
平成２７年度入札結果集計表
番号 入 札 物 品 名 入札年月日 落 札 業 者 名 契 約 金 額

1 特種自動車（小型動力ポンプ付水槽車Ⅱ型） H27.4.20
日本ドライケミカル株式会社
名古屋支店

¥48,052,059

2
特種自動車（災害対応特殊水槽付消防ポンプ
自動車）

H27.4.20 平和機械株式会社 ¥57,779,403

3 特種自動車（災害対応特殊救急自動車） H27.4.20
愛知トヨタ自動車株式会社
岡崎営業所

¥33,867,706

4 医療用機器（高度救命処置用資機材） H27.4.20
協和医科器械株式会社
岡崎営業所

¥21,924,000

5 特種自動車（消防広報車） H27.4.20
愛知トヨタ自動車株式会社
岡崎営業所

¥7,866,754

6 軽四輪自動車（ワンボックスタイプハイルーフ仕様） H27.4.20
三河ダイハツ株式会社
法性寺店

¥3,507,384

7 軽四輪自動車（乗用ボンネットタイプ） H27.4.20
三河ダイハツ株式会社
法性寺店

¥1,603,397

8 ドライブレコーダー（自動車用） H27.4.20 株式会社愛豊電機 ¥1,188,000

9 食器（ボール及びランチ皿） H27.4.20 不調

10 スプーン H27.4.20 合資会社籠藤商店 ¥1,144,260

11 球技用具（移動式バスケットボールゴール） H27.4.20 幸田スポーツ ¥9,450,000

12 屋内器具（電動ロールスクリーン） H27.4.20 エポックス株式会社 ¥58,104,000

13 夏用男子作業服（上着）等 H27.4.24 ハチスカ株式会社 ¥1,899,093

14 ごみ飛散防止ネット H27.4.24 渥美製鋼有限会社 ¥3,218,400

15 食器（ボール及びランチ皿） H27.4.27 合資会社籠藤商店 ¥32,144,796

16 除細動DPパッド H27.4.28
協和医科器械株式会社
岡崎営業所

¥1,490,400

17
気象測定器（大気中浮遊粒子状物質測定装
置）

H27.4.28
株式会社三弘
豊橋営業所

¥1,065,960

18 試験・研究用機器（分光光度計） H27.4.28
株式会社栄屋理化
岡崎営業所

¥1,166,400

19 試験・研究用機器（多検体濃縮システム） H27.4.28
株式会社カーク
愛知東営業所

¥4,924,800

20 軽四輪自動車（トラック型２人乗り） H27.4.28
三河ダイハツ株式会社
法性寺店

¥758,579

21 特種自動車（動物管理車） H27.4.28
名古屋トヨペット株式会社
欠町店

¥5,537,027

22 軽四輪自動車（ワンボックスタイプ/２ＷＤ） H27.4.28
三河ダイハツ株式会社
法性寺店

¥891,791

23 軽四輪自動車（ワンボックスタイプ/４ＷＤ） H27.4.28 株式会社中川自動車 ¥1,109,554

24 乗用自動車（道路パトロール車） H27.4.29 不調

25 机・椅子（小学校児童用） H27.4.28 株式会社オリバー ¥68,354,442

26 球技用具（サッカーゴール） H27.4.28 有限会社スポーツボックス ¥2,775,600

27 環境循環型EPカートリッジ H27.4.28 アオイ事務器株式会社 ¥1,123,200

28 ガラス飛散防止シート（フィルム） H27.4.28 有限会社タマケイ ¥3,065,040
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29 発電ライト H27.5.1 有限会社サンタ・メリー ¥2,462,400

