機株式会社
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年11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

2019008441 QuantiTect Probe RT-PCR Kit (200) ほか

令和元年11月11日

285,285 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019008442 Platinum SuperFi PCR Master Mix ほか

令和元年11月11日

386,677 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019008446 2020年交通安全絵画カレンダー

令和元年11月11日

63,008 有限会社アッツーロ

見積合せ

2019008450 滅菌剤

令和元年11月11日

37,840 株式会社長野サラヤ商会

見積合せ

2019008453 カルシウム除去剤

令和元年11月11日

127,512 株式会社長野サラヤ商会

見積合せ

2019008491 エジンバラ質問票等の印刷

令和元年11月11日

68,750 有限会社マスダ印刷

見積合せ

2019008493 （第四）丸蓋あけ

令和元年11月15日

39,160 株式会社中西製作所 長野営業所

見積合せ

2019008495 客席用椅子

令和元年11月29日

2019008504 新生児家庭訪問指導票等の印刷

令和元年11月11日

52,635 有限会社勧業印刷所

見積合せ

2019008510 正弦波インバータ搭載非常用発電機

令和元年11月11日

77,110 株式会社前田製作所 長野営業所

見積合せ

2019008512 QIAmp Viral RNA Mini Kit (50) ほか

令和元年11月11日

375,639 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

令和元年11月11日

195,250 日本平版印刷株式会社

見積合せ

2019008514

ながの子育て家庭優待パスポート事業協賛
店パンフレット印刷

2019008516 Ａ４モノクロレーザー複合機 他

令和元年11月11日

2019008533 清缶剤ほか

令和元年11月13日

2019008554 エンジンチェーンソー

令和元年11月11日

376,860 ＫＳＳ株式会社

28,930 カシヨ商事株式会社
410,300 株式会社サムソン 名古屋支店
35,343 株式会社平林金物店
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一者随契

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11月30日現在
契約番号

件名

2019008557 ごみ収集車両表示用マグネットシート
2019008561

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

令和元年11月13日

第一学校給食センター アレルギー対応用事
令和元年11月11日
務用品

相手方名称

契約方法

207,240 株式会社エイト

見積合せ

54,098 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019008572 【トランシーバー】

令和元年11月11日

43,780 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019008582 戸隠診療所 薬袋印刷

令和元年11月11日

52,800 法規書籍印刷株式会社

見積合せ

2019008584 鬼無里診療所 薬袋印刷

令和元年11月11日

82,500 法規書籍印刷株式会社

見積合せ

2019008585 大岡診療所 薬袋印刷

令和元年11月11日

35,200 法規書籍印刷株式会社

見積合せ

2019008586 中条診療所 薬袋印刷

令和元年11月11日

86,350 法規書籍印刷株式会社

見積合せ

2019008590 象山地下壕 入壕者用ヘルメット

令和元年11月12日

374,000 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

2019008623 さぎり荘厨房備品 卓上型真空包装機

令和元年11月15日

660,000 ホシザキ北信越株式会社 長野営業所

見積合せ

2019008640 空調用フィルター

令和元年11月15日

2019008642 スタッドレスタイヤ他

令和元年11月15日

2019008652 エンジン刈払機（西）

令和元年11月15日

22,880 株式会社平林金物店

見積合せ

2019008653 安全靴（浄水課）

令和元年11月15日

44,704 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019008654 硫酸 500g ほか

令和元年11月15日

98,945 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019008666 ウィンドブレーカー（上下）

令和元年11月15日

65,802 株式会社長野スター商会

見積合せ

30,140 ミドリ安全長野株式会社
167,035 株式会社タイヤショップ島田
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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11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

2019008677 パールコア ほか

令和元年11月15日

32,398 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019008681 ヘッドライト ほか

令和元年11月15日

53,460 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019008684

ランチルーム用テーブル（緑ヶ丘子どもプラ
ザ）

2019008686 丸椅子（緑ヶ丘子どもプラザ）
2019008690

地籍調査 真鍮フラット鋲 先とがりボルト付
き

2019008692 斎場利用・埋火葬許可申請書
2019008693

令和元年11月15日

214,500 株式会社蔦友

見積合せ

令和元年11月15日

63,360 株式会社蔦友

見積合せ

令和元年11月15日

55,000 株式会社システム

見積合せ

令和元年11月15日

34,650 有限会社マスダ印刷

見積合せ

284,983 株式会社平林金物店

見積合せ

タフミックリール グラスファイバー製 巻尺ほ
令和元年11月20日
か

2019008698 スタッドレスタイヤ（軽貨物３台用）

令和元年11月15日

35,640 株式会社タイヤショップ島田

見積合せ

2019008703 パイプ式ファイルほか

令和元年11月15日

89,600 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019008711 検査消耗品（DISMIC、外２品）

令和元年11月15日

81,620 高山理化精機株式会社 長野支店

見積合せ

2019008714 検査消耗品（品質証明バイアル）

令和元年11月15日

86,570 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019008715 検査消耗品（エッペンドルフチップ）

