
平成２８年度入札結果集計表（平成２８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 棚（舞台脇収納棚） H28.4.7 峰澤鋼機株式会社 ¥12,300,660

2
軽四輪自動車
（４ＷＤワンボックスタイプハイルーフ仕様）

H28.4.7
三河ダイハツ株式会社 法
性寺店

¥1,001,430

3 視聴覚機器（デジタルビデオカメラ） H28.4.7 株式会社電波堂 ¥807,300

4
特種自動車
（災害対応特殊化学消防ポンプ自動車Ⅱ型）

H28.4.21
日本ドライケミカル株式会
社 名古屋支店

¥62,920,244

5 特種自動車（災害対応特殊救急自動車） H28.4.21
愛知トヨタ自動車株式会社
岡崎営業所

¥34,407,706

6 医療用機器（高度救命処置用資機材） H28.4.21
協和医科器械株式会社 岡
崎営業所

¥22,032,000

7
試験・研究用機器
（ガスクロマトグラフ質量分析装置(ｶﾋﾞ臭)）

H28.4.21
株式会社セラーテクノロ
ジー

¥12,852,000

8 介護・訓練機器（昇降式介護浴槽等） H28.4.21
中北薬品株式会社 岡崎支
店

¥6,318,000

9 視聴覚機器（OFDM変調器） H28.4.21 有限会社エフ特機 ¥9,662,760

10 特種自動車（消防広報車） H28.4.21
愛知トヨタ自動車株式会社
岡崎営業所

¥3,799,152

11
軽四輪自動車
（ワンボックスタイプハイルーフ仕様）

H28.4.21
三河ダイハツ株式会社 法
性寺店

¥3,542,113

12 乗用自動車（ワンボックスタイプ８人乗り） H28.4.21
トヨタカローラ名古屋株式
会社 岡崎上地店

¥1,853,612

13 医薬品（ボスミン注１mg等） H28.4.21
株式会社スズケン 岡崎支
店

¥1,170,231

14 球技用具（移動式バスケットゴール） H28.4.21 アベスポーツ ¥9,795,600

15 夏用男子作業服（上着）等 H28.4.22 アクセス産業株式会社 ¥1,844,910

16 ドライブレコーダー H28.4.25 株式会社愛豊電機 ¥1,188,000

17 除細動DPパッド H28.4.25
協和医科器械株式会社 岡
崎営業所

¥1,555,200

18 発電機・発動機（小型エンジン発電機） H28.4.25 三井機工株式会社 ¥1,150,200

19 残留塩素測定器DPD法 H28.4.25
株式会社栄屋理化 岡崎営
業所

¥843,696

20 試験・研究用機器（GC用大量注入口装置） H28.4.25
株式会社栄屋理化 岡崎営
業所

¥2,554,200

21 気象測定器（窒素酸化物測定装置） H28.4.25 オザワ科学株式会社 ¥1,566,000

22
軽四輪自動車
（ワンボックスタイプハイルーフ仕様）

H28.4.25
三河ダイハツ株式会社 法
性寺店

¥885,536

23
軽四輪自動車
（ワンボックスタイプハイルーフ仕様）

H28.4.25
三河ダイハツ株式会社 法
性寺店

¥885,536

24 軽四輪自動車（トラック型電動式ダンプ仕様） H28.4.25 株式会社ミヤセ自動車 ¥1,236,994

25 軽四輪自動車（トラック仕様） H28.4.25 株式会社ミヤセ自動車 ¥1,478,968

26 貨物自動車（低床３t強化ダンプ仕様） H28.4.25
いすゞ自動車東海北陸株式
会社 岡崎支店

¥2,866,275

27 乗用自動車（ミニバンタイプ８人乗り） H28.4.25
トヨタカローラ名古屋株式
会社 岡崎上地店

¥1,967,310

28 軽四輪自動車（四輪駆動車） H28.4.25 豊冨自動車株式会社 ¥1,214,756
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29 発電ライト H28.4.25 有限会社サンタ・メリー ¥2,833,747

