
令和元年度入札結果集計表（平成３１年４月～令和元年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） H31.4.18
協和医科器械株式会社　岡
崎営業所

¥25,520,000

2
特種自動車
（災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車）

H31.4.18
株式会社モリタ　名古屋支
店

¥141,614,000

3
特種自動車
（災害対応特殊消防ポンプ自動車(ＣＤ－Ⅰ型)）

H31.4.18
日本ドライケミカル株式会
社　名古屋支店

¥40,068,940

4 医療用機器（自動体外式除細動器(ＡＥＤ)） H31.4.18
協和医科器械株式会社　岡
崎営業所

¥6,865,560

5
試験・研究用機器
（水質分析用全自動固相抽出装置）

H31.4.18
株式会社栄屋理化　岡崎営
業所

¥14,834,880

6 特種自動車（塵芥車（小型）） H31.4.18
いすゞ自動車中部株式会社
岡崎支店

¥7,541,306

7 特種自動車（塵芥車（中型）） H31.4.18
いすゞ自動車中部株式会社
岡崎支店

¥9,294,306

8 特種自動車（小型動力ポンプ積載車） H31.4.18 平和機械株式会社 ¥4,817,306

9
軽四輪自動車
（パートタイム４ＷＤ）※庁舎車両管理室

H31.4.18 豊冨自動車株式会社 ¥1,682,696

10
軽四輪自動車
（パートタイム４ＷＤ）※森林課

H31.4.18 豊冨自動車株式会社 ¥1,572,696

11 机・椅子（中学校生徒用） H31.4.18
第一工業株式会社　名古屋
営業所

¥23,708,245

12 消毒・洗浄機器（食器洗浄機）等 H31.4.18 株式会社アーテック ¥1,659,960

13
球技用具
（マルチカラー総合表示盤移動型）等

H31.4.18 株式会社フットジョグ ¥9,956,520

14 簡易設置型防犯カメラ H31.4.18 成電社 ¥1,859,220

15 夏用男子作業服（上着）等 H31.4.19 ハチスカ株式会社 ¥1,537,704

16 除細動ＤＰパッド H31.4.22
協和医科器械株式会社　岡
崎営業所

¥3,201,120

17 試験・研究用機器（水銀測定装置） H31.4.22
コスモトレーディング株式
会社　名古屋支店

¥5,378,400

18 試験・研究用機器（全有機炭素分析装置） H31.4.22
株式会社栄屋理化　岡崎営
業所

¥1,720,440

19 負荷調整重錘バンド H31.4.22
株式会社マストレメディカ
ル　岡崎営業所

¥2,752,380

20 軽四輪自動車（トラック仕様） H31.4.22 株式会社ミヤセ自動車 ¥3,336,324

21 特種自動車（全低床３ｔ強化ダンプ仕様） H31.4.22
三菱ふそうトラック・バス
株式会社　東海ふそう

¥7,108,560

22 発電機・発動機（可搬形ディーゼル発電機） H31.4.22 山本機械販売株式会社 ¥1,013,040

23 貨物自動車（リフト付） H31.4.22
ネッツトヨタ愛知株式会社
プラザ岡崎

¥1,570,149

24 貨物自動車（ワンボックスショートタイプ） H31.4.22
三河日産自動車株式会社
日産ギャラリー岡崎宇頭

¥1,325,535

25 貨物自動車（ワンボックスロングタイプ） H31.4.22
三河日産自動車株式会社
日産ギャラリー岡崎宇頭

¥1,839,974

26 特種自動車（塵芥車）※東公園 H31.4.22
いすゞ自動車中部株式会社
岡崎支店

¥6,533,306

27 アミハード箸等 R1.5.14 合資会社籠藤商店 ¥2,237,220

28 非常用保存食（アレルギー対応食） R1.5.21 ミヨシ食品株式会社 ¥2,656,054
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29 非常用保存食（ビスケット） R1.5.21 株式会社カネタアマノ ¥5,151,600

