
令和4年2月末現在

Ｎｏ. 案件名称 納入場所 入札期日 落札者
落札金額
（税込、円）

備考

1 再生紙ＰＰＣ複写紙　Ａ４ 大分県知事が指定する場所 令和3年4月1日 大分事務器株式会社 1,580
単価契約
※税抜

2 指定ファイル　白　Ａ４－Ｓ 大分県知事が指定する場所 令和3年4月1日 キングテック株式会社 1,930
単価契約
※税抜

3 再生紙　Ａ４　リコー 大分県知事が指定する場所 令和3年4月1日 株式会社古城 1,840
単価契約
※税抜

4 再生紙　Ａ４　キャノン 大分県知事が指定する場所 令和3年4月1日 イワオ事務機株式会社 2,120
単価契約
※税抜

5 再生紙　Ａ３ 大分県知事が指定する場所 令和3年4月1日 大分事務器株式会社 1,900
単価契約
※税抜

6 再生紙　B４ 大分県知事が指定する場所 令和3年4月1日 有限会社文具館えとう 2,410
単価契約
※税抜

7 事務用椅子（その他職員用） 大分県知事が指定する場所 令和3年4月1日 株式会社レイメイ藤井 24,000
単価契約
※税抜

8 円盤・ハンマー投用囲い
大分スポーツ公園　昭和電工
ドーム大分

令和3年4月23日 株式会社スポーツジョイ 8,382,000

9 乗用型田植機
農林水産研究指導センター
農業研究部水田農業グルー
プ

令和3年5月11日
ヤンマーアグリジャパン株
式会社

1,485,000

10
スポーツトラクタE224H型に取
り付け可能なアタッチメント

大洲運動公園
別大興産スタジアム

令和3年5月21日 秦機械株式会社 2,618,000

11
夏物作業服（３部局合同発注：
半袖・長袖・ズボン）

工事検査室ほか 令和3年5月24日 株式会社九州ノブオカ 2,884,332

12 万能試験機　一式 大分県立佐伯豊南高等学校 令和3年5月24日 株式会社エムツーアイ 24,827,000

13 万能試験機　一式 大分県立国東高等学校 令和3年5月24日 株式会社エムツーアイ 23,760,000

14 車両用タイヤ等一式 施設装備課ほか　計２１箇所 令和3年6月4日 株式会社柴田石油商会 2,392,456

15 電力回生型双方向直流電流
 大分県産業科学技術セン
ター　研削加工研究室F109

令和3年6月4日 九州計測器株式会社 2,475,000

16 軽貨物自動車（LPG車） 別府県税事務所 令和3年6月4日
株式会社エフ・ケイメカ
ニック

2,126,729

17 乗合バス 由布支援学校、佐伯支援学校 令和3年6月7日
三菱ふそうトラック・バス
株式会社

20,350,000

18 アスベスト測定機器一式 環境保全課 令和3年6月7日 正晃株式会社 7,920,000

19 普通乗合自動車 大分県立農業大学校 令和3年6月11日
三菱ふそうトラック・バス
株式会社

6,600,000

20
一眼レフデジタルカメラ
（改ざん防止カード対応）

 警察本部鑑識課 令和3年6月21日 リコージャパン株式会社 15,268,000

21 FMS実習装置
 大分県立工科短期大学校
研究棟2階センサー実験室

令和3年6月24日
有限会社エスケイカンパ
ニー

21,395,000

22 万能試験機一式 大分県立日田林工高等学校 令和3年6月25日 株式会社エムツーアイ 36,740,000

23 万能試験機一式 大分県立鶴崎工業高等学校 令和3年6月25日 株式会社エムツーアイ 39,820,000

24 万能試験機一式 大分県立中津東高等学校 令和3年6月25日 株式会社エムツーアイ 53,570,000

令和3年度　一般競争入札（物品等）の結果一覧表

（用度管財課）
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25 万能試験機一式 大分県立工業高等学校 令和3年6月25日 オノ機工株式会社 66,715,000

