
番号 調達機関名 入札件名 数量 開札日 入札結果 予定価格 契約金額 契約の相手方 備　考

1 出納局会計管理課 交通反則切符（一般）ほか １式 平成29年5月22日 落札 16,686,000円 16,159,500円 株式会社サンエイ

2 出納局会計管理課
災害時情報収集用無人航
空機購入

２式 平成29年6月5日 落札 5,400,000円 5,400,000円 有限会社城栄産業

3 出納局会計管理課
運転免許試験車両（大型バ
ス）交換

１台 平成29年6月8日 決定 23,136,349円 23,112,000円
青森日野自動車株式
会社

下取車　1台

4 出納局会計管理課 大型輸送車交換 １台 平成29年6月8日 不調 下取車　1台

5 出納局会計管理課 ミニバン交換 1台 平成29年6月20日 落札 6,130,000円 5,508,000円
青森トヨペット株式会
社

下取車　1台

6 出納局会計管理課 動物実験用科学機器購入 1式 平成29年6月21日 決定 22,905,580円 22,896,000円
東北化学薬品株式会
社

7 出納局会計管理課 自動細胞解析システム購入 1式 平成29年6月21日 決定 10,400,000円 10,368,000円
株式会社シバタ医理
科

8 出納局会計管理課 触媒分析装置購入 １式 平成29年6月21日 不調

9 出納局会計管理課 災害支援対策車購入 １台 平成29年7月7日 落札 6,388,466円 4,320,000円
いすゞ自動車東北株
式会社

10 出納局会計管理課

全身画像診断・放射線治療
用患者体位固定具及び位
置決め用レーザポインタ購
入

１式 平成29年7月19日 落札 6,814,800円 6,566,400円
共立医科器械株式会
社

11 出納局会計管理課 顕微ラマン分光光度計購入 １式 平成29年7月19日 落札 19,700,000円 19,699,200円
株式会社西衡器製作
所

12 出納局会計管理課
粉末粒子径計測装置及びス
モールパンチクリープ試験
機購入

１式 平成29年7月19日 落札 18,554,508円 18,554,400円
東北化学薬品株式会
社

制限付き一般競争入札結果情報（平成29年度）
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13 出納局会計管理課
スキャナータイプ画像解析
装置購入

１式 平成29年7月19日 決定 14,424,940円 14,256,000円
東北化学薬品株式会
社

14 出納局会計管理課
レーダー搭載車（４台）及び
暴走行為採取車（１台）購入

５台 平成29年7月27日 落札 22,360,000円 18,360,000円
日産プリンス青森販
売株式会社

15 出納局会計管理課 遺体搬送車購入 ２台 平成29年8月4日 落札 9,125,586円 7,560,000円
青森日産自動車株式
会社

16 出納局会計管理課 交通事故処理車購入 １台 平成29年8月4日 落札 6,984,787円 5,778,000円
株式会社日産サティ
オ弘前

17 出納局会計管理課
簡易型電子線量計システム
購入

１式 平成29年8月22日 落札 30,996,000円 12,830,400円 株式会社日立製作所

18 出納局会計管理課 交通取締用四輪車購入 ６台 平成29年8月24日 落札 24,000,000円 19,310,400円
青森日産自動車株式
会社

19 出納局会計管理課 防災資機材購入 １式 平成29年9月12日 落札 9,626,000円 8,694,000円 有限会社丸栄消機

20 出納局会計管理課 大型輸送車交換 １台 平成29年9月14日 不調 下取車　1台

21 出納局会計管理課
小形除雪機（０．８ｍ級）交
換

５台 平成29年9月22日 落札 14,600,000円 14,418,000円 株式会社青工 下取機　５台

22 出納局会計管理課 遺体保冷庫購入 ２台 平成29年9月29日 落札 5,400,000円 4,071,600円
東北化学薬品株式会
社

23 出納局会計管理課 大型輸送車交換 １台 平成29年10月19日 落札 22,503,822円 21,276,000円
いすゞ自動車東北株
式会社

下取車　1台

24 出納局会計管理課
取調べの録音・録画装置購
入

５式 平成29年10月25日 落札 7,462,800円 7,020,000円
株式会社青森電子計
算センター
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25 出納局会計管理課 スタッドレスタイヤ購入 1式 平成29年10月25日 落札 5,615,568円 2,277,816円 株式会社弘善商会

26 出納局会計管理課 可搬型ゲートモニタ購入 ４式 平成29年11月1日 落札 20,000,000円 8,154,000円 株式会社日立製作所

27 出納局会計管理課 捜査用車購入 ２台 平成29年11月2日 落札 5,202,706円 4,194,720円
青森スバル自動車株
式会社

1,000枚1組 平成29年11月10日 落札 8,208.00円 7,776.00円
（社福）青森県コロ
ニー協会

長３

1,000枚1組 平成29年11月10日 落札 12,873.60円 12,204.00円 （株）新印刷興業 角２

10冊１組 平成29年11月10日 落札 599.00円 324.00円 （株）マルキ
フラットファイ
ル

10冊1組 平成29年11月10日 落札 2,635.00円 1,620.00円 （株）ヒグチ
ガバットファイ
ル

1本 平成29年11月15日 落札 25,300.00円 23,112.00円 （株）ビジネスサービス
大 容 量 ト ナ ー
カートリッジブラッ
ク

1本 平成29年11月15日 落札 19,300.00円 17,658.00円 （株）ビジネスサービス
大 容 量 ト ナ ー
カ ー ト リ ッ ジ カ
ラー

1本 平成29年11月15日 落札 27,900.00円 25,542.00円 （株）ビジネスサービス
ドラムカート
リッジ

1本 平成29年11月15日 落札 2,260.00円 2,052.00円 （株）ビジネスサービス
トナー回収ボ
トル

フラットファイル及びガバット
ファイル（本庁・青森地区）に
係る単価契約

出納局会計管理課29

28 出納局会計管理課
共通課名入封筒　長3及び
角2に係る単価契約

30 出納局会計管理課
ゼロックス大容量トナーカー
トリッジほか（本庁・青森地
区）に係る単価契約
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1本 平成29年11月15日 落札 25,300.00円 23,490.00円
（株）青森電子計算セ
ンター