30 特殊自動車（バックホウ） R1.5.21
株式会社前田製作所　岡崎
営業所

¥10,260,000

31 その他消防防災用器具（空気呼吸器） R1.5.21
初田防災設備株式会社　岡
崎営業所

¥982,800

32 耐水性ポスターカラー R1.5.21
株式会社栗田商会　岡崎営
業所

¥811,965

33 その他消防防災用器具（空気呼吸器ボンベ） R1.5.21
初田防災設備株式会社　岡
崎営業所

¥2,637,360

34 トナーカートリッジ R1.5.21 株式会社サンスクエア ¥2,303,208

35 軟式野球ボール R1.5.21 アベスポーツ ¥2,663,377

36 ソフトボール R1.5.21
有限会社スポーツショップ
コンドー

¥1,635,888

37 ソフトテニスボール R1.5.21 有限会社スポーツボックス ¥3,787,388

38 バスケットボール R1.5.21 株式会社スギスポーツ ¥2,927,372

39 バレーボール R1.5.21 幸田スポーツ ¥3,408,490

40 卓球ボール R1.5.21
有限会社アクティブスポー
ツ体育館

¥2,685,560

41 アルボース石鹸液等 R1.5.21 株式会社ナンブ ¥1,086,264

42 特種自動車（トラック式高所作業車） R1.5.21
いすゞ自動車中部株式会社
岡崎支店

¥7,996,306

43 調理用機器（ガス回転釜） R1.5.27 株式会社アーテック ¥989,280

44 その他計器（携帯型化学剤検知機） R1.5.27 谷澤商事有限会社 ¥3,726,000

45
軽四輪自動車
（ワンボックスタイプハイルーフ仕様）

R1.5.27
三河ダイハツ株式会社　法
性寺店

¥875,000

46 人孔鋳鉄蓋枠 R1.5.31
龍玉精工株式会社　岡崎営
業所

¥1,513,080

47 事務用機械（券売機） R1.6.3 株式会社竹内文具店 ¥1,104,624

48 ソフトウェア「ｉ－ＦＩＬＴＥＲ」 R1.6.3
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 ¥1,593,000

49 ごみ飛散防止ネット R1.6.10 渥美製綱有限会社 ¥2,965,140

50 消毒・洗浄機器（食器消毒保管機） R1.6.10
株式会社中西製作所　名古
屋支店

¥1,080,000

51
体力強化用具
（エリプティカル・クロストレーナー）

R1.6.10 株式会社スギスポーツ ¥932,688

52 その他消防防災用器具（防火衣） R1.6.10 小桜興産株式会社 ¥6,073,540

53 雑器具（非金属製）（フロアシート） R1.6.10 有限会社スポーツボックス ¥1,667,520

54 球技用具（卓球台） R1.6.10 幸田スポーツ ¥1,449,360

55 段ボールベッド R1.6.10 谷澤商事有限会社 ¥936,360

56 マンホールトイレ等 R1.6.10
株式会社丸金商会　岡崎支
店

¥1,443,960
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57 屋外遊具（バッテリー式定置型乗物） R1.6.10 山本機械販売株式会社 ¥1,002,240

58
パソコンソフト
（マイクロソフトライセンス）

R1.6.17
富士ソフト株式会社　エリア事
業本部　中部支社　営業部

¥14,125,700

59 救助服 R1.6.17 小桜興産株式会社 ¥1,059,300

60 貨物自動車（ワンボックスタイプ） R1.6.17
ネッツトヨタ愛知株式会社
プラザ岡崎

¥3,819,650

61
介護・訓練機器
（リフト付き小型介護浴槽等）

R1.6.17
株式会社マストレメディカ
ル　岡崎営業所

¥3,402,000

62
その他厨房機器
（多段型ショーケース・精肉用）等

R1.6.24
ホシザキ東海株式会社　岡
崎営業所

¥2,044,440

63 雑器具（非金属）（ワンタッチテント） R1.6.24 有限会社大衆シート製作所 ¥2,087,316

64 ＯＡ機器（拡大機） R1.6.24
株式会社栗田商会　岡崎営
業所

¥1,058,400

65 消防団ゴム半長靴 R1.6.24 小桜興産株式会社 ¥820,800

66 試験・研究用機器（ゲル撮影装置） R1.6.24
株式会社カーク　愛知東営
業所

¥1,182,384

67 冬用男子作業服（上着）等 R1.6.28 ハチスカ株式会社 ¥1,663,092