26
25PSトラクター・畝立て整形マ
ルチロータリー

大分県立農業大学校
野菜クラス調整室前

令和3年7月2日
ヤンマーアグリジャパン株
式会社

3,058,000

27
高速液体クロマトグラフ質量分
析装置一式

大分県衛生環境研究センター 令和3年7月8日 西川計測株式会社 29,480,000

28
普通乗用自動車（交通取締用
四輪車（一般用））

施設装備課 令和3年7月9日
大分トヨタ自動車株式会
社

10,736,000

29 夏捜査活動服
警察本部及び各警察署
計２５所属

令和3年7月9日 音伍繊維工業株式会社 2,286,130

30 車両用消毒マット
大分家畜保健衛生所
豊後大野家畜保健衛生所

令和3年7月19日
キャタピラー九州株式会
社

3,520,000

31
アスベスト検査用位相差・蛍光
顕微鏡システム一式

大分県衛生環境研究センター 令和3年7月20日 株式会社ユーエスアイ 2,945,800

32
特別支援学校入出力支援装
置一式（視線入力装置他）

盲学校　ほか１２箇所 令和3年7月20日 株式会社エムツーアイ 2,629,000

33
エネルギー保証型モニタリン
グポスト一式

大分県日田総合庁舎内
日田大気測定局

令和3年7月21日 株式会社久光大分 12,499,850

34
特別支援学校入出力支援装
置一式（操作支援スイッチ他）

盲学校　ほか１１箇所 令和3年7月21日 株式会社エムツーアイ 1,815,000

35 恒温器
大分県立竹工芸訓練センター
実習棟１階

令和3年7月26日 大分工機株式会社 2,178,000

36 トータルステーション
大分県立工科短期大学校
建築構造実験室

令和3年7月29日 株式会社ダイツー 3,575,000

37
電気保全作業リレー・タイマー
セット

大分県立工科短期大学校
研究棟2階センサー実験室

令和3年7月30日
有限会社エスケイカンパ
ニー

1,551,000

38 小型射出成形機
産業科学技術センター　化学
食品棟　E102室

令和3年8月3日
シーアイファクトリー株式
会社

1,760,000

39
大気測定装置定期交換部品
（二酸化硫黄測定装置等）一
式

大分県衛生環境研究センター 令和3年8月3日 株式会社旺計社 2,970,000

40 3次元化工機
大分県立日出総合高等学校
ほか２箇所

令和3年8月4日 株式会社エムツーアイ 25,575,000

41 車両用タイヤ等一式 施設装備課ほか 令和3年8月6日 株式会社柴田石油商会 1,431,617

42 実習用ワークステーション一式
大分県立日田高等技術専門
校

令和3年8月6日 株式会社エムツーアイ 8,679,000

43
３Ｄプリンター及び３Ｄスキャナ
一式

大分県立国東高等学校　ほか
９校

令和3年8月6日 株式会社エムツーアイ 130,218,000

44
冬物作業服（3部局合同発注：
長袖・ズボン）

工事検査室ほか 令和3年8月11日 株式会社九州ノブオカ 2,398,825

45
防犯カメラおよび付属機器一
式

大分鶴崎高校ほか 令和3年8月11日 日本連合警備株式会社 2,371,600

46
教育用コンピュータ周辺機器
一式

大分県立大分鶴崎高等学校
ほか８校

令和3年8月20日 株式会社オーイーシー 6,238,650

47
ガスクロマトグラフ質量分析計
一式

大分県衛生環境研究センター
大気・特定化学物質

令和3年8月20日 安武科学器械株式会社 6,468,000

48
高速液体クロマトグラフ質量分
析計一式

大分県衛生環境研究センター
３階第５機器分析室

令和3年8月20日 安武科学器械株式会社 5,346,000
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49 大気常時監視測定機器一式
青山中学校グランド内コンテ
ナ、日出振興局跡地内コンテ
ナ

