平成30年12月31日現在

入札結果等の公表（平成30年度）
新潟県出納局会計検査課

開札年月日

1/4

品

名

落札者又は契約相手方

平成30年4月6日 夏タイヤの購入 1,384本

落札価格又は
不調随意契約額

備考

予定価格

（株）フジ・コーポレーション

¥9,697,276

¥14,368,677

平成30年4月18日 警察官用警備靴及び警察官用半長靴の製造請負 一式

ミドリ安全新潟（株）

¥8,442,262

¥8,584,368

平成30年4月19日 新潟県議会会議録の印刷 見込数量 両面印刷 144,330枚

（有）めぐみ工房

平成30年4月20日 除雪グレーダ（4.0ｍ級、シャッターブレード付）の購入 ３台

日本キャタピラー（同）

平成30年4月20日 ロータリ除雪車（2.6ｍ、220kW級、スイング式雪切板、後輪ダブルタイヤ付）の購入 ３台 （株）日本除雪機製作所

@11.556

@14.038

¥106,239,270

¥118,198,110 WTO案件

¥119,912,070

¥120,038,970 WTO案件、不調随契

平成30年4月20日 除雪ドーザ（８ｔ級、反転エッジ付）の購入 ２台

コマツ建機販売（株）

¥23,129,060

¥27,414,500 WTO案件

平成30年4月20日 除雪ドーザ（11ｔ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）

¥18,687,130

¥21,256,450 WTO案件

平成30年4月20日 除雪ドーザ（11ｔ級、反転エッジ付）の購入 １台

コマツ建機販売（株）

¥15,749,530

¥17,501,290 WTO案件

平成30年4月20日 除雪ドーザ（14ｔ級、マルチプラウ、反転エッジ付）の購入 １台

コマツ建機販売（株）

¥19,988,530

¥21,457,330 WTO案件

平成30年4月20日 除雪ドーザ（18ｔ級、反転エッジ付）の購入 ４台

コマツ建機販売（株）

¥95,640,040

¥97,041,880 WTO案件

平成30年4月20日 小形除雪車（1.3ｍ級、草刈装置用着脱装置付）の購入 １台

（株）日本除雪機製作所

¥21,826,690

¥22,040,099 WTO案件

平成30年4月20日 凍結防止剤散布車（３ｔ級、４×４）の購入 ５台

英和（株）

¥92,013,050

¥93,219,850 WTO案件

平成30年4月20日 凍結防止剤散布車（湿式３ｔ級、４×４）の購入 １台

（株）日本除雪機製作所

¥21,643,790

¥21,967,022 WTO案件

平成30年4月20日 ロータリ除雪車（2.2ｍ級）の購入 １台

（株）コバリキ

¥37,270,690

¥37,760,040 WTO案件、不調随契

平成30年4月20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）コバリキ

¥38,890,690

¥39,164,189 WTO案件、不調随契

平成30年4月20日 ロータリ除雪車（2.6ｍ、220kW級、後輪ダブルタイヤ付）の購入 １台

（株）コバリキ

¥38,890,690

¥39,174,190 WTO案件、不調随契

平成30年4月25日

トッパン・フォームズ（株）

¥2,812,320

¥3,799,440

平成30年4月26日 軽貨物車（ボンネットバンタイプ）の購入 ７台

（株）橋詰商会

¥4,995,880

¥5,303,998

平成30年4月26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）

¥2,897,478

平成30年4月27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㈱

平成30年4月27日 男性警察官用夏服ズボンの製造請負 一式
平成30年4月27日 女性警察官用夏服類の製造請負 一式

運転免許証更新通知書、高齢者講習通知書、認知機能検査通知書及び高齢者講習・認知機能検査結果通知書の印刷 一式

平成30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

¥2,925,646

¥22,013,532

¥22,065,920 WTO案件

㈱ことりや

¥6,758,056

¥6,970,176 WTO案件

小池被服㈱

¥5,471,193

¥5,496,620 WTO案件

（有）めぐみ工房

¥6,666,104

¥7,220,000

平成30年5月11日 「原子力だより」の印刷（単価契約） 一式

（株）小田

平成30年5月18日 公用車（ミニバンタイプ）（監理課用） 1台

（株）橋詰商会

@0.8532

¥0.978

¥2,811,110

¥2,957,775

平成30年5月18日 交通反則切符の印刷（単価契約） 見込数量 6,000冊

あけぼの印刷団地事業協同組合

@505.44

@510.3

平成30年5月22日 短靴（フォーマル型）の製造請負 男性用894足 女性用122足

（株）ことりや

¥4,926,787

¥5,310,066

平成30年5月22日 短靴（スニーカー型）の製造請負 1,142足

（株）堀口繊維工業

¥6,413,472

¥6,782,118

平成30年6月4日 警察官用踏抜防止板入長靴の製造請負 530足

（株）扇や商店

¥1,425,276

¥1,473,357

平成30年6月5日 レーンロープの購入 ５セット

（株）オオミヤ

¥1,436,400

¥1,487,700

平成30年6月7日 デジタル照度計の購入 15台

日本電計（株）

¥1,101,600

¥1,551,270

平成30年6月7日 小型輸送車（ミニバン）の購入 １台

新潟日産モーター（株）

¥1,826,030

¥2,392,306

平成30年6月8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）

¥6,899,040

¥6,920,640

平成30年6月8日 遺体保存用冷蔵庫の購入 １台

（株）カンエツ

¥1,467,612

¥1,485,000

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。
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開札年月日

