
平成２７年度　集中調達物品の契約状況

契　約　案　件　名 数量 契約方法 契約金額 契約日 業者名
落札者の
本店所在

県内支店
等の有無

発注課所 備　　考

ダイビングボード ５枚 一般競争入札 3,564,000 2015/4/24 有限会社　石井スポーツ
観光文化スポーツ部ス
ポーツ振興課

小型乗用自動車 ３台 一般競争入札 3,499,200 2015/5/12 羽後日産モーター　株式会社
農林水産部園芸振興
課

タッチプレート 21枚 一般競争入札 18,166,680 2015/5/14 三傳商事　株式会社
観光文化スポーツ部ス
ポーツ振興課

ＳＤカード 7,650枚 一般競争入札 5,238,108 2015/5/27 株式会社　那波伊四郎商店
県警本部警務部会計
課

複合材料圧縮成形装置 一式 一般競争入札 18,900,000 2015/5/27 株式会社　十字屋
産業労働部地域産業
振興課

バイポーラ電源 一式 一般競争入札 5,443,200 2015/5/27
株式会社　アヅマテクノス　秋田
支店

県外 有り
産業労働部地域産業
振興課

卓上顕微鏡 一式 一般競争入札 14,439,600 2015/5/27 株式会社　中央科学
産業労働部地域産業
振興課

プリントパック 200箱 一般競争入札 2,440,800 2015/5/28 株式会社　日情秋田システムズ
県警本部刑事部鑑識
課

自動車保管場所標章 72,000枚 一般競争入札 2,760,480 2015/5/28 土屋工業　株式会社 県外 無し
県警本部交通部交通
規制課

一軸面内磁場印加マニュアル
プローバー

一式 一般競争入札 5,216,400 2015/6/1 ハイソル　株式会社 県外 無し
産業労働部地域産業
振興課

急速凍結機 1台 一般競争入札 1,509,840 2015/6/2 株式会社　ヤマコー
観光文化スポーツ部総
合食品研究センター

微量高速遠心機 一式 一般競争入札 1,512,000 2015/6/2
株式会社　南部医理科　秋田営
業所

県外 有り
観光文化スポーツ部総
合食品研究センター

調査員向けＥＤライト 5,070個 一般競争入札 1,908,246 2015/6/4 有限会社　金圓
企画振興部調査統計
課

立ち乗り式大型草刈機 3台 一般競争入札 11,502,000 2015/6/5 株式会社　大曲産業機械 建設部河川砂防課

除雪ドーザ（１８ｔ級）２７－Ｄ１ 1台 一般競争入札 19,548,000 2015/6/5 株式会社　大曲産業機械 建設部道路課

小型ロータリ除雪車（１．０ｍ、
３０ｋＷ級）２７－Ｍ３

1台 一般競争入札 8,294,400 2015/6/5 打川自動車　株式会社 建設部道路課

ＥＭＣ試験用交流安定化電源 一式 一般競争入札 2,138,400 2015/6/10
株式会社　アヅマテクノス　秋田
支店

県外 有り
産業労働部地域産業
振興課

木製両袖机 38台 一般競争入札 3,238,056 2015/6/12 秋田木工　株式会社 議会事務局総務課

モノクロメータ式分光光源 一式 一般競争入札 3,758,400 2015/6/23 株式会社　中央科学
産業労働部地域産業
振興課

酸分解型ドラフトチャンバー 一式 一般競争入札 3,456,000 2015/6/24 株式会社　十字屋
生活環境部環境管理
課

ドラフトチャンバー 一式 一般競争入札 16,048,800 2015/6/25 株式会社　十字屋
産業労働部地域産業
振興課

溶接ロボット 一式 一般競争入札 4,599,720 2015/6/25 株式会社　相場商店
産業労働部雇用労働
政策課

放射・伝導イミュニティ試験シ
ステム

一式 一般競争入札 22,561,200 2015/6/26
東日本電子計測　株式会社　秋
田営業所

県外 有り
産業労働部地域産業