令和3年8月25日 株式会社旺計社 2,970,000

50 シャーリングシステム一式
大分県立宇佐産業科学高等
学校

令和3年8月25日 株式会社大地 10,428,000

51
有線デジタル会議システム一
式

大分県議会事務局 令和3年8月27日 大分音響株式会社 5,717,800

52 イオンクロマトグラフ装置一式
大分県衛生環境研究センター
3階水質機器分析室

令和3年8月27日 正晃株式会社 5,610,000

53
ワイヤレスマイクシステム等一
式

大分県議会事務局 令和3年8月30日 スリーエス 2,420,000

54
冬物作業服（3部局合同発注：
防寒着）

豊後高田土木事務所ほか 令和3年8月31日 株式会社九州ノブオカ 1,466,630

55
ビデオ会議用一体型音声・動
画機器

高校教育課 令和3年8月31日 株式会社エイビス 4,362,600

56
デジタルカウンター付旋盤一
式

大分県立宇佐産業科学高等
学校

令和3年8月31日 株式会社大地 15,125,000

57 大型モニター 県立学校７校 令和3年9月1日 株式会社エイビス 3,405,600

58 メディアコンバーター一式
各県立学校及び豊の国ハイ
パーネットワークの各AP、中
央NOC

令和3年9月8日 株式会社エムツーアイ 2,772,000

59 超高圧水切断装置一式 大分県立情報科学高等学校 令和3年9月10日 株式会社エムツーアイ 46,200,000

60 原子吸光分析装置
大分県産業科学技術センター
３階　Ｂ３０６

令和3年9月13日 株式会社久光大分 2,194,500

61 気中水銀測定装置 大分県衛生環境研究センター 令和3年9月14日 株式会社久光大分 4,992,460

62 ホットプレス 大分県立日田林工高等学校 令和3年9月15日 ワテックス有限会社 12,760,000

63 リアルタイムPCR装置一式
大分県衛生環境研究センター
微生物担当　１階遺伝子２室

令和3年9月17日 有限会社春日薬局 3,795,000

64 レーザー加工機一式
大分県立大分工業高等学校
ほか２校

令和3年9月21日 株式会社エムツーアイ 51,865,000

65 真空キャッパー 大分県立三重総合高等学校 令和3年9月27日 池田機械工業株式会社 9,889,000

66 新国東警察署の備品購入 国東警察署 令和3年9月27日 ビースペックカンパニー 4,928,000

67 スチームコンベクション 大分県立海洋科学高等学校 令和3年9月27日 有限会社大倉菓機 1,210,000

68 乾燥機
大分県立日出総合高等学校
山香農場

令和3年9月27日 森産業株式会社 1,947,000

69 粉対特性評価装置
大分県産業科学技術センター
３F　Ｂ３０１

令和3年9月28日 西川計測株式会社 3,542,000

70
減衰量可変型電磁波シールド
テント一式

大分県産業科学技術センター
電磁環境測定棟　D209室内

令和3年9月28日 九州計測器株式会社 2,112,000

71
アルコール（ブドウ糖）製造装
置

大分県立鶴崎工業高等学校 令和3年9月28日 株式会社エムツーアイ 36,850,000

72 教育用コンピュータ一式 県立学校９校 令和3年9月28日 株式会社オーイーシー 29,428,825
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73 水銀測定装置
 大分県産業科学技術セン
ター　Ｂ３０３

