
令和元年度入札結果集計表（令和元年７月～令和元年９月）
番号 入　　札　　物　　品　　名 入札年月日 落　札　業　者　名 契　約　金　額

68 消毒・洗浄機器（食器洗浄機） R1.7.1 株式会社アサイクロップ ¥950,400

69 非常用毛布 R1.7.1 小桜興産株式会社 ¥720,360

70 ＯＡ機器（大判プリンター） R1.7.1
株式会社栗田商会　岡崎営
業所

¥521,640

71 消防団用ホース R1.7.1
山佐産工株式会社　岡崎営
業所

¥2,060,640

72 その他消防防災用器具（オゾン水発生装置） R1.7.1
初田防災設備株式会社　岡
崎営業所

¥858,600

73
体力強化用具
（レッグカール＆エクステンション）等

R1.7.1
有限会社スポーツショップ
コンドー

¥6,417,360

74 管楽器（ファゴット） R1.7.1 合資会社中善楽器　岡崎店 ¥700,920

75 略帽 R1.7.1 株式会社ベルテック ¥887,760

76 球技用具（バレーボール支柱） R1.7.8 株式会社スギスポーツ ¥949,320

77 ケブラー手袋 R1.7.8
初田防災設備株式会社　岡
崎営業所

¥946,080

78 短靴 R1.7.8 小桜興産株式会社 ¥1,130,910

79 活動服 R1.7.8 谷澤商事有限会社 ¥3,362,040

80 防寒衣 R1.7.8 株式会社ベルテック ¥1,496,000

81 球技用具（サッカーゴール） R1.7.8 有限会社スポーツボックス ¥1,036,476

82 視聴覚機器（プロジェクター） R1.7.8
教育産業株式会社　岡崎営
業所

¥1,229,040

83
医療用機器
（自動体外式除細動器（ＡＥＤ））

R1.7.8 株式会社ナンブ ¥847,584

84 熱電対 R1.7.8 株式会社山田電気商会 ¥2,030,400

85 その他厨房機器（牛乳保冷庫） R1.7.16
タニコー株式会社　三河営
業所

¥976,320

86 さくら（オカザえもん）反射キーホルダー R1.7.16 株式会社やまもと ¥772,740

87 新岡崎さくらピンバッジ（ルネデザイン） R1.7.16 有限会社サンタ・メリー ¥1,745,280

88 視線誘導標 R1.7.16 スロープガード株式会社 ¥2,176,740

89 サージカルマスク等 R1.7.16 株式会社ナンブ ¥1,003,104

90
試験・研究用機器
（高速液体クロマトグラフ）

R1.7.16
株式会社栄屋理化　岡崎営
業所

¥5,059,800

91 インクカートリッジ R1.7.16 株式会社イクモ　岡崎支店 ¥2,352,207

92 白衣等 R1.7.23 有限会社タケウチハクイ ¥1,179,500

93 エプロン等 R1.7.23 ハチスカ株式会社 ¥2,100,853

94 肌着セット R1.7.23 株式会社みどり安全社 ¥2,298,240

95 管楽器（バスクラリネット） R1.7.23 合資会社中善楽器　岡崎店 ¥1,609,200
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96 エアーマット R1.7.23 谷澤商事有限会社 ¥1,360,800

97 鍵盤楽器（グランドピアノ体育館用） R1.7.23
株式会社ツルタ楽器　岡崎
店

¥2,500,200

98 鍵盤楽器（グランドピアノ音楽室用） R1.7.23
株式会社ツルタ楽器　岡崎
店

¥4,339,440

99 鍵盤楽器（指導用オルガン） R1.7.23
株式会社ツルタ楽器　岡崎
店

¥3,129,840

100 ＲＰＡソフトウェアライセンス R1.7.23
株式会社日立システムズ
中部支社

¥1,242,000

101
卓上型アンプ他屋外放送設備
※羽根小始め2校

R1.7.23 成電社 ¥1,296,000

102
卓上型アンプ他屋外放送設備
※本宿小始め3校

R1.7.23
教育産業株式会社　岡崎営
業所

¥1,846,800

103 簡易トイレ薬剤 R1.7.23 株式会社ベルテック ¥950,400

104 印刷・製本機械（丁合機） R1.7.23
中部ビジネスシステム株式
会社

¥1,566,000

105 消火用器具（小型動力ポンプ（Ｂ－３級）） R1.7.30 小桜興産株式会社 ¥9,556,800

106 ソフトウェア「i-FILTER」 R1.8.5
ＮＥＣフィールディング株式会社
中部支社三河支店岡崎営業所 ¥1,058,400

107
卓上型アンプ他屋外放送設備
※大門小学校

R1.8.5 株式会社電波堂 ¥723,600

108
卓上型アンプ他屋外放送設備
※竜美丘小学校

R1.8.5 有限会社エフ特機 ¥740,340

109 ソフトウェア「McAfee」 R1.8.5
株式会社大塚商会　三河営
業所

¥2,421,936

110 折りたたみ椅子 R1.8.22 株式会社竹内文具店 ¥2,847,474

111 速乾性擦り込み式手指消毒剤 R1.8.22 株式会社ナンブ ¥841,266

112 通学帽子 R1.9.9 有限会社学生の店　みくさ ¥1,828,442

113 棚（傾斜書架） R1.9.9 有限会社郁文舘 ¥2,351,800

114
視聴覚機器（屋内運動場放送設備）
※額田中学校

R1.9.25
教育産業株式会社　岡崎営
業所

¥1,783,650

115
視聴覚機器（屋内運動場放送設備）
※河合中学校

R1.9.25 成電社 ¥1,532,300

116
卓上型アンプ他屋外放送設備
※南中学校始め２校

R1.9.25
教育産業株式会社　岡崎営
業所

¥1,347,808

117
卓上型アンプ他屋外放送設備
※東海中学校

R1.9.25 有限会社エフ特機 ¥723,800

118
視聴覚機器（屋内運動場放送設備）
※三島小学校始め５校

R1.9.25
教育産業株式会社　岡崎営
業所

¥7,620,250

119 指定ごみ袋 R1.9.25 合資会社籠藤商店 ¥1,692,900


