入札結果等の公表（平成２９年度）

平成30年３月31日現在

新潟県出納局会計検査課

1/5

開札年月日

品

名

落札者又は契約相手方

落札価格又は
不調随意契約額

予定価格

平成29年4月3日 男性警察官用夏服上衣長袖及び半袖の製造請負 一式

小池被服（株）

¥16,282,339

¥16,289,726

平成29年4月3日 男性警察官用夏服ズボンの製造請負 350本

小池被服（株）

¥3,685,500

¥3,732,750

平成29年4月3日 女性警察官用夏服類の製造請負 一式

小池被服（株）

¥4,619,257

¥4,633,718

平成29年4月6日 男性警察官用夏帽子及び夏活動帽子の製造請負 一式

ミドリ安全新潟（株）

¥1,973,786

¥1,985,595

平成29年4月14日 警察官用警備靴及び男性警察官用半長靴の製造請負 一式

ミドリ安全新潟（株）

平成29年4月21日 ロータリ除雪車（2.2ｍ級）の購入 ２台

（株）コバリキ

¥67,305,380

¥67,339,280 WTO案件、不調随契

平成29年4月21日 除雪グレーダ（4.0ｍ級、シャッターブレード付） の購入 １台

コマツ建機販売（株）

¥38,555,890

¥38,991,469 WTO案件

平成29年4月21日 除雪ドーザ（18ｔ級、反転エッジ付）の購入 １台

コマツ建機販売（株）

¥23,400,250

¥23,708,800 WTO案件

平成29年4月21日 除雪ドーザ（18ｔ級、マルチプラウ、反転エッジ付）の購入 ２台

コマツ建機販売（株）

¥46,649,300

¥48,106,640 WTO案件

平成29年4月21日 除雪ドーザ（８ｔ級、反転エッジ付）の購入 １台

日本キャタピラー（同）

¥11,885,250

¥15,341,250 WTO案件

平成29年4月21日 ロータリ除雪車（2.2ｍ級、ロング雪切板、後輪ダブルタイヤ付）の購入 １台

（株）コバリキ

¥33,490,690

¥33,567,040 WTO案件

平成29年4月21日 小形除雪車（1.0ｍ級、草刈装置用着脱装置付）の購入 １台

（株）コバリキ

¥10,270,690

¥10,401,119 WTO案件

平成29年4月21日 ロータリ除雪車（2.2ｍ級、スイング式雪切板、後輪ダブルタイヤ付）の購入 １台

（株）日本除雪機製作所

¥33,706,690

¥34,020,640 WTO案件、不調随契

平成29年4月21日 ロータリ除雪車（2.6ｍ、220kW級、180°スイングオーガ装置付）の購入 １台

（株）日本除雪機製作所

¥38,890,690

¥39,348,280 WTO案件、不調随契

平成29年4月21日 小形除雪車（1.0ｍ級）の購入 ５台

（株）日本除雪機製作所

¥38,123,450

¥38,208,573 WTO案件、不調随契

平成29年4月21日 小形除雪車（1.3ｍ級）の購入 １台

（株）日本除雪機製作所

¥16,156,690

¥16,206,623 WTO案件、不調随契

平成29年4月21日 ロータリ除雪車（2.6ｍ、220kW級、スイングオーガ装置付）の購入 １台

（株）コバリキ

¥35,866,690

¥35,878,240 WTO案件、不調随契

平成29年4月21日 除雪ドーザ（14t級、反転エッジ、両サイドシャッター付） ２台

日本キャタピラー（同）

¥47,714,180

¥47,834,480 WTO案件、不調随契

平成29年4月21日 新潟県議会会議録の印刷

（株）ウィザップ

＠13.176

＠14.061

（株）橋詰商会

¥4,867,360

¥5,046,707

（有）めぐみ工房

¥6,428,074

¥8,222,085

見込数量 両面印刷146,200枚

平成29年4月27日 軽貨物車（ボンネットバンタイプ）の購入 ７台
平成29年5月9日 新潟県議会議案書・新潟県議会予算説明書の印刷 一式
平成29年5月11日 「原子力だより」の印刷（単価契約） 一式

