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落札単価 落札単価

0602551
冷凍グリーンピース

0626852
冷凍ほうれんそう（３㎝カット）

落札単価 落札単価 落札単価

1000352
あじ（50g）

1017151
さわら（50g）

1032753
えび

1034551
いか（ｇ）

落札単価 落札単価 落札単価

1105151
冷凍牛肉スライス（もも）

1108951
冷凍牛肉ひき肉（肩ロース・もも）

落札単価 落札単価 落札単価

1112051
冷凍豚肉上スライス（肩ロース）

1112052
冷凍豚肉糸切（肩ロース）

1113054
冷凍豚肉スライス（もも）

□ 970 1305 和昂円/Kg □ 805 1308 池田商店 □

□ 1,320 1305 和昂 □

960 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ

□ 1,310 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ □

円/Kg 1,190 1308 池田商店 □ 1,310 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ

円/Kg 1,190 1308 池田商店 □ 1,300 1307 帝神畜産

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

□ 1,535 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ円/Kg □ 1,530 1307 帝神畜産 □

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

□ 1,960 1305 和昂 □

1,500 1308 池田商店

円/Kg 1,860 1308 池田商店 □ 1,950 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ

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

□ 637 1301 小泉商店円/Kg □ 636 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ □

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

□ 1,257 1302 かね三水産 □

635 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ

□ 38.6 1301 小泉商店 □

円/Kg 1,250 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ □ 1,250 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ

円/切 37.7 1302 かね三水産 □ 38.6 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ

39.3 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ □ 39.4 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ □38.7 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(5,6地区) Bグループ(2,3,7地区) Cグループ(1,4地区)
単位

業者名 業者名
単位

□

円/Kg 424 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ □ 482 1604 ニガキ □

円/Kg 335 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ □ 335 1604 ニガキ

単位
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
Aグループ(4,5,6地区) Bグループ(1,2,3,7地区)

平成29年1月分 落札結果一覧表

単位野菜（冷凍・入札） 入札品目野菜（冷凍・入札） 入札品目

※1113054　冷凍豚肉スライス(もも)の数量はB⇒Ａ⇒Ｃの順になります。
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落札単価 落札単価 落札単価

1122152
冷凍鶏肉皮付切込み（10ｇ）

1122153
冷凍鶏肉皮付切込み（15ｇ）

1122452
冷凍鶏肉皮引（5～7ｇ）

落札単価

0402301
だいず

落札単価

0300301
砂糖

落札単価

1400801 缶 3,100

なたね油（揚げ用） ﾛｰﾘｰ
(kg) 155

1406 中橋 □

平成28年度3学期分　落札結果一覧表

単位油脂乳類（入札） 入札品目油脂乳類（入札） 入札品目 単位油脂乳類（入札） 入札品目 単位単位油脂乳類（入札） 入札品目油脂乳類（入札） 入札品目 単位
業者名

□ 820 1601 泉平 □

Aグループ(1,2,3,4,5,6,7地区)

□ 700 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ □

円/Kg 760 1308 池田商店 □ 808 1600 ｺﾈｸﾄﾌｰｽﾞ

□ 705 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ □

円/Kg 680 1308 池田商店 □ 691 1601 泉平

円/Kg 680 1308 池田商店 □ 691 1601 泉平

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
業者名 業者名 業者名

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

円/Kg 187.8 1601 泉平 □

業者名
単位

単位

砂糖（入札） 入札品目 単位単位砂糖（入札） 入札品目砂糖（入札） 入札品目 単位
Aグループ(1,2,3,4,5,6,7地区)

業者名

Aグループ(1,2,3,4,5,6,7地区)
単位豆類（入札） 入札品目豆類（入札） 入札品目

円/Kg 358 1605 ﾕｰｼｰｼｰﾌｰﾂﾞ □

単位