品

名

平成30年6月12日 警察官用防寒服上下の製造請負 一式

落札者又は契約相手方
小池被服（株）

落札価格又は
不調随意契約額

予定価格

¥11,615,886

¥11,656,570

平成30年6月14日 男性警察官用冬帽子及び警察官用冬活動帽子の製造請負 冬帽子162個、冬活動帽子462個 （株）マキトー・コンフォート

¥3,017,088

¥3,055,066

平成30年6月15日 交通取締用車の購入 ２台

新潟日産自動車（株）

¥5,962,486

¥6,127,866

平成30年6月20日 積算基準図書の印刷（土木部）一式

富士印刷（株）

¥5,881,275

¥5,904,360

平成30年6月21日 小型警ら車の購入 ４台

サンワーズ（株）

¥5,189,440

¥5,290,453

平成30年6月22日 女性警察官用冬服類の製造請負 一式

小池被服（株）

¥6,075,162

¥6,097,778 WTO案件

平成30年6月22日 男性警察官用合服上下及び合活動服の製造請負 一式

小池被服（株）

¥31,166,856

¥31,392,889 WTO案件

平成30年6月22日 女性警察官用合服類の製造請負 一式

小池被服（株）

¥11,156,616

¥11,182,561 WTO案件

平成30年6月22日 男性警察官用冬服上下及び冬活動服の製造請負 一式

（株）堀口繊維工業

¥28,573,722

¥28,957,434 WTO案件

平成30年6月26日 調理実習台の購入

（株）新潟科学

¥8,467,200

平成30年6月27日 理科実験台の購入 教師用１台、生徒用15台

（株）丸新

¥3,056,400

¥4,685,899

平成30年6月29日 警察官用雨衣上下の製造請負 一式

小池被服（株）

¥17,806,932

¥17,940,531

平成30年7月2日 味認識装置の購入 一式

鐘通化学薬品（株）

¥10,659,600

¥10,668,628 不調随契

平成30年7月5日 柔道畳の購入 198枚

（有）前山武道具

¥1,856,131

¥2,478,373

平成30年7月6日 警察官用ベルトの製造請負 541本

小池被服（株）

¥2,191,590

¥2,211,509

平成30年7月9日 農業用トラクター(妙法育成牧場用)の購入 １台

教師用３台、生徒用20台

¥10,126,181

（株）ヰセキ信越

¥4,687,200

¥4,935,560

平成30年7月12日 小型輸送車（ロングボディ）の購入 １台

新潟日産モーター（株）

¥1,715,582

¥1,757,810

平成30年7月13日 長靴及び紐付き長靴の製造請負 一式

（株）扇や商店

¥3,784,665

¥3,977,132

平成30年7月18日 男性警察官用制服用ワイシャツの製造請負 2,483着

小池被服（株）

¥22,096,713

¥22,157,933

平成30年7月23日 体成分分析装置の購入 一式

源川医科器械（株）

¥2,937,600

¥2,959,127

平成30年7月24日 肺運動負荷モニタリングシステムの購入 一式

源川医科器械（株）

¥6,372,000

¥6,499,440

平成30年7月31日 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）

¥5,652,126

¥5,719,199

平成30年7月31日 録音・録画装置（設置型）の購入 ７式

ソニックガード（株）

¥15,584,400

¥16,180,000

平成30年7月31日 大気モニタの購入 13式

（株）日立製作所

¥41,688,000

¥67,392,000 WTO案件

平成30年8月1日 気象観測装置の購入 ７式

金井度量衡（株）

¥66,420,000

¥68,183,645 WTO案件

平成30年8月2日 種子用乾燥機の購入 ３台

名地農機（株）

¥5,140,800

平成30年8月3日 全自動元素分析装置の購入 一式

（株）ケンテック

¥9,374,400

¥9,500,760

平成30年8月7日 万能製図機器の購入 41式

金井度量衡（株）

¥10,627,200

¥11,019,908

平成30年8月9日 エンジン性能試験装置の購入 １式

金井度量衡（株）

¥16,524,000

¥16,610,497

平成30年8月9日 コンバインの購入 一式

（株）ヰセキ信越

¥4,287,600

¥4,482,694

@38.880

@40.824

平成30年8月27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）

平成30年8月28日 安定ヨウ素剤（ヨウ化カリウム内服ゼリー）の購入

（株）バイタルネット

16.3ｍｇ 3,220包、32.5ｍｇ 9,700包

平成30年8月30日 高温高圧調理殺菌装置の購入 一式

（株）神垣鉄工所

平成30年8月31日 水素化物発生装置の購入 一式