北越印刷（株）

平成29年5月12日 普通乗用車（ＳＵＶ）の購入

新潟スバル自動車（株）

１台

¥8,617,050

備考

¥8,700,723

@0.864

@1.188

¥2,020,901

¥2,375,550

平成29年5月12日 小型貨物自動車（ワンボックス型バン）の購入 １台

（資）津南自動車

平成29年5月15日 除雪ドーザ（14ｔ級、反転エッジ付）の購入 ３台

コマツ建機販売（株）

平成29年5月17日 夏タイヤの購入 1,146本

（株）ニッタタイヤ

¥6,762,960

¥7,864,386

平成29年5月19日 短靴（フォーマル型）の購入 男性用短靴 891足、女性用短靴 109足

（株）ことりや

¥4,870,800

¥4,930,534

平成29年5月25日 小型貨物自動車（バン）の購入 １台

（株）日産サティオ新潟西

¥1,191,091

¥1,671,842

平成29年5月25日 短靴（スニーカー型）の購入 869足

ミドリ安全新潟（株）

¥5,049,237

¥5,053,930 不調随契

平成29年5月29日 録音・録画装置（設置型）の購入 一式

ソニックガード（株）

¥18,187,200

¥20,482,200

平成29年5月29日 東区警察署（仮称）庁用品（書庫等）の購入 一式

新潟フジセット（株）

¥25,056,000

¥27,663,616

平成29年5月29日 東区警察署（仮称）取調用机の購入 20台

（株）ヒウラ

¥969,840

¥1,659,599

注）「落札価格又は不調随意契約額」及び「予定価格」は消費税を含んだ金額です。
自動車等にあってはリサイクル料金等、自賠責保険料及び自動車重量税を含みます。
総価での入札は\で、単価での入札を行ったものは＠で表示されています。

¥2,150,641
¥54,013,710

¥2,994,776
¥54,788,070 WTO案件
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品

