
平成２９年度入札結果集計表（平成２９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
特種自動車
（災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車Ⅰ-A型）

H29.4.20
日本ドライケミカル株式会
社 名古屋支店

¥50,778,260

2 医療用機器（高度救命処置用資機材） H29.4.20
協和医科器械株式会社 岡
崎営業所

¥23,468,400

3
試験・研究用機器
（イオンクロマトグラフ分析装置）

H29.4.20
株式会社セラーテクノロ
ジー

¥17,366,400

4 医療用機器（自動体外式除細動器(AED)） H29.4.20
協和医科器械株式会社 岡
崎営業所

¥3,564,000

5 医療用機器（自動体外式除細動器(AED)） H29.4.20
協和医科器械株式会社 岡
崎営業所

¥6,258,600

6 除細動DPパッド H29.4.20
協和医科器械株式会社 岡
崎営業所

¥1,490,400

7 貨物自動車（ワンボックスタイプ） H29.4.20
トヨタカローラ名古屋株式
会社 岡崎上地店

¥1,374,758

8 夏用男子作業服（上着）等 H29.4.21 アクセス産業株式会社 ¥1,888,218

9 介護・訓練機器（座位入浴式介護浴槽）等 H29.4.24
協和医科器械株式会社 岡
崎営業所

¥3,510,000

10 試験・研究用機器（濁度・色度計） H29.4.24
アドバンテック東洋株式会
社 名古屋営業所

¥3,240,000

11 発電機・発動機（小型エンジン発電機） H29.4.24 山本機械販売株式会社 ¥1,058,400

12 視聴覚機器（校内自主放送設備） H29.4.24 有限会社エフ特機 ¥1,998,000

13 軽四輪自動車（車いす仕様車） H29.4.24
三河ダイハツ株式会社 法
性寺店

¥1,340,000

14 貨物自動車（全低床3t強化ダンプ仕様） H29.4.24
三菱ふそうトラック・バス
株式会社 東海ふそう

¥2,548,284

15 特殊自動車（ミニショベル） H29.4.24
ブルドーザー整備株式会社
西三河工場

¥4,730,400

16 乗用自動車（ボンネットタイプ） H29.4.24 株式会社ミヤセ自動車 ¥1,222,938

17
軽四輪自動車
（ワンボックスタイプハイルーフ仕様）

H29.4.24 株式会社ミヤセ自動車 ¥4,369,490

18
軽四輪自動車
（ワンボックスタイプハイルーフ仕様）

H29.4.24 豊冨自動車株式会社 ¥869,384

19
軽四輪自動車
（ワンボックスタイプハイルーフ仕様）

H29.4.24 株式会社ミヤセ自動車 ¥1,837,760

20 環境循環型ＥＰカートリッジ H29.4.24 アオイ事務器株式会社 ¥1,058,400

21 消防団員救命胴衣 H29.4.24 株式会社ベルテック ¥1,174,824

22 棚(家庭科室用収納棚) H29.4.24 有限会社郁文館 ¥1,036,800

23 机・椅子（小学校児童用・中学校生徒用） H29.4.24
第一工業株式会社 名古屋
営業所

¥51,424,200

24 発電ライト H29.4.24 有限会社サンタ・メリー ¥2,527,200

25 非常用保存食（アルファ米） H29.4.28 ミヨシ食品株式会社 ¥3,399,013

26 非常用保存食（クラッカー） H29.4.28 株式会社カネタアマノ ¥5,765,708

27 転倒防止マット H29.5.11 有限会社サンタ・メリー ¥3,933,230

28 負荷調整重錘バンド H29.5.15
株式会社マストレメディカ
ル 岡崎営業所

¥819,720
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29 救命用具（酸素呼吸器） H29.5.18
初田防災設備株式会社 岡
崎営業所