30
パソコンソフト（マイクロソフトライセン
ス）

H27.5.11
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

¥11,118,794

31 医療用機器（自動体外式除細動器(AED)） H27.5.11
協和医科器械株式会社
岡崎営業所

¥4,752,000

32 軽四輪自動車（商用ボンネット型） H27.5.18 株式会社ミヤセ自動車 ¥688,840

33 通信機器（ビジネスホンシステム） H27.5.18 第一電話設備株式会社 ¥4,753,728

34 視聴覚機器（ＯＦＤＭ変調器） H27.5.18 有限会社エフ特機 ¥6,963,840

35 消防団員救命胴衣 H27.5.18 谷澤商事有限会社 ¥864,000

36 乗用自動車（道路パトロール車） H27.5.18
三河日産自動車株式会社
日産ギャラリー岡崎宇頭

¥6,868,502

37 非常用保存食（クラッカー） H27.5.29 株式会社カネタアマノ ¥4,075,053

38 非常用保存食（アルファ化米） H27.5.29 株式会社三河中水 ¥2,732,616

39 ソフトボール（小学校） H27.6.1 幸田スポーツ ¥1,212,224

40 バスケットボール（中学校） H27.6.1
有限会社アクティブスポー
ツ体育館

¥2,499,044

41 バスケットボール（小学校） H27.6.1
有限会社アクティブスポー
ツ体育館

¥1,240,617

42 サッカーボール（中学校） H27.6.1 幸田スポーツ ¥840,585

43 テニスボール（中学校） H27.6.1 株式会社スギスポーツ ¥4,498,956

44 卓球ボール（中学校） H27.6.1 有限会社スポーツボックス ¥5,486,346

45 バレーボール（中学校） H27.6.1 アベスポーツ ¥2,215,674

46 バレーボール（小学校） H27.6.1 合資会社イトウ運動具店 ¥1,783,458

47 野球ボール（中学校） H27.6.1
有限会社スポーツショップ
コンドー

¥1,933,934

48 耐水性ポスターカラー H27.6.1 アオイ事務器株式会社 ¥1,025,937

49 非常用携帯トイレ H27.6.1 ハラ防災設備 ¥2,322,000

50 消毒・洗浄機器（シューズ殺菌庫） H27.6.1
株式会社中西製作所
名古屋支店

¥8,100,000

51 食洗機対応箸 H27.6.1 株式会社やまもと ¥1,015,664

52 防犯ブザー H27.6.1 有限会社サンタ・メリー ¥11,113,200

53 特殊自動車（フォークリフト） H27.6.1 アジア産業株式会社 ¥2,894,400

54 ロストル縦等 H27.6.1 富士建設工業株式会社 ¥2,710,800

55
視聴覚機器（５０インチ液晶デジタルテレ
ビ）

H27.6.1
ナショナル総合通信株式会
社

¥1,706,400

56 視聴覚機器（プロジェクター） H27.6.1
教育産業株式会社
岡崎営業所

¥1,566,000
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57 アルボース石けん液等 H27.6.1 株式会社ナンブ ¥791,532

