
令和３年２月末現在

案件名称 納入場所 入札期日 落札者 落札金額（単契：税抜、円） 備考

1 再生ＰＰＣ複写紙　Ａ４ （R2単価契約） 大分県知事が指定する場所 令和2年4月1日  大分事務器株式会社 1,580.00 単価契約

2 指定ファイル白 （R2単価契約） 大分県知事が指定する場所 令和2年4月1日 株式会社　堀文 1,930.00 単価契約

3 再生ＰＰＣ複写紙リコーＡ４ （R2単価契約） 大分県知事が指定する場所 令和2年4月1日 株式会社　古城 1,840.00 単価契約

4
再生ＰＰＣ複写紙　共用紙　Ａ３ （R2単価契
約）

大分県知事が指定する場所 令和2年4月1日 大分事務器株式会社 1,900.00 単価契約

5
再生ＰＰＣ複写紙　共用紙Ｂ４ （R2単価契
約）

大分県知事が指定する場所 令和2年4月1日 有限会社文具館えとう 2,410.00 単価契約

6
事務用椅子　オカムラ（その他職員用）
（R2単価契約）

大分県知事が指定する場所 令和2年4月1日 株式会社レイメイ藤井　大分支店 24,000.00 単価契約

7
事務用椅子　イトーキ（その他職員用）
（R2単価契約）

大分県知事が指定する場所 令和2年4月1日 株式会社　アトムス 28,500.00 単価契約

8 夏物作業服 工事検査室他５５ヶ所 令和2年5月11日 九州ノブオカ 2,010,459

9 フードミキサー他１０品 大分県立くじゅうアグリ創生塾 令和2年5月11日 株式会社アイホー　大分営業所 4,290,000

10 車両用タイヤ等
警察本部施設装備課、交通機動隊、高速隊
（大分、日田）および各警察署　　計１７箇所

令和2年5月25日 株式会社柴田石油商会 2,306,216

11
運転免許試験車（中型貨物車・教習車仕
様）

運転免許課 令和2年5月26日
いすゞ自動車九州株式会社　中九州
支社　大分支店

7,040,000

12 IPR形無線機（移動用・オートバイ用） 地域課 令和2年5月26日 三菱電機株式会社　九州支社 28,477,460

13 イオンクロマトグラフ一式 産業科学技術センター 令和2年6月2日 西川計測株式会社　九州支社 14,740,000

14 マイクロビッカース硬さ試験機 大分工業高等学校 令和2年6月12日 オノ機工株式会社 1,617,000

15 熱交換器実験装置 大分工業高等学校 令和2年6月12日 株式会社エムツーアイ 5,192,000

16 シーケンス制御実習装置 津久見高等学校 令和2年6月12日 株式会社エムツーアイ 6,050,000

17 コンバイン 宇佐産業科学高等学校 令和2年6月18日 三菱農機販売株式会社　大分営業所 4,154,700

18 ＩＰＲ形携帯用無線機 地域課 令和2年6月18日 アイコム株式会社 18,950,800

19 ノートパソコン（42台） 情報科学高等学校 令和2年6月18日
リコージャパン株式会社　販売事業本
部大分支社　大分営業部

5,373,060

20 録音・録画装置 刑事企画課 令和2年6月18日
株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業シ
ステム　西日本支店

3,825,800

21 PM2.5成分分析用サンプラ 衛生環境研究センター 令和2年6月22日 シーアイファクトリー株式会社 3,575,000

22 動物用超音波画像診断装置 畜産振興課 令和2年6月25日 株式会社久光大分 3,960,000

23 CAD／CAMシステム用ワークステーション 大分県立工科短期大学校 令和2年6月25日 アボック株式会社　大分営業所 2,453,000

24 情報処理室用プロジェクタ 大分県立工科短期大学校 令和2年6月25日 アボック株式会社　大分営業所 1,551,000

25 ブラインド・カーテン等一式 大分高等技術専門校 令和2年6月29日 有限会社ダイトウインテリア 871,200
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26 令和２年国勢調査　調査員安全対策用品 統計調査課及び県下１８市町村統計主管課 令和2年6月29日 サンエス技研株式会社 1,631,245