振興課

高感度ガスクロマトグラフ 一式 一般競争入札 7,376,400 2015/6/26
株式会社　アオバサイエンス　秋
田営業所

県外 有り
産業労働部地域産業
振興課

卓上プラズマエッチング装置 一式 一般競争入札 8,197,200 2015/6/26 株式会社　巴商会 県外 有り
産業労働部地域産業
振興課

高精度ＣＮＣ画像測定機 一式 一般競争入札 12,722,400 2015/6/26
株式会社　アオバサイエンス　秋
田営業所

県外 有り
産業労働部地域産業
振興課

分光光度計 一式 一般競争入札 1,198,800 2015/6/26 株式会社　理工
生活環境部環境管理
課

全自動連続流れ分析装置 一式 一般競争入札 12,258,000 2015/7/8 株式会社　十字屋
農林水産部農林政策
課

紫外可視分光光度計 1台 一般競争入札 756,000 2015/7/8
株式会社　南部医理科　秋田営
業所

県外 有り
農林水産部畜産試験
場

ロータリ除雪車（２．６ｍ、２９０
ｋW級）２７－Ｒ１

1台 一般競争入札 46,440,000 2015/7/9 株式会社　KCMJ　秋田営業所 県外 有り 建設部道路課

ロータリ除雪車（２．６ｍ、２９０
ｋW級）２７－Ｒ２

1台 一般競争入札 46,440,000 2015/7/9 株式会社　KCMJ　秋田営業所 県外 有り 建設部道路課

小型ロータリ除雪車（１．５ｍ、
６０ｋＷ級）２７－Ｍ１

2台 一般競争入札 31,320,000 2015/7/9 株式会社　KCMJ　秋田営業所 県外 有り 建設部道路課

凍結防止剤散布車（３ｔ級、４
×４）２７－ＭＳ１

2台 一般競争入札 35,316,000 2015/7/9 コマツ秋田　株式会社 建設部道路課

凍結防止剤散布車（３ｔ級、４
×４）２７－ＭＳ２

3台 一般競争入札 52,974,000 2015/7/9 コマツ秋田　株式会社 建設部道路課

ロータリ除雪車（２．２ｍ、１８０
ｋW級）２７－Ｒ３

1台 一般競争入札 31,557,600 2015/7/10 打川自動車　株式会社 建設部道路課

小型ロータリ除雪車（１．３ｍ、
６０ｋＷ級）２７－Ｍ２

3台 一般競争入札 47,206,800 2015/7/10 打川自動車　株式会社 建設部道路課

除雪トラック（１０ｔ級、６×６）２
７－Ｔ１

1台 一般競争入札 30,240,000 2015/7/10
西東北日野自動車　株式会社
秋田支店

県外 有り 建設部道路課

X線管装置及びX線イメージイ
ンテンシファイア

一式 一般競争入札 12,927,600 2015/7/10 株式会社　中央科学
健康福祉部健康推進
課

特種用途普通自動車（遺体搬
送用）

1台 一般競争入札 3,736,800 2015/7/10 日産プリンス秋田販売　株式会社
県警本部刑事部捜査
第一課

ランニングマシン 2台 一般競争入札 1,615,680 2015/7/10 有限会社　工藤スポーツ
観光文化スポーツ部ス
ポーツ振興課

浮遊粒子状物質自動測定機 一式 一般競争入札 1,717,200 2015/7/22 株式会社　中央測機
生活環境部健康環境
センター

顕微鏡デジタルカメラ装置 一式 一般競争入札 1,641,600 2015/8/5 株式会社　十字屋
農林水産部農業試験
場

平成２８年３月末現在

１　この表は集中調達物品で競争入札により契約するべき案件についてその結果を掲載しています。
　　　※発注課所の要求額が、物品については１６０万円、印刷物については２５０万円を超える案件
２　「契約金額」の単位は、円です。
３　「落札者の本店所在」の空欄は、全て「県内」です。
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家畜人工授精用精液ストロー
プリンター