島津サイエンス東日本（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。

¥6,632,755

¥4,406,292

¥4,514,400

¥10,152,000

¥12,204,000

¥1,112,400

¥1,131,629

備考
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開札年月日

3/4

品

名

平成30年8月31日 ダストモニタ及びヨウ素モニタの製造請負 ３式

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

応用光研工業（株）

¥41,526,000

¥80,784,000 WTO案件

平成30年9月3日 大型灰化炉の製造請負 一式

（株）千代田テクノル

¥15,120,000

¥15,893,999

平成30年9月3日 低バックグラウンド液体シンチレーションカウンタの購入 一式

源川医科器械（株）

¥17,312,400

¥17,991,109

平成30年9月4日 汎用旋盤（新発田南高等学校用）の購入 ２式

昭栄産業（株）

¥10,692,000

¥10,849,823

平成30年9月5日 小型貨物自動車（バン）（管財課用）の購入 １台

新潟日産自動車（株）

平成30年9月6日 密閉式暖房器具の購入 318台

新潟サンリン（株）

¥1,197,919

¥1,318,530

¥17,928,000

¥18,471,019

平成30年9月11日 トラクター(農業大学校用)の購入 １台

日本ニューホランド（株）

¥6,652,800

¥7,620,856

平成30年9月14日 警察音楽隊大型バスの購入 1台

新潟いすゞ自動車（株）

¥28,159,680

¥28,579,330

平成30年9月14日 階級章セット等の製造請負 一式

小池被服（株）

¥1,693,126

平成30年9月18日 ロータリ除雪車（２．６ｍ、２２０ｋＷ級、スイング式雪切板付）の購入 １台

（株）ＮＩＣＨＩＪＯ

¥43,210,690

¥46,787,650 WTO案件

平成30年9月18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）コバリキ

¥44,830,690

¥49,552,450 WTO案件

平成30年9月18日 除雪ドーザ（１４ｔ級、マルチプラウ、反転エッジ付）の購入 ２台

ロジスネクストユニキャリア（株）

¥40,607,780

¥41,322,740 WTO案件

平成30年9月19日 大気汚染自動測定装置の購入 一式

鐘通化学薬品（株）

平成30年9月21日 普通乗合自動車（大型バス）の購入 １台

¥1,696,757

¥1,219,320

¥1,684,849

新潟いすゞ自動車（株）

¥23,948,564

¥26,782,944

平成30年9月21日 サンプルチェンジャ機能付きヨウ素サンプラの購入 ２式

（株）日立製作所

¥30,888,000

¥44,653,680 WTO案件

平成30年9月21日 ガスクロマトグラフ・質量分析装置の購入 一式

島津サイエンス東日本（株）

¥15,336,000

¥15,537,972

平成30年9月27日 トラクター（新発田農業高等学校用）の購入 １式

（株）新潟クボタ

¥4,838,400

¥5,359,288

平成30年9月28日 除細動装置の購入 一式

源川医科器械（株）

¥1,614,600

平成30年9月28日 汎用旋盤（６尺） ２式

昭栄産業（株）

¥17,705,520

平成30年10月2日 溶接ロボットの購入 一式

（株）シマキュウ

¥7,182,000

¥7,324,560

平成30年10月4日 視覚検査装置の購入 １台

日本通信（株）

¥1,830,600

¥2,070,719

¥1,636,837
¥17,705,692 不調随契

平成30年10月5日 卓上視覚検査器及び手動視野検査器の購入 卓上視覚検査器４台、手動視野検査機器２台 竹井機器工業（株）

¥2,166,480

¥2,214,373

平成30年10月9日 冬タイヤの購入 1,178本

¥9,457,030

¥13,278,455

（株）フジ・コーポレーション

平成30年10月12日 日用品セット（タオル（慰問品用））の購入 5,695セット

（株）ヒウラ

¥2,890,782

¥3,462,787

平成30年10月15日 小型警ら車の購入 14台

サンワーズ（株）

¥18,163,040

¥18,324,240

金井度量衡（株）

¥12,744,000

¥12,960,000

（株）神戸理化学工業

¥14,903,406

¥15,455,134

新潟照明技研（株）

¥11,016,000

¥11,621,727

平成30年10月16日 気象観測装置（２局増設）の購入 ２式
平成30年10月16日 防護マスク用吸収缶（㈱重松製作所製）の購入
平成30年10月19日 新潟ユニゾンプラザデジタル化物品の購入