令和元年11月15日

35,992 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019008718 安全靴（都市政策課）

令和元年11月15日

74,943 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019008724 信里診療所歯科 キャストウェル ＭＣ 12%

令和元年11月15日

67,100 株式会社滝沢歯科器械店 長野営業所

見積合せ

2019008730 LP-S7160保守用物品

令和元年11月15日

30,690 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 長野支社

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年11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

2019008731 貯蔵量水器（上水10）

令和元年11月15日

129,800 昭和企業株式会社 長野支店

見積合せ

2019008735 保育園 ウィンドブレーカージャケット

令和元年11月15日

357,500 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019008736 篠ノ井総合市民センター 司会者台ほか

令和元年11月15日

226,600 株式会社蔦友

見積合せ

2019008740 火災予防広報用ペーパークラフト

令和元年11月22日

49,500 富士印刷株式会社

見積合せ

2019008749 セキュリティワイヤーロック

令和元年11月15日

85,800 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019008751 柳町中 直流電圧計

令和元年11月22日

143,000 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019008754 ポリエチレンパイプ

令和元年11月22日

185,900 株式会社左治木

見積合せ

2019008762 スタッドレスタイヤ（消防団車両５台)

令和元年11月21日

201,960 株式会社タイヤショップ島田

見積合せ

2019008763

長野市市税口座振替依頼書（固定資産税・都
令和元年11月15日
市計画税専用）

44,880 有限会社勧業印刷所

見積合せ

2019008766 インク

令和元年11月25日

569,756 タイガー情報機器株式会社

見積合せ

2019008769 保育園 電化製品 （ホットカーペットほか）

令和元年11月15日

107,140 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019008771 小・第2回 座敷箒 ほか

令和元年11月26日

315,623 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019008776 中・第2回 荒神箒 ほか

令和元年11月22日

64,104 株式会社柳沢今朝喜商店

見積合せ

2019008777 中・第2回 たわし ほか

令和元年11月22日

53,273 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019008781 啓発用シャープペン

令和元年11月15日

56,100 株式会社ヒシヤ

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年11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

2019008782 啓発用ボールペン

令和元年11月15日

114,400 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019008783 フリクションライト（消せる蛍光ペン）セット

令和元年11月15日

192,500 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019008784 クリアホルダー

令和元年11月15日

33,000 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019008785 市立長野高等学校 EPトナーカートリッジ

令和元年11月22日

2019008786 検査用試薬（メタノールほか）

令和元年11月22日

2019008798

170,632 カシヨ商事株式会社

青木島、七二会、豊野さつき、信州新町保育
令和元年11月22日
園 保育教材 砂場玩具 ほか

見積合せ

32,538 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ

62,590 学研・田儀商事

見積合せ

39,297 株式会社平林金物店

見積合せ

2019008801 （第四）砥石

令和元年11月22日

2019008826 「令和元年度 卒業証書」の印刷

令和元年11月22日

145,200 有限会社長野プリントサービス

見積合せ

2019008827 返信用封筒の印刷

令和元年11月22日

132,440 有限会社エスピーセンター

見積合せ

119,188 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019008836 保育園 非常時備蓄用品（非常用飲料水等） 令和元年11月22日
2019008837 保育園 薬品（ピューラックス）

令和元年11月22日

2019008848 保育園 ヤシノミ洗剤

令和元年11月22日

193,050 株式会社長野サラヤ商会

見積合せ

Ｅｍ－Ｎｅｔ（緊急情報ネットワークシステム）受
令和元年11月22日
信警告灯

35,200 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019008851

64,350 株式会社小林薬局

見積合せ

2019008857 スイングチャッキバルブ ほか

令和元年11月29日

146,410 トライアン株式会社

見積合せ

2019008871 窓開き封筒（封入封緘機用）の印刷

令和元年11月22日

284,900 有限会社エスピーセンター

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年11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

2019008886 パイプ式ファイル

令和元年11月22日

2019008887 保育園 薬品（ハンドコール等）

令和元年11月26日

367,906 株式会社小林薬局

見積合せ

2019008888 保育園 洗剤（アタック等）

令和元年11月22日

190,929 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019008889 【豊野支所 デスクマット】

令和元年11月22日

2019008891 保育園 カラーケント紙

令和元年11月25日

2019008904

食品衛生監視指示票（様式第１号及び様式
第２・３号）

44,330 有限会社竹村文具店

契約方法

72,600 株式会社蔦友
249,216 有限会社日本幼年教育研究社
45,408 日の丸印刷株式会社

令和元年11月22日

440,000 ホシザキ北信越株式会社 長野営業所

見積合せ

見積合せ
見積合せ
見積合せ

2019008906 真島保育園 食器消毒保管庫

令和元年11月22日

2019008920 流し菊割れフタ ほか

令和元年11月22日

38,709 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019008926 楯

令和元年11月22日

42,372 株式会社アイワ徽章 長野支店

見積合せ

2019008927 ロール紙（プレミアム普通紙）

令和元年11月29日

51,810 株式会社光陽

見積合せ

2019008932 猫えさ ほか

令和元年11月22日

151,712 株式会社ウチダ 長野出張所

見積合せ

2019008944 小・第2回 たわし ほか

令和元年11月22日

116,172 株式会社柳沢今朝喜商店

見積合せ

2019008946 小・第2回 ゴミ袋

令和元年11月25日

373,252 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019008948 小中・第2回 学校名入り再生紙封筒の印刷

