
平成３０年度入札結果集計表（平成３０年４月～６月）
番号 入 札 物 品 名 入札年月日 落 札 業 者 名 契 約 金 額

1 医療用機器（高度救命処置用資機材） H30.4.19
協和医科器械株式会社 岡
崎営業所

¥10,497,600

2 特種自動車（塵芥車） H30.4.19
いすゞ自動車中部株式会社
岡崎支店

¥8,530,404

3
軽四輪自動車
（ワンボックスタイプハイルーフ仕様）

H30.4.19
三河ダイハツ株式会社 法
性寺店

¥5,099,995

4 貨物自動車（ワンボックスタイプ） H30.4.19
ネッツトヨタ愛知株式会社
プラザ岡崎

¥1,498,790

5 貨物自動車（ボンネットタイプ） H30.4.19
愛知トヨタ自動車株式会社
岡崎営業所

¥1,066,702

6 除細動DPパッド H30.4.19
協和医科器械株式会社 岡
崎営業所

¥3,222,180

7 環境循環型ＥＰカートリッジ H30.4.19
株式会社栗田商会 岡崎営
業所

¥1,163,970

8 夏用男子作業服（上着）等 H30.4.20 有限会社学生の店 みくさ ¥1,676,754

9 気象測定器（光化学オキシダント測定装置） H30.4.23 オザワ科学株式会社 ¥858,600

10 試験・研究用機器（分光光度計） H30.4.23
株式会社栄屋理化 岡崎営
業所

¥684,720

11 医薬品（ボスミン注１㎎始め22品目） H30.4.23
株式会社スズケン 岡崎支
店

¥936,344

12 負荷調整重錘バンド H30.4.23 有限会社イトーメディカル ¥1,868,400

13 特種自動車（消防広報車／形埜） H30.4.23
ネッツトヨタ愛知株式会社
プラザ岡崎

¥4,151,818

14 特種自動車（消防広報車／２号） H30.4.23
愛知トヨタ自動車株式会社
岡崎営業所

¥4,125,044

15 貨物自動車（ワンボックスタイプ） H30.4.23
三河日産自動車株式会社
日産ギャラリー岡崎宇頭

¥1,391,921

16 防災指導員用ベスト H30.4.23
初田防災設備株式会社 岡
崎営業所

¥1,058,400

17 メディアコンバータ等 H30.4.23
リコージャパン株式会社 販売事業
本部 中部ＭＡ事業部 公共営業部 ¥730,836

18 会議・応接用机（第二来賓室応接用机） H30.4.23 株式会社オリバー ¥1,358,640

19 非常用携帯トイレ H30.4.23 有限会社サンタ・メリー ¥4,354,560

20 机・椅子（中学校生徒用） H30.5.10
第一工業株式会社 名古屋
営業所

¥31,638,600

21 試験・研究用機器（全自動固相抽出装置） H30.5.10
株式会社カーク 愛知東営
業所

¥8,413,200

22 非常用保存食（アルファ米） H30.5.14 ミヨシ食品株式会社 ¥3,558,249

23 非常用食品（クラッカー） H30.5.14 株式会社カネタアマノ ¥4,373,123

24 おやつ皿 H30.5.17 合資会社籠藤商店 ¥2,397,600

25 ソフトテニスボール H30.5.17
有限会社アクティブスポー
ツ体育館

¥3,891,317

26 ソフトボール H30.5.17 アベスポーツ ¥1,681,832

27 サッカーボール H30.5.17 有限会社スポーツボックス ¥1,066,443

28 卓球ボール H30.5.17 株式会社スギスポーツ ¥2,650,492
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29 耐水性ポスターカラー H30.5.17
株式会社栗田商会 岡崎営
業所

¥785,566

30 バレーボール H30.5.17
有限会社スポーツショップ
コンダー

¥3,908,358

31 バスケットボール H30.5.17 幸田スポーツ ¥3,131,600

32 アルボース石鹸液等 H30.5.28 株式会社ナンブ ¥800,604

33 その他消防防災用器具（防火衣） H30.5.28 小桜興産株式会社 ¥5,950,800

34
球技用具（マルチカラー総合表示盤移動型）
等

H30.6.4 株式会社フットジョグ ¥9,953,064

35 試験・研究用機器（高速冷却遠心機） H30.6.4
株式会社栄屋理化 岡崎営
業所

¥2,406,240

36
パソコンソフト（マイクロソフトライセン
ス）

H30.6.4
富士ソフト株式会社 エリア事
業本部 中部支社 営業部

¥11,881,663

37 箱（学籍簿用保管庫） H30.6.4
株式会社栗田商会 岡崎営
業所

¥838,080

38 教育用机（児童用工作台） H30.6.4 有限会社郁文舘 ¥906,876

39 球技用具（卓球台） H30.6.11 株式会社スギスポーツ ¥1,440,720

40 救命用具（救命索発射装置） H30.6.11
山佐産工株式会社 岡崎営
業所

¥864,000

41 体力強化用具（ランニングマシン） H30.6.11 株式会社フットジョグ ¥1,423,440

42 救命用具（陽圧式化学防護服） H30.6.11 ハラ防災設備 ¥1,447,200

43 通信機器（署活系無線機） H30.6.11 中部電子システム株式会社 ¥2,806,920

44 ＤｏｃｕＷｏｒｋｓ９等 H30.6.11
富士ゼロックス愛知東株式
会社

¥898,560

45 その他厨房機器（多段型ショーケース）等 H30.6.11 株式会社アサイクロップ ¥1,942,920

46 軟式野球ボール H30.6.18
有限会社スポーツショップ
コンドー

¥2,922,670

47 消防団用ホース H30.6.25 ハラ防災設備 ¥1,988,388

48 消防団雨衣 H30.6.25 株式会社ベルテック ¥4,536,000

49 救助服 H30.6.25 小桜興産株式会社 ¥631,800

50
介護・訓練機器
（高度シミュレーション人形）

H30.6.25
協和医科器械株式会社 岡
崎営業所

¥2,638,440

51 雑器具（非金属製）（フロアーシート） H30.6.25
有限会社アクティブスポー
ツ体育館

¥997,920

52 球技用具（フットサルゴール） H30.6.25 アベスポーツ ¥787,320