令和3年9月30日 西川計測株式会社 2,791,800

74 クリーンベンチ
大分県農林水産研究指導セ
ンター農業研究部花きグルー
プ　本館２階　病害虫実験室

令和3年9月30日
エスペックアシスト株式会
社

1,760,000

75 真空加熱プレス
大分県産業科学技術センター
科学食品棟　Ｅ１０２室

令和3年9月30日
シーアイファクトリー株式
会社

2,552,000

76  ＡＬ型ＩＣＴ実践教室整備一式 大分県立鶴崎工業高等学校 令和3年10月4日 株式会社エムツーアイ 6,050,000

77
ウルトラワイド超短焦点プロ
ジェクタ―一式

大分県立情報科学高等学校 令和3年10月4日 株式会社大地 1,606,000

78
プリント基板作成装置教育
パック一式

大分県立日出総合高等学校、
大分県立情報科学高等学校

令和3年10月4日 株式会社エムツーアイ 11,000,000

79 コンパクト水理実験装置 大分県立国東高等学校 令和3年10月6日 株式会社タイシン 14,905,000

80 牛衡機
大分県立久住高原農業高等
学校

令和3年10月8日 大分県農業協同組合 2,186,800

81 災害備蓄物資（各種消耗品）
大分県社会福祉介護研修セ
ンターほか６か所

令和3年10月11日 日本乾溜工業株式会社 3,523,652

82 冷風乾燥機 大分県立海洋科学高等学校 令和3年10月11日 株式会社久光大分 2,805,000

83 乗合バス 大分県立臼杵支援学校 令和3年10月12日
三菱ふそうトラック・バス
株式会社

10,285,000

84
ガススチームコンベクション
オーブン一式

大分県立新生支援学校　厨房 令和3年10月12日 株式会社中栄工業 4,268,000

85 デジタル映像制作システム 大分県立鶴崎工業高等学校 令和3年10月12日 株式会社　エイビス 13,530,000

86 全自動送材車 大分県立日田林工高等学校 令和3年10月15日 有限会社ワタナベ産機 27,500,000

87
非接触３次元デジタイジングシ
ステム

大分県産業科学技術センター
研究棟１階　D101室

令和3年10月15日 株式会社新興精機 16,445,000

88 車両用タイヤ等一式
警察本部施設装備課ほか　計
１７カ所

令和3年10月18日 株式会社柴田石油商会 1,813,339

89 新国東警察署の消耗品 国東警察署 令和3年10月18日 ビースペックカンパニー 4,598,000

90 冬用タイヤ及びタイヤチェーン
警察本部施設装備課ほか　計
２０か所

令和3年10月19日 株式会社柴田石油商会 4,749,349

91 デジタル制御実習システム
大分県立日田林工高等学校
機械科 電気実習室

令和3年10月20日
有限会社エスケイカンパ
ニー

14,300,000

92
２L式連続オールダーショウ式
蒸留装置

大分工業高等学校　工業化学
科　プラント実習室（１Ｆ）

令和3年10月20日 株式会社ユーエスアイ 15,675,000

93 船位計測装置 大分県立海洋科学高等学校 令和3年10月22日
日本無線　株式会社　大
分営業所

5,720,000

94 高圧殺菌釜一式
大分県立日出総合高等学校
山香農場

令和3年10月22日 森産業株式会社 22,339,425

95 架台付き猫用ケージ（４台）
おおいた動物愛護センター保
護棟

令和3年10月25日
株式会社エム・イー・ジャ
パン

2,050,000

96 電動コンビツール 地域課自動車警ら隊 令和3年10月29日
新日本消防設備株式会
社

1,923,900
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97 体育館ステージ幕
大分県立さくらの杜高等支援
学校

令和3年11月1日 有限会社九州舞台 2,695,000

98 水理実験装置
大分県立中津東高等学校　土
木科実習室１階（水理実験室）

令和3年11月2日 株式会社エムツーアイ 18,150,000

99 米色彩（光）選別機一式
大分県立久住高原農業高等
学校

令和3年11月4日 大分県農業協同組合 3,608,000

100 ＣＮＣフライス盤 大分県立国東高等学校 令和3年11月4日 株式会社大地 4,653,000

101 飼育水槽 大分県立海洋科学高等学校 令和3年11月8日 株式会社久光大分 15,631,000

102 録音・録画装置
大分中央警察署、大分南警察
署、中津警察署、豊後大野警
察署

令和3年11月9日 ソニックガード株式会社 5,027,000

103
超純水・純水製造装置（一体
型）

大分県衛生環境研究センター
２階　化学機器洗浄室内

令和3年11月9日 正晃株式会社 3,993,000

104 Ｘ線検査機 大分県立大分東高等学校 令和3年11月9日 Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｋｉｔｃｈｅｎ吉吉 4,070,000