令和元年11月22日

106,480 有限会社小池印刷

見積合せ

2019008952 【消防局 石油ファンヒーター】

令和元年11月22日

22,550 株式会社ヤマダ電機 長野営業所
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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11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

45,650 株式会社ヒシヤ

契約方法

2019008959 ミーティング用テーブル

令和元年11月22日

2019008972 小・第2回 荒神箒 ほか

令和元年11月26日

219,848 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019008973 中・第2回 ゴミ袋

令和元年11月22日

167,981 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019008988 食事用ハイチェアー 他１件

令和元年11月22日

82,500 信州ブックス株式会社

見積合せ

2019008992 電子式水道メーター ほか（簡西）

令和元年11月29日

2019009013 フォルダーラベル

令和元年11月29日

2019009021 Easy Stain CG80+DAPI ほか

令和元年11月29日

151,932 昭和企業株式会社 長野支店
66,220 株式会社蔦友

スターリング・ニトリルグローブ Mサイズ200
令和元年11月29日
枚入
青少年健全育成環境浄化強調月間啓発用ポ
令和元年11月29日
2019009025
スターの印刷
2019009023

見積合せ

見積合せ
見積合せ

213,950 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ

9,625 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

66,000 中外印刷株式会社

見積合せ

2019009026 【豊野支所 デスク用補助棚】

令和元年11月29日

146,300 株式会社蔦友

見積合せ

2019009027 （第四）セーフティトング

令和元年11月29日

144,430 株式会社ミタカ 長野営業所

見積合せ

2019009029 軽量コンクリートラボス境界標ほか

令和元年11月29日

2019009032

鬼無里診療所 往診車（55-6）スタッドレスタイ
令和元年11月29日
ヤ、ホイール

39,160 株式会社システム

見積合せ

71,280 株式会社武重商会 長野居町営業所

見積合せ

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

2019009034 鬼無里診療所 トナーほか

令和元年11月29日

56,980

2019009036 長野市生涯学習センター パンフレット

令和元年11月29日

39,270 株式会社アイデスク
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年11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

2019009046 バックランプ ほか

令和元年11月29日

2019009047 逆止弁 ほか

令和元年11月29日

2019009050 消火器

令和元年11月29日

2019009065 ごみ取り残し注意シール（黄色）

令和元年11月29日

158,840 株式会社カナエ

見積合せ

2019009071 ３歳児健康診査票の印刷

令和元年11月29日

137,720 日の丸印刷株式会社

見積合せ

2019009075 鬼無里ふるさと資料館パンフレット増刷

令和元年11月21日

176,000 蔦友印刷株式会社

一者随契

2019009102 大岡歯科診療所 キャストウェル ＭＣ 12%

令和元年11月29日

66,330 株式会社滝沢歯科器械店 長野営業所

見積合せ

2019009103 消防信号ラッパ（収納ケース付）

令和元年11月29日

65,780 株式会社美鈴楽器

見積合せ

63,140 有限会社長野世界文化社

見積合せ

229,900 株式会社柳沢今朝喜商店

見積合せ

2019009119

44,110 株式会社アトム通信工事

契約方法

105,886 轟産業株式会社 長野営業所
26,950 株式会社ナショナル防災

長沼保育園 保育教材 玩具（ブリオ レール
令和元年11月29日
セット）ほか

2019009124 保育園 明和テーブルクロス

令和元年11月29日

テロ対応資器材 有毒ガス検知管（ドレ－ゲ
令和元年11月29日
ル）
テロ対応資機材 携帯型生物剤捕集器（バイ
令和元年11月29日
2019009131
オキャプチャー650）用カートリッジ
2019009130

見積合せ
見積合せ
見積合せ

57,200 株式会社北信ポンプ 長野営業所

見積合せ

71,500 株式会社北信ポンプ 長野営業所

見積合せ

2019009141 事務用品（デスクシェルフ ほか）

令和元年11月29日

87,912 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019009148 消防団退職幹部贈呈用記念品

令和元年11月29日

80,454 フリーサービス長野

見積合せ

2019009152 軽自動車税納税証明書 25CL

令和元年11月25日

297,000 中外印刷株式会社

一者随契
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入札（見積）結果報告書
令和1年11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

2019009160 【豊野支所 エコバック】

令和元年11月29日

43,560 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019009171 ScanAid

令和元年11月29日

37,862 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 長野支社

見積合せ

2019009180 ワークテーブル等

令和元年11月29日

34,650 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019009203 松代象山地下壕リーフレット増刷

令和元年11月22日

326,480

11

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

一者随契