平成29年5月29日 防疫資材（感染防護服セット及びマスク）の購入

名
一式

落札者又は契約相手方
（有）カザマ

落札価格又は
不調随意契約額

予定価格

¥17,351,604

¥19,382,598

平成29年6月2日 男性警察官用踏抜防止板入長靴の購入 500足

（株）扇や商店

¥1,285,200

¥1,317,600

平成29年6月7日 小形除雪機（1.1ｍ級、ハンドガイド式）の購入 １台

（株）日の出自動車

¥1,855,440

¥2,466,801

平成29年6月7日 警察官用防寒服上下の製造請負 一式

小池被服（株）

¥9,154,674

¥9,162,116 不調随契

平成29年6月9日 帯革・警棒つり（警棒止めバンド付）・手錠入れ・拳銃入れの製造請負 一式

山本シーリング工業（株）

¥6,420,600

¥6,424,704

平成29年6月9日 遺体保存用冷蔵庫の購入 一式

（株）カンエツ

¥2,916,000

¥3,480,507

平成29年6月13日 交通事故処理車の購入 ３台

新潟日産自動車（株）

¥11,303,535

¥12,360,456

平成29年6月16日 男性警察官用冬服上下及び冬活動服の製造請負 一式

小池被服（株）

¥23,376,492

¥23,522,935 WTO案件

平成29年6月16日 農地部積算基準図書の印刷 一式

（有）めぐみ工房

平成29年6月16日 東区警察署（仮称）公衆ロビー等庁用品の購入 一式

¥842,400

¥1,200,000

オフィス（株）

¥1,757,700

¥1,899,709

平成29年6月16日 女性警察官用冬服類の製造請負 一式

小池被服（株）

¥5,243,832

¥5,291,908 WTO案件

平成29年6月16日 女性警察官用合服類の製造請負 一式

小池被服（株）

¥7,525,602

¥7,546,124 WTO案件

平成29年6月16日 男性警察官用合服上下及び合活動服の製造請負 一式

ミドリ安全新潟（株）

¥19,380,924

¥19,417,800 WTO案件

平成29年6月16日 小型警ら車（軽）の購入 １台

サンワーズ（株）

¥1,297,360

¥1,755,285

平成29年6月23日 積算基準図書の印刷（土木部） 一式

富士印刷（株）

¥5,150,228

¥5,172,120

平成29年6月26日 普通乗用自動車（セダン型・ハイブリッド車）の購入 １台

新潟トヨタ自動車（株）

¥4,831,190

¥5,056,305

平成29年6月27日 東区警察署（仮称）音響機器の購入 一式

ヨコセＡＶシステム（株）

¥1,436,400

¥2,446,815

平成29年7月4日 警察官用雨衣上下の製造請負 一式

小池被服（株）

¥9,139,122

¥9,260,038

平成29年7月4日 減圧ニーダーの購入 １式

鐘通化学薬品（株）

¥8,208,000

¥8,248,753

平成29年7月5日 トラクター（新発田農業高等学校用）の購入 １式

日本ニューホランド（株）

¥6,912,000

¥7,819,831

平成29年7月7日 交通反則切符の印刷（単価契約） 見込数量 5,000冊

あけぼの印刷団地事業（協）

@496.8

@507.362

平成29年7月7日 警察官用ベルトの製造請負 543本

小池被服（株）

¥2,052,810

¥2,101,705

平成29年7月7日 調理実習台の購入 教師用３台 生徒用39台

（株）新潟科学

¥13,791,600

¥16,562,283

平成29年7月10日 映像伝送装置の購入 １式

藤島無線工業（株）

¥1,069,200

¥1,394,735

平成29年7月10日 東区警察署（仮称）庁用品（テーブル等）の購入 一式

新潟フジセット（株）

¥5,238,000

¥5,292,489

平成29年7月10日 理科実験台（化学、物理）の購入 化学生徒用 ５台、物理生徒用 ５台

（株）新潟科学

¥1,825,200

¥2,023,135

平成29年7月11日 柔道畳の購入 198枚

（有）小黒スポーツ

平成29年7月12日 ＥＭＣ試験システムの購入 一式

日本電計（株）

¥86,119,200

¥86,121,611 WTO案件

平成29年7月12日 電界放出形走査電子顕微鏡の購入 一式

島津サイエンス東日本（株）

¥82,296,000

¥82,435,320 WTO案件

平成29年7月13日 全自動耐圧試験機の購入 一式

金井度量衡（株）

¥10,044,000

¥10,382,774

平成29年7月14日 長靴の購入 男性用475足 女性用42足

（株）扇や商店

¥1,987,761

¥2,006,904

平成29年7月14日 運転免許センター古町支所（仮称）庁用品の購入 一式

オフィス（株）

¥2,278,800

¥2,287,956 不調随契

注）「落札価格又は不調随意契約額」及び「予定価格」は消費税を含んだ金額です。
自動車等にあってはリサイクル料金等、自賠責保険料及び自動車重量税を含みます。
総価での入札は\で、単価での入札を行ったものは＠で表示されています。

¥1,969,466

¥3,179,373

備考
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品
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予定価格

