
1/1頁

落札単価 落札単価

0608751
冷凍こまつな

0626851
冷凍ほうれんそう

落札単価 落札単価 落札単価

1000352
あじ（50g）

1004751
いわし（フィレ20g）

1019951
すけそうだら（50ｇ）

1027651
わかさぎ

1032753
冷凍えび

1034553
冷凍いか（50g）

落札単価 落札単価 落札単価

1105151
牛肉スライス

1108951
牛肉ひき肉

落札単価 落札単価 落札単価

1112051
豚肉スライス

1112052
豚肉糸切

落札単価 落札単価 落札単価

1122151
鶏肉皮付　５～７g

1122152
鶏肉皮付切込み10g

1122155
鶏肉皮付カット30g

1122453
鶏肉皮引カット15g

□ 1,210 1308 池田商店 □

□ 38.5 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ □

円/Kg 1,065 1601 泉平 □ 1,250 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ

□ 748 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ □

円/切 31 1601 泉平 □ 35.7 1308 池田商店

□ 748 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ □

円/Kg 725 1308 池田商店 □ 730 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ

円/Kg 735 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ □ 725 1308 池田商店

業者名
単位単位冷凍鶏肉（入札） 入札品目 単位単位冷凍鶏肉（入札） 入札品目冷凍鶏肉（入札） 入札品目 単位

業者名 業者名

□ 1,310 1305 和昂円/Kg □ 1,300 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ □

Aグループ(2,3,4地区) Bグループ(5,7地区) Cグループ(1,6地区)

□ 1,310 1305 和昂 □

1,080 1308 池田商店

円/Kg 1,060 1308 池田商店 □ 1,300 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ

業者名
単位単位冷凍豚肉（入札） 入札品目 単位単位冷凍豚肉（入札） 入札品目冷凍豚肉（入札） 入札品目 単位

業者名 業者名

□ 1,380 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ円/Kg □ 1,370 1310 甲南サカエ屋 □

Aグループ(2,3,4地区) Bグループ(5,7地区) Cグループ(1,6地区)

□ 1,910 1305 和昂 □

1,350 1307 帝神畜産

円/Kg 1,900 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ □ 1,905 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ

業者名
単位単位冷凍牛肉（入札） 入札品目 単位単位冷凍牛肉（入札） 入札品目冷凍牛肉（入札） 入札品目 単位

業者名 業者名

□ 47.5 1301 小泉商店円/枚 □ 47.5 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ □

Aグループ(2,3,4地区) Bグループ(5,7地区) Cグループ(1,6地区)

□ 1,379 1602 SN食品 □

47.4 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ

□ 645 1301 小泉商店 □

円/Kg 1,350 1301 小泉商店 □ 1,368 1302 かね三水産

□ 43.8 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ □

円/Kg 635 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ □ 640 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ

□ 22.9 1301 小泉商店 □

円/切 43 1301 小泉商店 □ 43.9 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ

円/切 22.8 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ □ 22.8 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ

45.2 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ □ 45.3 1301 小泉商店 □43.8 1302 かね三水産 □

水産物類（入札） 入札品目水産物類（入札） 入札品目 単位
業者名

水産物類（入札） 入札品目水産物類（入札） 入札品目 単位水産物類（入札） 入札品目 単位

円/切

Aグループ(2,3,4地区) Bグループ(5,7地区) Cグループ(1,6地区)
単位

業者名 業者名
単位

1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ □

円/Kg 478 1603 ﾅｯｸｽﾅｶﾑﾗ □ 488 1604 ニガキ □

円/Kg 410

Aグループ(1,2,6,7地区)

1601 泉平 □ 420

業者名 業者名
単位野菜（冷凍・入札） 入札品目野菜（冷凍・入札） 入札品目 単位野菜（冷凍・入札） 入札品目 単位

Bグループ(3,4,5地区)

平成28年2月分 落札結果一覧表

*すけそうだら60g　Cブロックの予定数量がBブロックより多いため、上位落札者からAブロック→Cブロック→Bブロックとなります。

*鶏肉皮付５～７ｇ　Bブロックの予定数量がAブロックより多いため、上位落札者からBブロック→Aブロック→Cブロックとなります。

*鶏肉皮引カット15g　Cブロックの予定数量がBブロックより多いため、上位落札者からAブロック→Cブロック→Bブロックとなります。

単位野菜（冷凍・入札） 入札品目野菜（冷凍・入札） 入札品目 単位