58 セラメタランプ H27.6.1 株式会社山田電気商会 ¥751,032

59 その他消防防災用器具（防火衣） H27.6.8
常友防災株式会社
西三河営業所

¥5,493,744

60 体力強化用具（ランニングマシン） H27.6.8 有限会社スポーツボックス ¥1,371,600

61 軽四輪自動車（トラック型電動式ダンプ） H27.6.8 株式会社中川自動車 ¥2,146,640

62 消防団用ホース H27.6.8
初田防災設備株式会社
岡崎営業所

¥2,162,160

63
医療用機器（自動体外式除細動器／レールダ
ル）

H27.6.8
協和医科器械株式会社
岡崎営業所

¥5,329,800

64 スチールラック H27.6.8 アオイ事務器株式会社 ¥604,800

65 球技用具（総合表示盤）等 H27.6.8 株式会社フットジョグ ¥9,197,280

66 棚（戸棚） H27.6.15 株式会社アイチサイエンス ¥1,155,600

67 婦人自主防災クラブ防寒衣 H27.6.15 ハラ防災設備 ¥5,589,000

68
介護・訓練機器（高度シミュレーション人
形）

H27.6.15
協和医科器械株式会社
岡崎営業所

¥2,586,600

69 医療用機器（患者移送用陰圧装置） H27.6.15
株式会社名古屋医理科商会
三河営業所

¥1,077,840

70 その他消防防災用器具（空気呼吸器ボンベ） H27.6.22
初田防災設備株式会社
岡崎営業所

¥812,160

71 ＰＥＮ樹脂食器 H27.6.22 合資会社籠藤商店 ¥2,017,872

72 雨合羽 H27.6.22 谷澤商事有限会社 ¥1,409,400

73 ゴム長靴 H27.6.22
常友防災株式会社
西三河営業所

¥881,280

74 革製短靴 H27.6.22 小桜興産株式会社 ¥1,233,381

75 冬活動服 H27.6.22 株式会社ベルテック ¥3,405,240

76 球技用具（卓球台） H27.6.22 アベスポーツ ¥1,290,600

77 ラインテープ H27.6.22 株式会社フットジョグ ¥909,446

78 エプロン等 H27.6.26 有限会社タケウチハクイ ¥1,770,238

79 白衣等 H27.6.26 有限会社タケウチハクイ ¥1,063,260

80 ＯＡ機器（大判プリンター） H27.6.29 アオイ事務器株式会社 ¥616,442

81 貨物自動車(小型ワンボックスタイプ） H27.6.29
ネッツトヨタ愛知株式会社
プラザ岡崎

¥1,335,717

82 印刷・製本機械（裁断機） H27.6.29
株式会社栗田商会
岡崎営業所

¥928,800

83 視聴覚機器(プロジェクター） H27.6.29 株式会社電波堂 ¥1,030,320

84 印刷・製本機械（丁合機） H27.6.29 アオイ事務器株式会社 ¥1,247,400



平成２７年度入札結果集計表
番号 入 札 物 品 名 入札年月日 落 札 業 者 名 契 約 金 額

85 ＯＡ機器(拡大機） H27.6.29
富士ゼロックス愛知東株式
会社

¥1,495,800

86 温度調節機器（石油暖房機） H27.7.6 合資会社籠藤商店 ¥9,473,760

87 屋外遊具（メロディーペットミニ） H27.7.6 山本機械販売株式会社 ¥972,000

88 屋外遊具（２人乗りゴーカート） H27.7.6 山本機械販売株式会社 ¥918,000

89 雑器具（非金属製）「ワンタッチテント」 H27.7.6 有限会社大衆シート製作所 ¥1,283,688

90 冬用男子作業服（上着）等 H27.7.10 ハチスカ株式会社 ¥1,455,235

91 体力強化用具（ランニングマシン） H27.7.13 株式会社スギスポーツ ¥1,455,840

92 消火用器具（小型動力ポンプ） H27.7.13 ハラ防災設備 ¥6,030,720

93 鍵盤楽器（グランドピアノ・体育館用） H27.7.13
株式会社ツルタ楽器
岡崎店

¥2,289,600

94 鍵盤楽器（グランドピアノ・音楽室用） H27.7.13
株式会社ツルタ楽器
岡崎店

¥3,996,000

95 管楽器（Ｂ♭チューバ） H27.7.13
楽器の幸林堂
岡崎支店

¥858,600

96 管楽器（ユーフォニアム） H27.7.13
株式会社ツルタ楽器
岡崎店

¥907,200

97 管楽器（ファゴット） H27.7.13
合資会社中善楽器
岡崎店

¥754,920

98 鍵盤楽器（指導用オルガン） H27.7.13
株式会社ツルタ楽器
岡崎店

¥1,177,200

99
視聴覚機器（校内自主放送設備/藤川小学
校）

H27.7.13 株式会社電波堂 ¥2,396,520

100
視聴覚機器（校内自主放送設備/岩津小学
校）

H27.7.13
教育産業株式会社
岡崎営業所

¥2,516,400

101
視聴覚機器（校内自主放送設備/本宿小学
校）

H27.7.13 成電社 ¥2,613,600

102
視聴覚機器（校内自主放送設備/額田中学
校）

H27.7.13
教育産業株式会社
岡崎営業所

¥2,224,800

103 体力強化用具（クロストレーナー） H27.7.21 幸田スポーツ ¥885,600

104 雑器具（非金属製）（災害用組立式トイレ） H27.7.21 小桜興産株式会社 ¥1,219,968

105 照明機器（バルーン投光機） H27.7.21 谷澤商事有限会社 ¥1,077,840

106 和楽器（楽太鼓） H27.7.21
株式会社ツルタ楽器
岡崎店

¥808,920

107 車線分離標 H27.7.21 スロープガード株式会社 ¥1,219,860

108 郷土読本 おかざき３・４年上 等 H27.7.29 有限会社イヅミ印刷所 ¥1,637,280

109 簡易間仕切 H27.7.29
初田防災設備株式会社
岡崎営業所

¥4,341,600

110 角椅子 H27.7.29
伊豫田家具興産株式会社
五万石家具総本家

¥993,038

111 折りたたみ椅子 H27.7.29 アオイ事務器株式会社 ¥1,268,460

112 会議用机 H27.7.29 アオイ事務器株式会社 ¥1,012,500
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113 書画カメラ H27.7.29
教育産業株式会社
岡崎営業所