30 アルミックシート H28.4.25 有限会社サンタ・メリー ¥2,332,800

31 ガラス飛散防止シート（フィルム） H28.4.25 合資会社籠藤商店 ¥6,285,600

32 球技用具（卓球台） H28.4.25
有限会社アクティブスポー
ツ体育館

¥1,807,920

33 環境循環型ＥＰカートリッジ H28.4.25
株式会社栗田商会 岡崎営
業所

¥1,086,480

34 机・椅子 H28.4.25
第一工業株式会社 名古屋
営業所

¥58,378,752

35 ノートパソコン H28.4.25 アオイ事務器株式会社 ¥1,116,990

36 貨物自動車（ボンネットタイプ） H28.5.12
トヨタカローラ名古屋株式
会社 岡崎上地店

¥1,166,659

37 押し出しポンプ（小・青）等 H28.5.12
株式会社栄屋理化 岡崎営
業所

¥912,600

38 非常用保存食（アルファ米） H28.5.13 ミヨシ食品株式会社 ¥2,540,700

39 非常用保存食（クラッカー） H28.5.13 株式会社カネタアマノ ¥5,870,568

40 保存水 H28.5.13 ミヨシ食品株式会社 ¥588,060

41 ごみ飛散防止ネット H28.5.13 渥美製鋼有限会社 ¥2,735,640

42
パソコンソフト（マイクロソフトライセン
ス）

H28.5.23
リコージャパン株式会社 中部事業
本部 ＭＡ事業部 公共営業部 ¥11,679,454

43 介護・訓練機器（昇降式介護浴槽等） H28.5.23
協和医科器械株式会社 岡
崎営業所

¥5,073,840

44 球技用具等（総合表示盤） H28.5.23 株式会社フットジョグ ¥9,795,600

45 ブルーシート H28.5.27 有限会社大衆シート製作所 ¥783,000

46 消防団員救命胴衣 H28.5.30 株式会社ベルテック ¥1,134,000

47 耐水性ポスターカラー H28.5.30
株式会社栗田商会 岡崎営
業所

¥1,083,053

48 ソフトテニスボール H28.5.30 アベスポーツ ¥4,209,408

49 ソフトボール H28.5.30 合資会社イトウ運動具店 ¥1,812,166

50 その他消防防災用器具（防火衣） H28.5.30
常友防災株式会社 西三河
営業所

¥5,637,600

51 特殊自動車（フォークリフト） H28.5.30 アジア産業株式会社 ¥3,002,400

52 屋外遊具（メロディーペットミニ） H28.5.30 山本機械販売株式会社 ¥2,008,800

53 屋外遊具（２人乗りゴーカート） H28.5.30 山本機械販売株式会社 ¥961,200

54
医療用機器（自動体外式除細動器（ＡＥ
Ｄ））

H28.5.30
協和医科器械株式会社 岡
崎営業所

¥2,673,000

55 軟式野球ボール H28.5.30 有限会社スポーツボックス ¥1,727,231

56 バレーボール H28.5.30
有限会社スポーツショップ
コンドー

¥4,199,126
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57 バスケットボール H28.5.30 株式会社スギスポーツ ¥3,448,461

