
低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 2,050,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,214,000

うち消費税 b 164,000
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2
永井電機商会

1,550,000         
北秋田市坊沢字屋敷92-1

3

北秋田市阿仁水無字上岱13-2 （阿仁合小学校）

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和元年8月23日 まで

1
（有）金森電気商会

1,330,000         落札
北秋田市下杉字狐森18-3

種　　　別 物品「家庭用電気・機械器具類」

概　　　要

TOA　DA-2ｼﾘｰｽﾞ　デスク型放送設備　２元両袖20局240Ｗ　一式　１台

入札結果調書
入札日時 令和元年6月26日 午前10時

名　　　称 教備第5号 デスク型放送設備

TOA　ＣＤ-50　　CDプレイヤー　１台
TOA　ML-1000  メロディスク　１台
TOA　MC-1010　メロディスクカード　１枚　ほか

場　　　所



低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 4,920,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 5,313,600

うち消費税 b 393,600

15

14

13

12

11

8
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9

北秋田市住吉町10-12

6

5
東光コンピュータ・サービス（株）北秋田営業所

4,720,000         

7

4
（株）成文社

4,700,000         
北秋田市鷹巣字上家下24

2
（有）北秋協販

4,650,000         
北秋田市東横町8-25

3
（資）かねき書店

4,680,000         
北秋田市米内沢字黒沢12-8

北秋田市坊沢字下上野79 地内

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和元年8月22日 まで

1
（株）秋北文具

4,600,000         落札
北秋田市住吉町4-26

種　　　別 物品「教育用品類」又は「事務用品･文具類」

概　　　要

1.職員室収納庫ほか

入札結果調書
入札日時 令和元年6月26日 午前10時

名　　　称 教中備第1号 収納庫、ホワイトボード

収納庫用天板W800　15個、収納庫3枚引き違い戸W800　15個
スライドボードW1800　4個　スライドボードW2700　2個　ほか
2.校長室収納庫ほか　ほか

場　　　所



低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 1,300,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 1,404,000

うち消費税 b 104,000

15

14

13

12

11

8

10

9

北秋田市米内沢字黒沢12-8

6

5
（資）かねき書店

1,100,000         

7

4
（有）北秋協販

1,095,000         
北秋田市東横町8-25

2
東光コンピュータ・サービス（株）北秋田営業所

1,083,000         
北秋田市住吉町10-12

3
（株）成文社

1,088,000         
北秋田市鷹巣字上家下24

北秋田市栄字田沢古川布252 （鷹巣東小学校）

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和元年8月23日 まで

1
（株）秋北文具

1,070,000         落札
北秋田市住吉町4-26

種　　　別 物品「教育用品類」又は「事務用品･文具類」

概　　　要

1.机　コクヨＳＳＤ－Ｎ○ＢＧ－Ｓ（固定式）

入札結果調書
入札日時 令和元年6月26日 午前10時

名　　　称 教備第3号 児童用　机・椅子

　2号13台、3号37台、5号5台
2.椅子　コクヨＳＣＨ－Ｎ○Ｇ（固定式）
　2号13脚、3号37脚、5号5脚　ほか

場　　　所



低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 2,400,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 2,592,000

うち消費税 b 192,000

15

14

13
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8
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9

北秋田市東横町8-25

6

5
（有）北秋協販

2,015,000         

7

4
東光コンピュータ・サービス（株）北秋田営業所

2,000,000         
北秋田市住吉町10-12

2
（株）成文社

1,982,000         
北秋田市鷹巣字上家下24

3
（資）かねき書店

1,990,000         
北秋田市米内沢字黒沢12-8

北秋田市坊沢字下上野79 （鷹巣中学校）

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和元年8月30日 まで

1
（株）秋北文具

1,960,000         落札
北秋田市住吉町4-26

種　　　別 物品「教育用品類」又は「事務用品･文具類」

概　　　要

1.机　コクヨＳＳＤ－Ｎ○ＢＧ－Ｓ（固定式）

入札結果調書
入札日時 令和元年6月26日 午前10時

名　　　称 教備第4号 生徒用　机・椅子

　5号50台、5.5号51台
2.椅子　コクヨＳＣＨ－Ｎ○Ｇ（固定式）
　5号50脚、5.5号51脚　ほか

場　　　所



低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 780,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 842,400