6,230個

一式

平成30年10月22日 圧力蒸炊釜の購入 １機

（株）ハイサーブウエノ

¥6,080,400

¥6,102,000

平成30年10月26日 小形除雪車（1.0ｍ級）の購入 1台

（株）ＮＩＣＨＩＪＯ

¥9,784,690

¥9,785,520 不調随契

平成30年10月29日 トラック（妙法育成牧場用）の購入 １台

（資）津南自動車

¥6,444,710

¥7,698,274
¥2,447,416

（株）ホンダ四輪販売新潟

¥2,368,822

平成30年11月12日 交通事故処理車の購入 1台

平成30年11月9日 普通乗用車（ミニバン）の購入 １台

新潟日産自動車（株）

¥3,776,482

¥3,826,164

平成30年11月16日 スペクトルデータ解析装置の購入 １式

富士通（株）

¥8,748,000

¥15,984,000

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。

備考

平成30年12月31日現在

入札結果等の公表（平成30年度）
新潟県出納局会計検査課

4/4

開札年月日

品

名

落札者又は契約相手方

平成30年11月19日 中型輸送車の購入 １台

新潟日産自動車（株）

平成30年11月20日 走査型電子顕微鏡の購入 一式

島津サイエンス東日本（株）

平成30年11月21日 移動交番車の購入 ２台
平成30年11月22日 警報機付きポケット線量計の購入 321台

落札価格又は
不調随意契約額

予定価格

¥4,916,300

¥5,066,180

¥14,029,200

¥18,250,644

新潟日産モーター（株）

¥6,971,900

¥8,253,795

（株）千代田テクノル

¥9,083,016

¥9,429,696

平成30年11月26日 警察官用出動服の製造請負 一式

小池被服（株）

¥2,190,240

¥2,192,486

平成30年11月28日 再生トナーカートリッジの購入 80本

（株）日青堂

¥1,512,000

¥1,555,200

平成30年11月29日 こども110番の家プレートの製造請負 4,250枚

新交ロード（株）

¥1,092,420

¥1,281,700

平成30年11月30日 飲酒検知器の購入 ３台

船山（株）

¥1,367,280

¥1,378,989

平成30年12月3日 捜査用車の購入 ３台

サンワーズ（株）

¥3,504,860

¥3,746,113

平成30年12月3日 指揮用車の購入 ２台

（株）日産サティオ新潟西

¥3,531,929

¥3,797,547

船山（株）

¥2,429,308

平成30年12月5日 防護手袋（ゴム）の購入

907ダース

平成30年12月5日 新潟県少年自然の家厨房機器の購入 一式

（株）中西製作所

¥12,960,000

¥2,512,571
¥13,059,585 不調随契

平成30年12月10日 γ線用シンチレーションサーベイメータの購入 12式

（株）千代田テクノル

¥5,832,000

¥6,220,333

平成30年12月14日 ストレッチャー式シャワー入浴装置の購入 一式

源川医科器械（株）

¥7,560,000

¥7,608,935

小池被服（株）

¥4,243,330

¥4,248,979 不調随契

平成30年12月18日 警察用個人装備品（手錠・警棒・警察手帳）の製造請負

手錠156個、警棒149個、警察手帳156個

平成30年12月20日 超音波内視鏡システムの購入 一式

¥18,360,000

¥18,498,585

平成30年12月20日 警察官用ヘルメット及び白バイ乗車用ヘルメットの製造請負 警察官用187個 白バイ乗車用20個 小池被服（株）

¥2,095,524

¥2,097,306

平成30年12月21日 資材運搬車の購入 ２台

新潟トヨペット（株）

¥2,746,103

¥2,929,086

平成30年12月21日 Ｘ線一般撮影装置の購入 一式

源川医科器械（株）

¥8,100,000

¥8,277,791

（株）バイタルネット

¥15,565,608

¥15,794,514

平成30年12月25日 炭酸ガス送気装置の購入 一式

源川医科器械（株）

¥1,944,000

¥2,124,360

平成30年12月25日 システム生物顕微鏡ディスカッション装置（３人用）の購入 一式

源川医科器械（株）

¥1,911,600

¥2,208,720

平成30年12月26日 造影剤注入器漏れ検知サポートシステムの購入 一式

源川医科器械（株）

¥1,998,000

¥2,111,039

平成30年12月26日 大腸内視鏡システムの購入 一式

（株）広川製作所

¥23,544,000

¥23,619,600

平成30年12月27日 ＮＣフライス盤の購入 １式

昭栄産業（株）

平成30年12月21日 安定ヨウ素剤(ヨウ化カリウム丸)の購入

（株）広川製作所

1,000丸(ヒートシール）×1,413箱

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。

¥6,380,899

¥6,382,198 不調随契

備考