平成29年7月19日 男性警察官用制服用ワイシャツの製造請負 2,082着

ミドリ安全新潟（株）

¥17,864,809

¥18,194,363

平成29年7月19日 イオンミーリング装置の購入 一式

高山理化精機（株）

¥8,640,000

¥9,811,611

平成29年7月25日 防疫資材（備蓄用）の購入 一式

船山（株）

¥4,166,856

¥6,315,192

平成29年7月26日 普通乗合自動車（マイクロバス）の購入 １台

笠原商事（株）

¥6,267,806

¥6,862,840

平成29年7月27日 トラクター（農業大学校用）の購入 １台

（株）ヰセキ信越

¥4,525,200

¥5,321,355

平成29年7月28日 感染性廃棄物用密閉容器の購入 1,700個

（株）悠久堂医科器械店

¥1,716,660

¥1,836,000
@40.564

平成29年8月1日 自動車保管場所標章の印刷（単価契約） 見込数量 160,000枚

土屋工業（株）

@38.88

平成29年8月7日 汎用旋盤（６尺）の購入

昭栄産業（株）

¥9,250,200

¥9,255,492 不調随契

平成29年8月8日 湿熱殺菌処理装置の購入 一式

１式

鐘通化学薬品（株）

¥7,570,800

¥7,572,098

平成29年8月8日 発酵成分定量分析装置の購入 一式

島津サイエンス東日本（株）

¥7,387,200

¥7,398,122

平成29年8月10日 ＮＣ付きラム型フライス盤の購入 一式

新潟工販（株）

¥11,556,000

¥11,713,140

平成29年8月18日 男性警察官用冬帽子及び冬活動帽子の製造請負 冬帽子127個 冬活動帽子287個

（株）堀口繊維工業

¥1,956,646

¥1,987,290

平成29年8月22日 軽自動車（車いす移動車）の購入 １台

（株）新潟ダイハツモータース

¥1,852,080

¥2,206,695

平成29年8月28日 生地物性測定装置の購入 一式

（株）パーカーコーポレーション

¥8,640,000

¥9,451,697

平成29年8月28日 マシニングセンターの購入 １式

昭栄産業（株）

¥15,120,000

¥15,411,196

平成29年8月29日 汎用旋盤（新発田南高等学校用）の購入 ２式

昭栄産業（株）

¥10,584,000

¥10,685,520

平成29年8月31日 視覚検査装置の購入 １台

トッパン・フォームズ（株）

¥1,933,200

¥1,992,176

平成29年8月31日 汎用旋盤（長岡工業高等学校用）の購入 ３式

昭栄産業（株）

¥16,005,600

¥16,076,000

平成29年8月31日 安定ヨウ素剤（ヨウ化カリウム内服ゼリー）の購入 16.3mg 3,220包、32.5mg 9,700包

（株）バイタルネット

¥4,406,292

¥4,461,237

備考

平成29年9月1日 男性警察官用交通乗車服（夏服・冬服）の製造請負 一式

小池被服（株）

¥10,042,488

¥10,132,365

平成29年9月1日 水銀測定装置の購入 一式

（株）共栄科学

¥7,120,440

¥7,319,160

平成29年9月1日 トラクター（園芸研究センター用）の購入 一式

ヤンマーアグリジャパン（株）

¥7,452,000

¥8,745,840

平成29年9月13日 小型警ら車（普通車）の購入 ２台

サンワーズ（株）

¥3,417,280

¥4,045,020

平成29年9月14日 密閉式暖房器具の購入 268台

新潟サンリン（株）

平成29年9月14日 階級章セット等の製造請負 一式

小池被服（株）

¥3,140,208

平成29年9月15日 小形除雪車（1.3ｍ級、ロング雪切板、バッテリースイッチ付）の購入 １台

（株）コバリキ

¥17,182,690

¥17,192,559 WTO案件、不調随契

平成29年9月15日 小形除雪車（1.3ｍ級、ロング雪切板、充電器接続用端子付）の購入 １台

¥14,796,000

¥15,322,415 WTO案件
¥3,155,270

（株）日本除雪機製作所

¥16,858,690

¥17,241,005 WTO案件

平成29年9月15日 ロータリ除雪車（2.6ｍ、220kW級、スイングオーガ装置、後輪ダブルタイヤ付）の購入 １台 （株）日本除雪機製作所

¥40,186,690

¥45,352,487 WTO案件

平成29年9月15日 ロータリ除雪車（2.6ｍ、220kW級、ロング雪切板付）の購入 １台

（株）コバリキ

¥35,866,690

¥41,815,557 WTO案件

平成29年9月15日 小型警ら車（軽）の購入 ９台

サンワーズ（株）

¥11,433,240

¥11,445,866 不調随契

平成29年9月15日 大気汚染自動測定装置の購入 一式

タケショー科学（株）

平成29年10月3日 気象観測装置の購入 ２式

金井度量衡（株）

注）「落札価格又は不調随意契約額」及び「予定価格」は消費税を含んだ金額です。
自動車等にあってはリサイクル料金等、自賠責保険料及び自動車重量税を含みます。
総価での入札は\で、単価での入札を行ったものは＠で表示されています。

¥1,458,000

¥1,811,160

¥13,608,000

¥14,389,451
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新潟県出納局会計検査課

開札年月日
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名

落札者又は契約相手方

落札価格又は
不調随意契約額

予定価格

平成29年10月10日 冬タイヤの購入 1,174本

（株）フジ・コーポレーション

¥9,815,828

¥14,374,469

平成29年10月18日 改ざん防止機能付きデジタル一眼レフカメラ（本体）の購入 12台

（株）文武堂

¥1,060,128

¥1,197,283

平成29年10月18日 トラクター（作物研究センター用）の購入 一式

ヤンマーアグリジャパン（株）

¥6,177,600

¥6,724,719

平成29年10月23日 卓上視覚検査器及び手動視野検査器の購入 ９台

新潟通信機（株）

¥2,030,400

¥2,228,442

平成29年10月23日 ガスクロマトグラフ質量分析装置の購入

東京電機産業（株）

一式

¥37,152,000

¥37,154,693 WTO案件、不調随契

平成29年10月24日 日用品セット（タオル（慰問品用））の購入 5,765セット

（株）日青堂

¥3,125,552

¥3,187,814

平成29年10月25日 第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 観戦ガイドブック等の印刷 一式