105 強力直線自動切断機 大分県立日田林工高等学校 令和3年11月9日
有限会社エスケイカンパ
ニー

5,280,000

106 ＵＶプリンタ 大分県立情報科学高等学校 令和3年11月10日 株式会社エムツーアイ 8,580,000

107 ワイヤー放電加工機一式 大分県立国東高等学校 令和3年11月10日 株式会社大地 14,388,000

108 多用途対応縦型ミキサー 大分県立玖珠美山高等学校 令和3年11月10日 有限会社大倉菓機 1,282,600

109 ＥＣＤＩＳ訓練装置 大分県立海洋科学高等学校 令和3年11月11日
日本無線株式会社大分
営業所

12,650,000

110 スマート介護実習室機器一式
大分県立大分南高等学校、大
分県立佐伯豊南高等学校

令和3年11月15日
有限会社大分エンゼル商
事

27,775,000

111
プレゼンテーション教室消耗品
一式

大分鶴崎高校　ほか４校 令和3年11月16日 株式会社レイメイ藤井 7,249,000

112
キッチンスタジオシステム機器
一式

大分県立佐伯豊南高等学校
ほか２校

令和3年11月17日
キヤノンシステムアンドサ
ポート株式会社

11,548,020

113
大分県立さくらの杜高等支援
学校用カーテン一式

大分県立さくらの杜高等支援
学校

令和3年11月17日 有限会社インテリアクマヤ 1,469,600

114 ミニショベル 大分県立国東高等学校 令和3年11月17日 株式会社タイシン 3,036,000

115 車両用タイヤ（１０月申込分）
 警察本部施設装備課ほか
計１７カ所

令和3年11月24日 株式会社柴田石油商会 1,862,190

116 人工光閉鎖型苗生産装置
大分県立久住高原農業高等
学校

令和3年11月24日 八江農芸株式会社 9,284,000

117 ３Ｄモデリング加工装置一式
大分工業高等学校　機械科・
電子科棟（4F）

令和3年11月24日
有限会社エスケイカンパ
ニー

16,995,000

118 プレゼンテーションキット 大分県立鶴崎工業高等学校 令和3年11月24日 株式会社エムツーアイ 2,585,000

119
県立学校理科教室用電子黒
板等機器一式

県立学校　計４１校 令和3年11月25日 ミカサ商事株式会社 49,404,080

120 デスクトップパソコン等一式 大分県立日田三隈高等学校 令和3年11月29日 株式会社エムツーアイ 21,560,000
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121
特別支援学校入出力支援装
置一式