一式 一般競争入札 5,583,600 2015/8/7 秋田県畜産農業協同組合
農林水産部農林政策
課

短靴 375足 一般競争入札 1,650,375 2015/8/10 ミドリ安全秋田　株式会社
県警本部警務部警務
課

小型貨物自動車 1台 一般競争入札 1,681,024 2015/8/28
ネッツトヨタ秋田　株式会社　新国
道中央店

建設部秋田港湾事務
所

連続式摩擦係数測定車 1台 一般競争入札 17,712,000 2015/8/28 第一実業　株式会社 県外 無し 建設部港湾空港課

３Ｄ鋳型積層造形装置 一式 一般競争入札 43,934,400 2015/9/11
株式会社　アオバサイエンス　秋
田営業所

県外 有り
産業労働部地域産業
振興課

除雪グレーダ（４．０ｍ級） 1台 一般競争入札 35,748,000 2015/9/28 コマツ秋田　株式会社 建設部道路課

小型バス（マイクロバス） 1台 一般競争入札 6,145,200 2015/10/1 太平興業　株式会社　秋田支店 県外 有り
農林水産部森林整備
課

ベット型マッサージ器 1台 一般競争入札 1,944,000 2015/10/1 株式会社　サノ
健康福祉部健康推進
課

災害備蓄用アルファ化米 525箱 一般競争入札 3,685,500 2015/10/1 ミドリ安全秋田　株式会社 総務部総合防災課

災害備蓄用アルファ化米かゆ 210箱 一般競争入札 1,678,320 2015/10/1 ミドリ安全秋田　株式会社 総務部総合防災課

災害備蓄用パン 1,092箱 一般競争入札 5,377,881 2015/10/1 ミドリ安全秋田　株式会社 総務部総合防災課

災害用飲料水 5,250箱 一般競争入札 6,735,960 2015/10/1 株式会社　サムライコネクション 県外 無し 総務部総合防災課

真空パック災害救助用毛布 4,500枚 一般競争入札 12,441,600 2015/10/1 ミドリ安全秋田　株式会社 総務部総合防災課

生徒用椅子 700脚 一般競争入札 4,460,400 2015/10/2 株式会社　原田紙店　大館店 大館桂高等学校

会議用机 80台 一般競争入札 3,101,760 2015/10/2 株式会社　北秋オーエス 大館桂高等学校

会議用椅子 320脚 一般競争入札 2,661,120 2015/10/2 株式会社　渡敬　大館営業所 大館桂高等学校

自動播種機 1台 一般競争入札 3,780,000 2015/10/9 Ｂ・Ｎ・ジャパン　株式会社 県外 無し
農林水産部園芸振興
課

胸部検診車 2台 一般競争入札 94,662,000 2015/10/20 株式会社　中央科学
健康福祉部がん対策
室

電動発電機実験装置[電動
機：三相誘導]

1台 一般競争入札 1,728,000 2015/10/21
美和電気工業　株式会社　秋田
営業所

県外 有り 大館桂高等学校

電動発電機実験装置[電動
機：直流]

1台 一般競争入札 1,833,840 2015/10/21
美和電気工業　株式会社　秋田
営業所

県外 有り 大館桂高等学校

生徒用木製角椅子 402脚 一般競争入札 2,539,836 2015/11/18 株式会社　クラヤ 秋田工業高等学校

生徒用木工用工作台 35台 一般競争入札 4,119,822 2015/11/19 有限会社　教友社 秋田工業高等学校

原子吸光分析装置 一式 一般競争入札 2,127,600 2015/11/19 株式会社　中央科学 教育庁高校教育課

乗合自動車 1台 一般競争入札 3,214,755 2015/11/20
ネッツトヨタ秋田　株式会社　新国
道中央店

出納局財産活用課

乗合自動車（小型自家用バ
ス）

1台 一般競争入札 7,452,000 2015/12/9 太平興業　株式会社　秋田支店 県外 有り
教育庁特別支援教育
課

２ｔダンプ 1台 一般競争入札 3,618,000 2015/12/9
秋田いすゞ自動車　株式会社　秋
田営業所

農林水産部農林政策
課

全有機炭素分析装置 一式 一般競争入札 5,994,000 2015/12/9 株式会社　十字屋
生活環境部環境管理
課

酸分解型ドラフトチャンバー 一式 一般競争入札 4,806,000 2015/12/9 株式会社　十字屋
生活環境部環境管理
課

小型除雪機（ハンドガイド　１．
１ｍ　２５ＰＳ級）

1台 一般競争入札 1,922,400 2015/12/10
ユニキャリア　株式会社　秋田支
店

県外 有り 建設部道路課

万能試験機 一式 一般競争入札 11,534,400 2015/12/11 株式会社　渡敬　大館営業所 教育庁高校教育課

セミクローラトラクタ 一式 一般競争入札 6,630,120 2015/12/15 株式会社　秋田クボタ
農林水産部農林政策
課

原子発光分光光度計 一式 一般競争入札 5,346,000 2015/12/16 株式会社　中央科学
観光文化スポーツ部秋
田うまいもの販売課

一面せん断試験機 一式 一般競争入札 7,361,280 2015/12/17 株式会社　中央測機 教育庁高校教育課

災害対策用四輪駆動普通乗
用車

1台 一般競争入札 3,877,200 2015/12/22 秋田三菱自動車販売　株式会社 総務部総合防災課

密閉式自動固定包埋装置 一式 一般競争入札 5,162,400 2016/1/7 株式会社　サノ
農林水産部畜産振興
課

教壇 45台 一般競争入札 2,430,000 2016/1/22 株式会社　サイトー商会 大曲農業高等学校

ロッカー 90台 一般競争入札 3,869,823 2016/1/22 株式会社　サイトー商会 大曲農業高等学校

土の電動一軸試験機 一式 一般競争入札 4,212,000 2016/2/9 株式会社　中央測機 教育庁高校教育課

計 908,148,226 80件
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