うち消費税 b 62,400

15

14

13
ウエルネット

592,000            
潟上市昭和大久保字町後173-108

12
新日産業（株）

589,000            
秋田市仁井田二ツ屋1-11-41　斉勇ビル内

11
（株）アイホー秋田営業所

561,000            
秋田市上北手猿田字館ノ下91

10
日通プロパン鷹巣販売（有）

540,000            
北秋田市綴子字中堤82-2

9
（株）秋北文具

530,000            
北秋田市住吉町4-26

北秋田市綴子字大堤道下95-2

8
タニコー（株）秋田営業所

520,000            
秋田市土崎港西5-10-26

大館市山館字八幡下150

6
（株）中西製作所秋田営業所

495,000            

5
山二環境機材（株）大館営業所

490,000            

秋田市山王3-5-32

7
タプロス（株）北秋田営業所

510,000            

4
北沢産業（株）秋田営業所

486,000            
秋田市山王臨海町4-32

2
（株）ヤマコー

468,000            
秋田市新屋勝平町11-36

3
（有）ケーエムイー

477,000            
秋田市飯島鼠田3-4-35

北秋田市綴子字胡桃館3番地2地内 （鷹巣北部学校給食センター）

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和元年8月20日 まで

1
日本調理機（株）東北支店秋田営業所

433,500            落札
秋田市川尻大川町1-25

種　　　別 物品「厨房用機械器具類」

概　　　要

1.包丁まな板殺菌庫　イシダ厨機製DS-103（同等品可（要協議））

入札結果調書
入札日時 令和元年6月26日 午前10時

名　　　称 北給備第1号 包丁まな板殺菌庫

2.運送搬入据付
3.既存品撤去処分
　ほか

場　　　所



低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 810,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 874,800

うち消費税 b 64,800

15

14

13
北沢産業（株）秋田営業所

682,500            
秋田市山王臨海町4-32

12
（株）秋北文具

650,000            
北秋田市住吉町4-26

11
タプロス（株）北秋田営業所

630,000            
北秋田市綴子字大堤道下95-2

8
ウエルネット

590,200            
潟上市昭和大久保字町後173-108

10
日通プロパン鷹巣販売（有）

617,500            
北秋田市綴子字中堤82-2

9
山二環境機材（株）大館営業所

600,000            
大館市山館字八幡下150

秋田市仁井田二ツ屋1-11-41　斉勇ビル内

6
タニコー（株）秋田営業所

580,000            

5
新日産業（株）

578,500            

秋田市土崎港西5-10-26

7
（株）中西製作所秋田営業所

590,000            
秋田市山王3-5-32

4
（株）アイホー秋田営業所

578,500            
秋田市上北手猿田字館ノ下91

551,200            
秋田市飯島鼠田3-4-35

3
（株）ヤマコー

565,500            
秋田市新屋勝平町11-36

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和元年8月8日 まで

1
日本調理機（株）東北支店秋田営業所

523,000            落札
秋田市川尻大川町1-25

2
（有）ケーエムイー

場　　　所 北秋田市脇神字南陣場岱26地内 （鷹巣南部学校給食センター）

種　　　別 物品「厨房用機械器具類」

概　　　要

学校給食トレイ
エスタートレイ　三信化工社製　ＳＥ－３３０角（ＦＧＲ）650枚

入札結果調書
入札日時 令和元年6月26日 午前10時

名　　　称 南給備第2号 学校給食用トレイ



低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 7,060,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 7,766,000