各特別支援学校 令和3年11月29日 株式会社エムツーアイ 3,872,000

122 大気常時監視測定機器一式
国東高等学校測定局、中部保
健所由布保健部測定局

令和3年11月29日 株式会社ユーエスアイ 1,679,700

123
災害備蓄物資（アルファ米・レ
トルトカレー）

旧山香農業高校ほか２か所 令和3年11月30日 日本乾溜工業株式会社 22,278,715 税率８％

124 原子吸光分析装置一式
大分工業高等学校　工業化学
科　工業計測実習室（２Ｆ）

令和3年12月1日 株式会社エムツーアイ 5,060,000

125 プロジェクター 大分県立日田三隈高等学校 令和3年12月1日 リコージャパン株式会社 2,439,800

126 蒸気土壌消毒機
大分県立日出総合高等学校
山香農場

令和3年12月3日
ヤンマーアグリジャパン株
式会社

2,292,400

127 ヒートポンプエアコン 大分県立国東高等学校 令和3年12月6日 有限会社大倉菓機 1,870,000

128 消火器 各県営住宅 令和3年12月6日
新日本消防設備株式会
社

4,090,900

129 プレハブ冷蔵庫・急速冷凍庫
大分県立久住高原農業高等
学校、大分県立佐伯豊南高等
学校

令和3年12月6日 大和冷機工業株式会社 2,782,120

130 ＩＨ調理台 大分県立日田三隈高等学校 令和3年12月7日 株式会社エムケイ 5,720,000

131 環境制御装置一式 大分県立国東高等学校 令和3年12月10日 株式会社三共農園材 9,350,000

132 袋詰機 大分県立日出総合高等学校 令和3年12月14日 森産業株式会社 5,487,020

133
大分県立さくらの杜高等支援
学校備品①

大分県立さくらの杜高等支援
学校

令和3年12月14日 ビースペックカンパニー 4,056,800

134 自動接種機
大分県立日出総合高等学校
山香農場

令和3年12月14日 森産業株式会社 3,745,500

135 ミーティングテーブル等９種 運転免許課ほか　計９カ所 令和3年12月14日 有限会社ファンシィー 2,968,108

136 保冷庫 大分県立日出総合高等学校 令和3年12月15日 有限会社大倉菓機 1,463,000

137
大分県立聾学校用カーテン一
式

大分県立聾学校　新校舎 令和3年12月15日 株式会社ナルヨシ装研 1,885,400

138
災害対策用物資（備蓄食糧・保
存水）

大分中央警察署ほか　計２４
カ所

令和3年12月15日 ミドリ安全大分株式会社 1,663,804 税率８％

139 レイシ製造機器一式
大分県立宇佐産業科学高等
学校

令和3年12月20日 フクシマガリレイ株式会社 6,787,000

140
ハウスの自動制御、遠隔監視
装置

大分県立三重総合高等学校 令和3年12月20日 八江農芸株式会社 3,927,000

141
さくらの杜高等特別支援学校
教育用コンピュータ一式

大分県立さくらの杜高等支援
学校

令和3年12月21日 ミカサ商事株式会社 1,863,400

142
パズル充填機ロータリーポン
プ仕様一式

大分県立佐伯豊南高等学校 令和3年12月21日 Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｋｉｔｃｈｅｎ吉吉 2,964,500

143
農業用ハウス環境制御モニタ
リングシステム

大分県立日出総合高等学校 令和3年12月21日 ヒノマル株式会社 5,174,400

144 分割・まるめ機 大分県立玖珠美山高等学校 令和3年12月21日  Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｋｉｔｃｈｅｎ吉吉 1,853,500
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145  ドラフトチャンバー一式 衛生環境研究センター 令和3年12月22日 株式会社久光大分 4,154,700