富士印刷（株）

¥3,585,384

¥5,742,360

平成29年10月27日 除雪ドーザ（14ｔ級、反転エッジ、両サイドシャッター付）の購入 １台

コマツ建機販売（株）

¥23,336,530

¥24,007,426

平成29年11月2日 デジタルカメラ用プリントパックの購入 320組

（株）文武堂

¥1,966,464

¥2,097,100

平成29年11月9日 警察官用出動服の製造請負 一式

小池被服（株）

¥2,084,940

¥2,123,952

平成29年11月13日 除染シャワーテント（１レーン）の購入 １式

船山（株）

¥1,782,000

¥2,712,883

平成29年11月14日 除染テント（２レーン）の購入 １式

（株）千代田テクノル

¥5,367,600

¥7,501,391

平成29年11月22日 警報機付きポケット線量計の購入 821台

（株）千代田テクノル

¥20,393,640

¥23,451,799

平成29年11月22日 保護メガネの購入 4,385個

（株）神戸理化学工業

¥1,870,641

¥4,674,028

平成29年11月24日 男性警察官用白手袋の製造請負 2,709双

（株）ことりや

¥1,667,660

¥1,878,765

平成29年11月24日 安定ヨウ素剤（ヨウ化カリウム丸）の購入 1,000丸（ヒートシ-ル）×2,418箱

（株）バイタルネット

¥13,579,488

¥13,710,060

平成29年11月27日 防護手袋（綿、ゴム）の購入 （綿） 130ダース、（ゴム） 932ダース

船山（株）

¥2,650,708

¥2,697,922

平成29年11月27日 防護服（上・下アノラック型）の購入 404着

新潟モリタ（株）

¥1,810,728

¥1,849,996

平成29年11月28日 風向風速計の購入 ２組

東宝電機（株）

¥3,186,000

¥3,651,419

平成29年11月28日 多項目水質計の購入 一式

（株）共栄科学

¥3,645,000

¥4,803,416

平成29年11月30日 超音波診断装置（婦人科外来）の購入 一式

源川医科器械（株）

¥8,640,000

¥10,531,620

平成29年11月30日 超音波診断装置及び吸引式組織生検装置の購入 一式

源川医科器械（株）

¥19,440,000

¥22,233,420

平成29年11月30日 オールインワン蛍光顕微鏡システムの購入 一式

源川医科器械（株）

¥16,480,800

¥17,025,502

平成29年12月4日 可搬型放射線モニタリングポストの製造請負 29台

（株）日立製作所

¥92,707,200

平成29年12月5日 衛星デジタル画像データの購入 一式

グリーン航業（株）

¥5,151,075

平成29年12月5日 防護マスク・防護マスク用吸収缶の購入 一式

（株）神戸理化学工業

平成29年12月6日 原子力防災広報車（小型貨物自動車・バン） １台

（株）日産サティオ新潟西

¥1,452,207

¥1,852,358

平成29年12月7日 ＤＬＰ方式プロジェクター等の購入 一式

新潟照明技研（株）

¥1,339,200

¥1,596,000

平成29年12月8日 と畜検査機器（マイクロプレートリーダー、ウォッシャー）の購入 １式

（有）カザマ

¥864,000

¥1,192,320

平成29年12月11日 測定顕微鏡の購入 一式

（株）アヅマテクノス

平成29年12月11日 大気モニタの購入 ３式

（株）日立製作所

平成29年12月19日 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーションサーベイメータの購入 ６式

（株）千代田テクノル

注）「落札価格又は不調随意契約額」及び「予定価格」は消費税を含んだ金額です。
自動車等にあってはリサイクル料金等、自賠責保険料及び自動車重量税を含みます。
総価での入札は\で、単価での入札を行ったものは＠で表示されています。