27 室内用遊具 地域農業振興課 令和2年6月29日 後藤体器株式会社 1,980,000

28 県立学校ＩＣＴ活用授業　消耗品一式 県立学校　計３８校 令和2年6月30日 ミカサ商事株式会社　大分営業所 2,461,580

29 実習用パソコン 大分県立工科短期大学校 令和2年7月3日
リコージャパン株式会社　販売事業本
部大分支社　大分営業部

17,930,000

30 夏捜査活動服 警察本部及び各警察署 計２７所属 令和2年7月6日 音伍繊維工業株式会社　大分支店 2,492,490

31 中間モニターシステム 大分県立工科短期大学校 令和2年7月6日
リコージャパン株式会社　販売事業本
部大分支社　大分営業部

3,801,600

32 組立式体重測定システム 畜産振興課 令和2年7月6日
エム・エス・ケー農業機械株式会社
大分営業所

3,278,000

33 大型トラクター 久住高原農業高等学校 令和2年7月10日
エム・エス・ケー農業機械株式会社
大分営業所

11,286,000

34 紫外線殺菌照射装置 大分県立図書館 令和2年7月20日 株式会社　コスモクリエイト 2,574,000

35 トータルステーション 日田林工高等学校 令和2年7月20日 株式会社古城 3,630,000

36 車両用タイヤ等 警察本部施設装備課ほか　　計１６箇所 令和2年7月27日 株式会社柴田石油商会 2,813,030

37 黒球式熱中症指数計 体育保健課 令和2年7月27日 株式会社タイシン 1,670,900

38 非接触型体温計 体育保健課 令和2年7月29日 有限会社ゴトー事務用品 2,200,880

39 ＩＣＰ質量分析装置 一式 衛生環境研究センター 令和2年7月29日 株式会社久光大分 11,850,969

40 デジタルカメラ等（改ざん防止カード対応）一式 鑑識課 令和2年7月29日 株式会社オーイーシー 1,379,400

41 苗テラス 佐伯豊南高等学校 令和2年7月29日 八江農芸株式会社　大分支店 4,840,000

42 無線機用アンテナ（オートバイ用） 地域課 令和2年8月7日 味岡株式会社　大分支店 2,270,400

43 超低温槽 衛生環境研究センター 令和2年8月7日 株式会社アステム 2,046,000

44 カーテン、レース 長浜地区職員宿舎 令和2年8月7日 株式会社インテリア大分 1,228,331

45 冬物作業服（３部局合同発注：長袖ブルゾン・ズボン） 工事検査室　他５２カ所 令和2年8月17日 九州ノブオカ 2,385,086

46 防寒着（３部局合同発注：コート型・ブルゾン型） 豊後高田土木事務所　他４９カ所 令和2年8月17日 九州ノブオカ 1,587,234

47 ３部局合同発注被服（ゴム長靴・安全靴） 施設整備課　他３５カ所 令和2年8月17日 九州ノブオカ 1,601,611

48 県立学校ICT授業活用機器一式 教育財務課 令和2年8月18日 ミカサ商事株式会社　大分営業所 47,394,600

49 シイタケ乾燥機 農林水産研究指導センター農業研究部 令和2年8月20日 株式会社木原製作所　大分出張所 1,785,300

50 車載無線機用アンテナ等
大分県警察本部生活安全部地域課通信指
令センター

令和2年8月21日 フコク電興株式会社　大分営業所 3,004,122
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51 災害対策用装備資機材 大分県警察本部警備部機動隊 令和2年8月31日 新日本消防設備株式会社 2,153,800