146
さくらの杜高等支援学校　消耗
品①

大分県立さくらの杜高等支援
学校

令和3年12月24日 株式会社エコプラン 7,139,000

147
 さくらの杜高等支援学校　消
耗品②

大分県立さくらの杜高等支援
学校

令和3年12月24日 ビースペックカンパニー 4,460,500

148
 さくらの杜高等支援学校　消
耗品③

大分県立さくらの杜高等支援
学校

令和3年12月27日 有限会社ファンシィー 3,957,800

149  防犯カメラ及び付属機器一式
日田林工高等学校ほか　計１
１カ所

令和3年12月27日 日本連合警備株式会社 2,299,000

150 製麹機 大分県立三重総合高等学校 令和3年12月27日 株式会社東洋商会 3,520,000

151
県立学校教員用タブレット端
末　一式

大分県教育庁教育デジタル改
革室

令和3年12月27日 株式会社オーイーシー 2,918,520

152 養液管理システム 大分県立大分東高等学校 令和4年1月13日 江藤酸素株式会社 11,550,000

153 特別支援学校用ICT機器一式 各特別支援学校１６校 令和4年1月17日 株式会社オーイーシー 6,905,800

154 モニタリングシステム一式 大分県立玖珠美山高等学校 令和4年1月17日 株式会社オーイーシー 1,866,700

155
野菜１号温室環境制御システ
ム

大分県立玖珠美山高等学校 令和4年1月17日 八江農芸株式会社 16,500,000

156
教卓、平机、フォールディング
テーブル

大分県立大分支援学校 令和4年1月25日 株式会社菅田新光堂 1,295,800

157 グランドピアノ 大分県立芸術緑丘高等学校 令和4年1月25日
株式会社ミュージックスト
アナガト

1,138,500

158
石油コンビナート等防資機材
たん白泡消火薬剤（３％型）

大分県防災資機材センター 令和4年1月25日
新日本消防設備株式会
社

1,716,000

159
ビーコンプラザ内のテーブル・
チェア

大分県立別府コンベンション
センター（ビーコンプラザ）

令和4年1月26日 株式会社堀文 1,265,000

160 アルコール検知器 警察本部施設装備課 令和4年1月28日 ミドリ安全大分株式会社 2,442,000

161 冷凍庫 大分県立三重総合高等学校 令和4年1月28日 有限会社大倉菓機 1,100,000

162 パソコン等一式（大分東高校） 大分県立大分東高等学校 令和4年1月31日 株式会社エムツーアイ 5,786,000

163 スマート実習室機器一式 県立学校８校 令和4年1月31日 株式会社エムツーアイ 29,920,000

164 ＴＶ・モニタースタンド
大分県立さくらの杜高等支援
学校

令和4年1月31日 吉成電機株式会社 2,147,640

165 備品 家電1
大分県立さくらの杜高等支援
学校

令和4年2月1日 株式会社デンザイ東亜 1,531,750

166
パソコン等一式（津久見高校・
宇佐産業科学高校）

大分県立津久見高等学校、大
分県立宇佐産業科学高等学
校

令和4年2月1日 株式会社エイビス 3,399,000

167
草花２号棟温室環境制御シス
テム（玖珠美山高校）

大分県立玖珠美山高等学校 令和4年2月1日 八江農芸株式会社 4,400,000

168
環境制御モニタリングシステム
一式（久住農業高校）

大分県立久住高原農業高等
学校

令和4年2月1日 八江農芸株式会社 2,750,000
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169
温室環境制御装置一式（佐伯
豊南高校）

大分県立佐伯豊南高等学校 令和4年2月2日 八江農芸株式会社 3,000,000

170
中央児童相談所城崎分室備
品（什器類）

大分県中央児童相談所城崎
分室予定地

令和4年2月4日 平岡株式会社 4,763,000

171 牛舎換気システム
大分県立玖珠美山高等学校
尾籠農場

令和4年2月4日
株式会社アポロエンジニ
アリング

3,593,700

172 園芸実習室空調設備 大分県立佐伯豊南高等学校 令和4年2月7日 株式会社クリアテック 1,482,800

173 赤外線サーモグラフィー等 教育財務課 令和4年2月8日 株式会社久光大分 1,949,750

174 多目的自動血球計数装置
大分県農林水産研究指導セ
ンター畜産研究部内（バイオ
棟）

令和4年2月9日 株式会社久光大分 2,200,000

175 乗用芝刈機 大分県リバーパーク犬飼 令和4年2月9日 有限会社メリー商会 3,154,800

176 消耗品　調理器具１
大分県立さくらの杜高等支援
学校

令和4年2月9日
オーティケイ図書株式会
社

1,589,500

177 消耗品　清掃用品１
大分県立さくらの杜高等支援
学校

令和4年2月9日 株式会社エコプラン 1,537,800

178 プログラミング教材 高校教育課 令和4年2月16日 株式会社エムツーアイ 1,419,132

179 ＡＩ学習教材 大分県立情報科学高等学校 令和4年2月18日 有限会社高野教材 2,145,000

180 ラジコン草刈り機等
大分土木事務所及び宇佐土
木事務所

令和4年2月25日 株式会社ヰセキ九州 5,460,312

181 車両用タイヤ等一式 施設装備課ほか　計１７箇所 令和4年2月28日 株式会社柴田石油商会 1,559,987

182 Web会議用モニター他
本庁及び１２事務所　計１３所
属

令和4年2月28日 株式会社古城 2,618,000
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