¥1,211,760

114
介護・訓練機器（低床式電動ストレッ
チャー）

H27.7.29
協和医科器械株式会社
岡崎営業所

¥1,112,400

115 配膳台 H27.7.29 株式会社三光家具製作所 ¥1,125,360

116 安全帽 H27.8.5 小桜興産株式会社 ¥840,888

117 視聴覚機器（デジタルビデオカメラ） H27.9.7 成電社 ¥815,400

118 タッチパネル H27.9.7
中部ビジネスシステム株式
会社

¥830,293

119
特種自動車
（福祉車両/サイドリフトアップシート車）

H27.9.25
ネッツトヨタ東海株式会社
岡崎東店

¥2,306,373

120 軽四輪自動車 H27.10.5 株式会社ミヤセ自動車 ¥807,802

121
軽四輪自動車
（ワンボックスタイプハイルーフ仕様）

H27.10.5 株式会社中川自動車 ¥916,018

122 乗用自動車（燃料電池自動車(FCV)） H27.10.9
愛知トヨタ自動車株式会社
岡崎営業所

¥7,564,481

123 消防団編上靴 H27.10.13 小桜興産株式会社 ¥1,341,360

124 消防用ホース H27.10.13 株式会社ベルテック ¥1,707,156

125 消防団活動服上衣等 H27.10.13 株式会社ベルテック ¥2,914,380

126 感染防止服 H27.10.15
株式会社マストレメディカル
岡崎営業所

¥1,620,000

127 通学帽子 H27.10.15 有限会社サンタ・メリー ¥1,705,050

128 卒業記念印鑑 H27.10.23 有限会社旅洲社 ¥2,793,009

129 感染症防護対策キット H27.10.28 有限会社水野器械店 ¥7,449,321

130 ソフトウェア H27.10.28
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

¥883,224

131 生物顕微鏡（中学校用） H27.10.28
株式会社育英舘
岡崎営業所

¥877,176

132 木製折りたたみテーブル H27.10.28 有限会社マコト商会 ¥1,372,356

133 木製いす H27.10.28
株式会社フレーベル館
名古屋支社

¥1,720,764

134 ウィルス対策ソフト H27.10.28
富士ゼロックス愛知東株式
会社

¥796,668

135 双眼実体顕微鏡 H27.11.2 株式会社アイチサイエンス ¥729,000

136 ウイルス対策ソフト H27.11.11
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

¥4,382,262

137
雑器具（非金属製）「防災テント（ワンタッ
チ式）」

H27.11.13 有限会社大衆シート製作所 ¥733,341

138 塩化カルシウム（小中学校） H27.11.18 株式会社ナンブ ¥3,707,424

139 塩化カルシウム（総合現業事務所） H27.11.18 株式会社角金建材店 ¥2,527,200

140 医療用機器（Ｘ線撮影システム） H27.12.2
協和医科器械株式会社
岡崎営業所

¥6,966,000
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141 防災服 H27.12.9 有限会社岡崎ユニフォーム ¥1,283,040

142 OA機器（カードプリンター） H27.12.9 アオイ事務器株式会社 ¥2,916,000

143 人孔鋳鉄蓋枠 H27.12.14
株式会社丸金商店
岡崎支店

¥1,016,280

144 指定ごみ袋 H28.1.14 石川包材産業株式会社 ¥953,748

145 鍵盤楽器（指導用オルガン） H28.2.17
株式会社ツルタ楽器
岡崎店

¥1,166,400

146 名入れボールペン H28.2.17
株式会社栗田商会
岡崎営業所

¥1,177,200