大 容 量 ト ナ ー
カートリッジブラッ
ク

1本 平成29年11月15日 落札 19,300.00円 17,982.00円
（株）青森電子計算セ
ンター

大 容 量 ト ナ ー
カ ー ト リ ッ ジ カ
ラー

1本 平成29年11月15日 落札 27,900.00円 25,974.00円
（株）青森電子計算セ
ンター

ドラムカートリッジ

1本 平成29年11月15日 落札 2,260.00円 2,106.00円
（株）青森電子計算セ
ンター

トナー回収ボトル

1本 平成29年11月15日 落札 36,200.00円 31,536.00円
（株）青森電子計算セ
ンター

ＥＰカートリッジ
（大容量）

1本 平成29年11月15日 落札 36,200.00円 31,644.00円
（株）青森電子計算セ
ンター

環境循環型ＥＰ
カートリッジ（大容
量）

1本 平成29年11月15日 落札 35,200.00円 18,360.00円
（株）青森電子計算セ
ンター

リ サ イ クル Ｅ Ｐ
カートリッジ

1箱（2500枚
入り）

平成29年11月15日 決定 1,800.00円 1,782.00円 （株）レンゴウ事務機 Ａ４

1箱（1500枚
入り）

平成29年11月15日 落札 2,200.00円 2,138.40円 （有）羽藤商事 Ａ３

1箱（2500枚
入り）

平成29年11月15日 落札 2,800.00円 2,754.00円 （株）レンゴウ事務機 Ｂ４

1箱（2500枚
入り）

平成29年11月15日 落札 1,400.00円 1,344.60円 （有）羽藤商事 Ｂ５

PPC用紙（弘前地区）に係る
単価契約

33 出納局会計管理課

31 出納局会計管理課
NEC大容量トナーカートリッ
ジほか（本庁・青森地区）に
係る単価契約

32 出納局会計管理課
NEC EPカートリッジ（本庁・
青森地区）に係る単価契約
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1箱（2500枚
入り）

平成29年11月15日 決定 1,800.00円 1,798.20円 （株）ヒグチ Ａ４

1箱（1500枚
入り）

平成29年11月15日 落札 2,200.00円 2,199.96円 （株）ヒグチ Ａ３

1箱（2500枚
入り）

平成29年11月15日 落札 2,800.00円 2,786.40円 （株）ヒグチ Ｂ４

1箱（2500枚
入り）

平成29年11月15日 落札 1,400.00円 1,398.60円 （株）ヒグチ Ｂ５

1箱（2500枚
入り）

平成29年11月13日 落札 1,890.00円 1,609.20円 （有）羽藤商事 Ａ４

1箱（1500枚
入り）

平成29年11月13日 落札 2,268.00円 1,931.04円 （有）羽藤商事 Ａ３

1箱（2500枚
入り）

平成29年11月13日 落札 2,835.00円 2,413.80円 （有）羽藤商事 Ｂ４

1箱（2500枚
入り）

平成29年11月13日 落札 1,404.00円 1,198.80円 （有）羽藤商事 Ｂ５

1箱（2500枚
入り）

平成29年11月15日 決定 1,800.00円 1,798.20円 （株）ヒグチ Ａ４

1箱（1500枚
入り）

平成29年11月15日 決定 2,200.00円 2,199.96円 （株）ヒグチ Ａ３

1箱（2500枚
入り）

平成29年11月15日 落札 2,800.00円 2,786.40円 （株）ヒグチ Ｂ４

1箱（2500枚
入り）

平成29年11月15日 落札 1,400.00円 1,398.60円 （株）ヒグチ Ｂ５

出納局会計管理課36

34 出納局会計管理課
PPC用紙（八戸地区）に係る
単価契約

35 出納局会計管理課
PPC用紙（五所川原地区）に
係る単価契約

PPC用紙（十和田地区）に係
る単価契約
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1箱（2500枚
入り）

平成29年11月13日 落札 1,890.00円 1,879.20円 （株）東京堂 Ａ４

1箱（1500枚
入り）

平成29年11月13日 落札 2,268.00円 2,246.40円 （株）東京堂 Ａ３

1箱（2500枚
入り）

平成29年11月13日 落札 2,835.00円 2,818.80円 （株）東京堂 Ｂ４

1箱（2500枚
入り）

平成29年11月13日 落札 1,404.00円 1,398.60円 （株）東京堂 Ｂ５

38 出納局会計管理課 男性警察官用短靴外購入 １式 平成29年11月20日 落札 13,687,000円 11,974,824円 （株）さくら野百貨店

39 出納局会計管理課
原子力災害医療等衛星電
話購入

１式 平成30年2月16日 落札 5,307,930円 4,600,260円
ＫＤＤＩまとめてオフィ
ス東日本（株）

40 出納局会計管理課 消石灰購入 ２４,０００袋 平成30年2月22日 落札 18,370,000円 11,871,360円 （株）サンデー

37 出納局会計管理課
PPC用紙（むつ地区）に係る
単価契約
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