¥37,957,437

備考

¥106,305,563 WTO案件
¥5,261,396
¥39,458,685 WTO案件

¥4,356,720

¥6,579,285

¥13,608,000

¥28,036,800

¥1,684,800

¥2,235,600

入札結果等の公表（平成２９年度）

平成30年３月31日現在

新潟県出納局会計検査課

開札年月日
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品

名

落札者又は契約相手方

落札価格又は
不調随意契約額

予定価格

平成29年12月19日 水球ゴールの購入 ３対

（株）オオミヤ

¥2,794,500

¥3,149,886

平成29年12月22日 微小粒子状物質自動測定機の購入 １式

鐘通化学薬品（株）

¥2,484,000

¥3,420,262

平成29年12月22日 指揮用車の購入 １台

新潟トヨタ自動車（株）

¥5,657,336

¥5,759,052

平成29年12月25日 上部消化管電子内視鏡システムの購入 一式

（株）広川製作所

¥12,312,000

¥12,744,000

平成29年12月25日 電動式内視鏡用検査台の購入 一式

（株）広川製作所

¥4,266,000

¥4,629,599

平成29年12月27日 普通乗用自動車（セダン型・ハイブリッド車）の購入 １台

新潟トヨタ自動車（株）

¥4,854,950

¥4,968,424

（株）新潟フレキソ

¥1,147,685

¥1,325,857

平成30年1月10日 グランドピアノの購入 １台

（株）わたじん

¥2,438,640

¥2,468,151

平成30年1月19日 スクールライフサポートブック（平成30年度版）の印刷 17,000冊

北越印刷（株）

¥1,964,520

¥2,250,359

平成30年1月25日 血液中乳酸値分析装置の購入 一式

源川医科器械（株）

¥2,656,800

¥2,667,168

平成30年2月5日 書ききり型撮影媒体（改ざん防止機能付ＳＤメモリカード）の購入 3,600枚

（株）文武堂

¥2,282,256

¥2,814,912

平成30年2月8日 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の購入 18式

ジェイメディカル（株）

¥1,292,760

¥1,545,480

平成30年2月13日 三次元超音波風向風速計の購入 ２台

金井度量衡（株）

¥1,404,000

¥1,676,628

平成30年2月16日 自動車二税申告書の印刷 一式

（株）第一印刷所

¥2,913,732

¥3,415,500

平成30年2月28日 尿中薬物検査キットの購入 一式

（株）バイタルネット

¥2,688,120

¥2,703,000

平成30年3月14日 平成30年度共同購入指定物品 指01（共通封筒・備品整理票の印刷）

（株）サンバーストにいがた

¥1,756,080

¥2,001,834

平成30年3月14日 平成30年度共同購入指定物品 指02（茶封筒・修正テープ等）

（有）坂田洋紙店

¥2,114,424

¥2,203,027

平成30年3月14日 平成30年度共同購入指定物品 指03（ペン類・のり・ホッチキス等）

（株）日青堂

¥1,826,506

¥1,902,355

平成30年3月14日 平成30年度共同購入指定物品 指04（ノート・ガバットファイル等）

エコ文具のＨａｇａ

¥2,595,261

¥2,958,660

平成30年3月14日 平成30年度共同購入指定物品 指05（レターファイル・パイプ式ファイル等）

（株）イシフォー

¥2,268,702

¥2,718,975

平成30年3月14日 平成30年度共同購入指定物品 指06（フラットファイル・ファイルボックス等）

（有）川勝文具店

¥1,938,308

¥2,094,897

平成30年3月14日 平成30年度共同購入指定物品 指07（インデックス・付せん紙等）

玉源（株）

¥2,709,136

¥2,866,881

平成30年3月14日 平成30年度共同購入指定物品 指08（クリップ類・テープ類等）

（株）ヒウラ

¥1,620,507

¥1,924,646

平成30年3月14日 平成30年度共同購入指定物品 指09（メンディングテープ・テプラテープ等）

（有）木場商店

¥2,133,993

¥2,314,407

平成30年3月14日 平成30年度共同購入指定物品 指10（個別フォルダー・文書保存箱等）

（資）相馬紙店

¥2,181,600

¥2,503,418

平成30年3月14日 平成30年度共同購入指定物品 指11（コピー用紙）

田村紙商事（株）

¥22,811,522

¥25,637,256

平成30年3月14日 平成30年度共同購入指定物品 指12（机・いす）

（株）ヒウラ

¥1,531,440

¥2,109,510

平成30年3月14日 平成30年度共同購入指定物品 指13（電卓・CD-R・乾電池等）

（株）永喜多電気商会

平成30年3月26日 交通信号機用電球の購入 58,995個

萬代電業（株）

平成30年3月26日 小型乗用自動車（ミニバンタイプ）（精神保健福祉センター用）の購入 １台
平成30年3月26日 公用車(ミニバンタイプ）（交通政策課用）の購入 １台

平成30年1月10日 平成30年度「生徒指導要録」の印刷

一式

注）「落札価格又は不調随意契約額」及び「予定価格」は消費税を含んだ金額です。
自動車等にあってはリサイクル料金等、自賠責保険料及び自動車重量税を含みます。
総価での入札は\で、単価での入札を行ったものは＠で表示されています。

¥912,060

¥1,077,019

¥13,973,202

¥14,029,200

新潟日産自動車(株)

¥2,536,049

¥2,910,350

(株)日産サティオ新潟西

¥2,245,211

¥2,506,430

備考