58 演台（舞台用講演台）等 H28.5.30 株式会社オリバー ¥1,922,400

59 その他消防防災用器具（空気呼吸器ボンベ） H28.6.6
初田防災設備株式会社 岡
崎営業所

¥812,160

60 サッカーボール H28.6.6 幸田スポーツ ¥1,690,437

61 卓球ボール H28.6.6
有限会社アクティブスポー
ツ体育館

¥4,240,425

62 アルボース石鹸液等 H28.6.6 株式会社ナンブ ¥798,660

63
軽四輪自動車
（４ＷＤワンボックスタイプハイルーフ仕様）

H28.6.6 株式会社中川自動車 ¥945,134

64 球技用具（バレーボール用支柱等） H28.6.6 株式会社フットジョグ ¥2,047,680

65 貨物自動車（ワンボックスタイプ） H28.6.6
トヨタカローラ名古屋株式
会社 岡崎上地店

¥1,426,360

66 食器（深皿） H28.6.16 合資会社籠藤商店 ¥1,868,400

67 試験・研究用機器（マイクロ冷却遠心機） H28.6.16
株式会社栄屋理化 岡崎営
業所

¥1,115,100

68 試験・研究用機器（オートクレーブ） H28.6.16
株式会社栄屋理化 岡崎営
業所

¥653,400

69
試験・研究用機器
（超低温ディープフリーザー）

H28.6.16
株式会社栄屋理化 岡崎営
業所

¥1,639,008

70 印刷・製本機械（裁断機） H28.6.16 株式会社竹内文具店 ¥736,290

71 鍵盤楽器（グランドピアノ音楽室用） H28.6.16 株式会社矢木楽器店 ¥4,125,600

72 鍵盤楽器（グランドピアノ体育館用） H28.6.16 株式会社矢木楽器店 ¥2,343,600

73 印刷・製本機械（丁合機） H28.6.16 アオイ事務器株式会社 ¥741,960

74
視聴覚機器
（５０インチ液晶デジタルテレビ）

H28.6.16
ナショナル総合通信株式会
社

¥1,642,680

75 消防団用ホース H28.6.16 株式会社ベルテック ¥2,032,992

76 事務用機械（券売機押しボタン式） H28.6.16 株式会社竹内文具店 ¥1,109,160

77 視聴覚機器（校内自主放送設備／男川小学校） H28.6.16 成電社 ¥2,543,400

78 通信機器（ビジネスホンシステム） H28.6.16
ナショナル総合通信株式会
社

¥3,402,000

79
軽四輪自動車
（４ＷＤワンボックスタイプハイルーフ仕様）

H28.6.16 株式会社ミヤセ自動車 ¥894,364

80 視聴覚機器（校内自主放送設備／山中小学校） H28.6.16
教育産業株式会社 岡崎営
業所

¥2,322,000

81 視聴覚機器（校内自主放送設備／秦梨小学校） H28.6.16 株式会社電波堂 ¥2,397,600

82 視聴覚機器（校内自主放送設備／河合中学校） H28.6.16
教育産業株式会社 岡崎営
業所

¥2,095,200

83 雑器具（非金属製）ワンタッチテント H28.6.17 佳城シート有限会社 ¥994,118

84 水上競技用具（コースロープ巻取器） H28.6.23 合資会社イトウ運動具店 ¥920,160
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85 ＯＡ機器（拡大機） H28.6.23
富士ゼロックス愛知東株式
会社

¥1,179,360

86 視聴覚機器（ポータブルワイヤレスアンプ） H28.6.23 有限会社エフ特機 ¥898,560

87 敷物（舞台用長尺塩ビシート） H28.6.23 有限会社ジェイ・ティー ¥801,792

88 救命用具（救命索発射装置） H28.6.23
山佐産工株式会社 岡崎営
業所

¥864,000

89 温水洗浄便座等 H28.6.23
龍玉精工株式会社 岡崎営
業所

¥1,575,936

90 ＯＡ機器（カードプリンター） H28.6.23 アオイ事務器株式会社 ¥2,229,638

91 短靴 H28.6.27 小桜興産株式会社 ¥1,147,608

92 雨合羽 H28.6.27 谷澤商事有限会社 ¥1,061,100

93 冬活動服 H28.6.27 株式会社ベルテック ¥3,438,612

94 マンホールトイレ等 H28.6.27
渡辺パイプ株式会社 岡崎
サービスセンター

¥1,787,616

95
試験・研究用機器
（大型薬用冷蔵ショーケース）

H28.6.27
株式会社カーク 愛知東営
業所

¥745,200

96
雑器具（金属製）「シェルター大型（４
連）」

H28.6.27 株式会社フットジョグ ¥1,818,720

97
視聴覚機器
（自動放送機能付プログラムチャイム）

H28.6.27
教育産業株式会社 岡崎営
業所

¥853,200

98 消毒・洗浄機器（食器消毒保管機） H28.6.27
株式会社中西製作所 名古
屋支店

¥1,458,000