52 訓練用防火衣一式（訓練生用） 大分県消防学校 令和2年8月31日 新日本消防設備株式会社 7,803,400

53 教官用防火衣一式 大分県消防学校 令和2年8月31日 新日本消防設備株式会社 2,341,020

54 防犯カメラ及び附属機器一式 大分県立別府鶴見丘高等学校　他9校 令和2年9月7日 日本連合警備株式会社 2,079,000

55 水銀分析計一式 衛生環境研究センター 令和2年9月8日 株式会社ユーエスアイ　大分営業所 5,247,000

56 セキュリティ自動通報装置 地域課 令和2年9月8日 株式会社大分防犯サービス 16,500,000

57 超音波風速計一式 公園・生活排水課 令和2年9月8日 株式会社スポーツジョイ 2,976,600

58 パワーアンプ一式 産業科学技術センター 令和2年9月23日 九州計測器株式会社　大分営業所 4,620,000

59 精密切断機一式 産業科学技術センター 令和2年9月23日
株式会社ニコンインステック　大分営
業所

4,290,000

60 車両用タイヤ等 警察本部施設装備課ほか　計２０箇所 令和2年9月28日 株式会社柴田石油商会 2,451,317

61 大気常時監視測定機器一式
豊肥保健所内　豊肥保健所測定局ほか
計4カ所

令和2年9月30日 株式会社旺計社　大分支店 3,242,800

62 超微量分光光度計
農林水産研究指導センター水産研究部　北
部水産グループ

令和2年9月30日 正晃株式会社　大分営業所 1,782,000

63 冬捜査活動服 警察本部及び各警察署 計２５所属 令和2年10月1日 音伍繊維工業株式会社　大分支店 1,648,020

64 コンピュータ周辺機器　一式 大分県立日出総合高等学校　他３校 令和2年10月7日 株式会社オーイーシー 1,355,750

65 ＡＥＤ
中津土木事務所ほか７８所属　　合計７９所
属

令和2年10月12日 綜合警備保障株式会社　大分支社 7,148,900

66 三相誘導電圧調整器 大分県立大分工業高等学校 令和2年10月16日 株式会社エムツーアイ 1,779,800

67 気象観測装置一式
農林水産研究指導センター農業研究部ほ
か3カ所　　合計４カ所

令和2年10月19日 クリマテック株式会社 5,709,000

68 パワーアナライザ一式 産業科学技術センター 令和2年10月19日 九州計測器株式会社　大分営業所 6,633,000

69 教育用コンピュータ一式 大分県立日出総合高等学校　他３校 令和2年10月19日
リコージャパン株式会社　販売事業本
部大分支社大分営業部

10,254,750

70 子ども見守りパトロールたすき 県民生活・男女共同参画課ほか 令和2年10月20日 有限会社文化プロセス 1,773,200

71 災害対策用備蓄食糧等 大分県警察本部 警務部 留置管理課ほか 令和2年10月29日 ミドリ安全大分株式会社 1,663,804

72 プレゼンテーション教室・パソコン教室用端末一式 大分県立西高等学校　他2校 令和2年11月4日
リコージャパン株式会社 販売事業本
部　大分支社　大分営業部

8,487,160

73 プレゼンテーション教室用周辺機器 大分県立西高等学校　他2校 令和2年11月4日 株式会社オーイーシー 2,255,000

74 プレゼンテーション教室用消耗品 大分西高等学校ほか 令和2年11月6日 大分ホウトク有限会社 2,726,680

75 車両用タイヤ等（冬用タイヤおよびタイヤチェーン） 警察本部施設装備課ほか 令和2年11月16日 株式会社柴田石油商会 5,087,599
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76 フィールド競技用制限時間告知器 大分スポーツ公園　昭和電工ドーム大分 令和2年11月26日 株式会社スポーツジョイ 5,280,000