うち消費税 b 706,000
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7

4

2
（株）シバタ医理科大館営業所

6,700,000         
大館市片山町2-12-15

3

北秋田市阿仁銀山字下新町128 （北秋田市立阿仁診療所）

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和2年3月6日 まで

1
（株）大塚商店

6,460,000         落札
秋田市保戸野中町1-17

種　　　別 物品「医療機器類」

概　　　要

入札結果調書
入札日時 令和元年6月26日 午前10時

名　　　称 阿診備第3号 デジタル画像診断システム

デジタル画像診断システム　富士フィルムＦＣＲ ＣＡＰＳＵＬＡ２
1.カセッテ専用画像読取装置
2.画像診断ワークステーション
3.ＤＲＹレーザープリンタ　ほか

場　　　所



低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 9,950,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 10,945,000

うち消費税 b 995,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

2
（株）シバタ医理科大館営業所

9,400,000         
大館市片山町2-12-15

3
江渡商事（株）秋田営業所

辞退
秋田市広面字屋敷田22-2　ルピナスC-101

北秋田市阿仁銀山字下新町128 （北秋田市立阿仁診療所）

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 契約締結日の翌日 から 令和2年3月6日 まで

1
（株）大塚商店

9,100,000         落札
秋田市保戸野中町1-17

種　　　別 物品「医療機器類」

概　　　要

1.Ｘ線高電圧装置　キヤノンＫＸＯ－３２ＳＳ

入札結果調書
入札日時 令和元年6月26日 午前10時

名　　　称 阿診備第4号 Ｘ線一般撮影装置

2.天井式Ｘ線管保持装置　キヤノンＤＳＴ－１０００Ａ
3.昇降式フローティングブッキー撮影台　キヤノンＥＢＴ－１００Ａ
4.立位ブッキースタンド　キヤノンＢＳ－０２Ａ　ほか

場　　　所



低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 22,200,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 23,976,000

うち消費税 b 1,776,000

15

14
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8
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9
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7

4

2
秋田ゼロックス（株）

22,620,000        
秋田市川尻町字大川反170-92

3
（株）アイネックス

22,860,000        
秋田市牛島西1-4-5

米内沢小学校 

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和元年9月1日 から 令和6年8月31日 まで

1
東光コンピュータ・サービス（株）北秋田営業所

21,906,000        落札
北秋田市住吉町10-12

種　　　別 物品「医療機器類」

概　　　要

1.サーバ

入札結果調書
入札日時 令和元年6月26日 午前10時

名　　　称 教学賃第2号 教育用コンピュータシステム賃貸借（米内沢小学校）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾊﾞ1式、教職員用1式、生徒用1式、ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ1式
2.コンピュータ
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ30台、教師用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ13台、みらいｽｸｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ7台　ほか

場　　　所



低入札調査基準価格（消費税抜き） -

備　　　考
上記の落札金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額
が契約金額である。

入札比較価格 a-b 17,700,000

最低制限価格（消費税抜き） -

予定価格 a 19,116,000

うち消費税 b 1,416,000

15

14

13

12

11

8

10

9

6

5

7

4

2
秋田ゼロックス（株）

17,880,000        
秋田市川尻町字大川反170-92

3
（株）アイネックス

18,600,000        
秋田市牛島西1-4-5

前田小学校 

業　者　名 第１回 第２回 第３回 摘　要

期　　　間 令和元年9月1日 から 令和6年8月31日 まで

1
東光コンピュータ・サービス（株）北秋田営業所

17,502,000        落札
北秋田市住吉町10-12

種　　　別 物品「医療機器類」

概　　　要

1.サーバ

入札結果調書
入札日時 令和元年6月26日 午前10時

名　　　称 教学賃第3号 教育用コンピュータシステム賃貸借（前田小学校）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾊﾞ1式、教職員用1式、生徒用1式、ﾌｧｲｱｳｫｰﾙ1式
2.コンピュータ
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ17台、教師用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ10台、みらいｽｸｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ7台　ほか

場　　　所