¥1,723,680

30 その他消防防災用器具（空気呼吸器ボンベ） H29.5.18
初田防災設備株式会社 岡
崎営業所

¥1,512,000

31 救命用具（救命索発射装置） H29.5.18
山佐産工株式会社 岡崎営
業所

¥864,000

32 湯呑等 H29.5.18 合資会社籠藤商店 ¥2,243,592

33 ごみ飛散防止ネット H29.5.19 渥美製綱有限会社 ¥2,896,560

34 保存水 H29.5.19 株式会社三河中水 ¥872,907

35 その他消防防災用器具（防火衣） H29.5.29
常友防災株式会社 西三河
営業所

¥5,810,184

36 特殊自動車（フォークリフト） H29.5.29 アジア産業株式会社 ¥2,408,400

37 バレーボール H29.5.29 株式会社スギスポーツ ¥3,839,551

38 卓球ボール H29.5.29 幸田スポーツ ¥3,839,205

39 サッカーボール H29.5.29 有限会社スポーツボックス ¥1,537,462

40 ソフトテニスボール H29.5.29
有限会社スポーツショップ
コンドー

¥4,003,084

41 ソフトボール H29.5.29 有限会社スポーツボックス ¥1,590,073

42 軟式野球ボール H29.5.29 有限会社アクティブスポーツ体育館 ¥1,529,668

43 バスケットボール H29.5.29 アベスポーツ ¥3,263,168

44 特種自動車（塵芥車） H29.6.5 不調

45 球技用具（移動式バスケットゴール） H29.6.5
有限会社アクティブスポー
ツ体育館

¥9,795,600

46
パソコンソフト
（マイクロソフトライセンス）

H29.6.5
株式会社大塚商会 三河営
業所

¥11,800,637

47 試験・研究用機器（メディカルフリーザー） H29.6.5
株式会社カーク 愛知東営
業所

¥652,320

48 球技用具（バレーボール用支柱等） H29.6.5 株式会社フットジョグ ¥941,760

49 耐水性ポスターカラー H29.6.5
株式会社栗田商会 岡崎営
業所

¥831,206

50 試験・研究用機器（オートクレーブ） H29.6.5
株式会社カーク 愛知東営
業所

¥625,320

51 消防団雨衣 H29.6.5 谷澤商事有限会社 ¥4,638,816

52 オカザえもん反射キーホルダー H29.6.5 有限会社サンタ・メリー ¥874,800

53 屋外遊具（バッテリー式定置型乗物） H29.6.12 山本機械販売株式会社 ¥1,004,184

54
体力強化用具（ランニングマシン）
※ラボードＮＥＸＴ

H29.6.12 株式会社スギスポーツ ¥1,397,736

55
体力強化用具（ランニングマシン）
※ラボードＬＸＳ

H29.6.12 幸田スポーツ ¥1,211,112

56 事務用機械（券売機） H29.6.12 株式会社イクモ 岡崎支店 ¥1,106,568
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57 救命用具（陽圧式化学防護服） H29.6.12 ハラ防災設備 ¥1,447,200

58 消防団用ホース H29.6.12 谷澤商事有限会社 ¥2,066,364

59 アルボース石鹸液等 H29.6.12 株式会社ナンブ ¥837,864

60 貨物自動車（ダンプトラック） H29.6.19
三菱ふそうトラック・バス
株式会社 東海ふそう

¥9,946,284

61 球技用具（卓球台） H29.6.26 株式会社フットジョグ ¥1,149,120

62 冬活動服 H29.6.26 株式会社ベルテック ¥3,601,260

63 短靴 H29.6.26 小桜興産株式会社 ¥1,244,484

64 ケブラー手袋 H29.6.26 ハラ防災設備 ¥1,308,960

65 雑器具（非金属製）ワンタッチテント H29.6.30 有限会社大衆シート製作所 ¥1,556,928

66 冬用男子作業服（上着）等 H29.6.30 アクセス産業株式会社 ¥1,915,164

67 エプロン等 H29.6.30 ハチスカ株式会社 ¥2,113,592

68 白衣等 H29.6.30 有限会社タケウチハクイ ¥1,204,329