77 防犯カメラ及び付属機器一式 大分県立中津南高等学校耶馬溪校　他9校 令和2年11月26日 SGFセキュリティシステム株式会社 2,398,000

78 小型運搬車 農業大学校 令和2年11月27日 三菱農機販売株式会社　大分営業所 1,930,500

79 蛍光Ｘ線分析装置 衛生環境研究センター 令和2年11月30日 西川計測株式会社　九州支社 6,930,000

80 ロールベーラ、ラッピングマシン 農業大学校 令和2年11月30日 株式会社中九州クボタ　大分営業所 4,212,467

81 スポーツトラクタ 公園・生活排水課 令和2年11月30日 秦機械株式会社 3,190,000

82 車両用タイヤ等一式 警察本部施設装備課ほか　計１２箇所 令和2年12月1日 株式会社柴田石油商会 1,164,405

83 大分県立くじゅうアグリ創生塾の備品(移動販売実習用のトレーラー） 大分県立くじゅうアグリ創生塾 令和2年12月21日 タイニーハウスジャパン 5,000,000

84 サーバー他一式 日田高等技術専門校 令和2年12月21日 株式会社ユニックス 2,923,800

85 備蓄用不織布毛布
大分県社会福祉介護研修センターほか４箇
所

令和3年1月8日 日本乾溜工業株式会社大分支店 2,455,750

86 レーザー彫刻機 大分県立盲学校 令和3年1月12日 有限会社ゴトー事務用品 4,222,900

87 グランドピアノ 大分県立芸術緑丘高等学校 令和3年1月18日
株式会社河合楽器製作所
大分店

1,056,000

88 各種試験機一式 大分県立国東高等学校 令和3年1月18日 株式会社タイシン 7,480,000

89 ガス減菌器 農林水産研究指導センター畜産研究部 令和3年1月18日 株式会社久光大分 1,799,600

90 監視カメラシステム 大分県立工科短期大学校 令和3年1月18日 株式会社大分防犯サービス 2,926,000

91 デザイン開発用プラットフォーム一式 産業科学技術センター 令和3年1月18日 株式会社オーイーシー 4,469,630

92 ジェネティックアナライザ一式 衛生環境研究センター 令和3年1月18日 正晃株式会社　大分営業所 8,882,500

93 マルチビーズショッカー 大分家畜保健衛生所 令和3年1月18日 正晃株式会社　大分営業所 2,970,000

94 遮蔽板 警察本部刑事企画課ほか１５箇所 令和3年1月29日 金剛株式会社九州支店大分営業所 3,960,000

95 疑似ＧＰＳ発信装置 産業科学技術センター 令和3年2月1日 ｃｉＲｏｂｏｔｉｃｓ株式会社 3,410,000

96 行政手続用パソコン 情報管理課 令和3年2月1日 株式会社オーイーシー 2,595,758

97 全自動核酸抽出システム等２品 大分家畜保健衛生所 令和3年2月1日 正晃株式会社　大分営業所 4,976,400

98 サイド実験台等５種 大分家畜保健衛生所 令和3年2月1日 正晃株式会社　大分営業所 1,831,500

99 測量用ドローン 大分県立国東高等学校 令和3年2月5日 株式会社タイシン 4,037,000

100 会議用テーブル・イス・台車  南部保健所 令和3年2月16日 有限会社石松堂 1,606,000
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101 真空冷却機 大分県立由布支援学校 令和3年2月19日 株式会社マルゼン 2,244,000

102 万能製図台ドラフターセット 大分県立日出総合高等学校 令和3年2月19日 株式会社大地 12,320,000

103 記者室用パーテーションパネル等一式 広報広聴課 令和3年2月22日 株式会社古城 1,760,000

104 大分県土木建築部Ｗｅｂ会議等システム機器 建設政策課及び１２土木事務所 令和3年2月22日 株式会社古城 4,004,000

※単価契約については、落札金額に消費税相当額は含みません。


