
自動販売機設置場所貸付に係る一般競争入札結果

単位：円

番号 施設名 落札業者名 落札金額（税抜）

1 豊橋市立看護専門学校 （株）サン・カンパニー 950,000

2 豊橋市自然史博物館
（株）ジャパンビバレッ
ジセントラル豊橋支店 990,000

3 ポートインフォメーションセンター （株）サン・カンパニー 200,000

4 豊橋競輪場①
（株）ジャパンビバレッ
ジセントラル豊橋支店 2,927,000

5 豊橋競輪場② 不調

6 豊橋競輪場③
（株）ジャパンビバレッ
ジセントラル豊橋支店 3,327,000

7 豊橋競輪場④
（株）ジャパンビバレッ
ジセントラル豊橋支店 2,033,000

8 豊橋競輪場⑤
（株）ジャパンビバレッ
ジセントラル豊橋支店 4,623,000

9 豊橋市東部環境センター （株）伊藤園豊橋支店 456,000

10 豊橋市南部環境センター （株）サン・カンパニー 290,000

11 豊橋市資源化センター① 不調

12 豊橋市資源化センター② （株）サン・カンパニー 430,000

13 豊橋市資源化センター③ （株）サン・カンパニー 430,000

14 豊橋市資源化センター④ （株）伊藤園豊橋支店 222,000

15 豊橋市資源化センター⑤ （株）サン・カンパニー 1,100,000

16 豊橋市資源化センター⑥ （株）サン・カンパニー 250,000

17
豊橋市資源化センター⑦（プラス
チックリサイクルセンター）

（株）伊藤園豊橋支店 192,000

18 豊橋市立豊橋高等学校① （株）伊藤園豊橋支店 4,872,000

19 豊橋市立豊橋高等学校② （株）サン・カンパニー 1,000,000

20 豊橋市立豊橋高等学校③ （株）サン・カンパニー 900,000

21 豊橋市営梅田川霊苑
東海ビバレッジサービス
（株）豊橋支店 984,500

22 豊橋市南部学校給食共同調理場
東海ビバレッジサービス
（株）豊橋支店 881,000

内訳 単位：円

1 豊橋市立看護専門学校

業者名

（株）サン・カンパニー 950,000 落札

（株）伊藤園豊橋支店 636,000

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 180,000

（株）ジャパンビバレッジセントラル豊橋支店 10,000

2 豊橋市自然史博物館

業者名

（株）ジャパンビバレッジセントラル豊橋支店 990,000 落札

3 ポートインフォメーションセンター

業者名

（株）サン・カンパニー 200,000 落札

（株）伊藤園豊橋支店 180,000

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 20,000

4 豊橋競輪場①

業者名

（株）ジャパンビバレッジセントラル豊橋支店 2,927,000 落札
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5 豊橋競輪場②

業者名

不調

6 豊橋競輪場③

業者名

（株）ジャパンビバレッジセントラル豊橋支店 3,327,000 落札

7 豊橋競輪場④

業者名

（株）ジャパンビバレッジセントラル豊橋支店 2,033,000 落札

8 豊橋競輪場⑤

業者名

（株）ジャパンビバレッジセントラル豊橋支店 4,623,000 落札

9 豊橋市東部環境センター

業者名

（株）伊藤園豊橋支店 456,000 落札

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 436,000

（株）サン・カンパニー 430,000

10 豊橋市南部環境センター

業者名

（株）サン・カンパニー 290,000 落札

（株）伊藤園豊橋支店 252,000

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 248,000

11 豊橋市資源化センター①

業者名

（株）サン・カンパニー 30,000 不参加 不調

（株）伊藤園豊橋支店 不参加

12 豊橋市資源化センター②

業者名

（株）サン・カンパニー 430,000 落札

（株）伊藤園豊橋支店 363,000

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 201,600

13 豊橋市資源化センター③

業者名

（株）サン・カンパニー 430,000 落札

（株）伊藤園豊橋支店 351,000

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 201,600
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14 豊橋市資源化センター④

業者名

（株）伊藤園豊橋支店 222,000 落札

（株）サン・カンパニー 210,000

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 201,600

15 豊橋市資源化センター⑤

業者名

（株）サン・カンパニー 1,100,000 落札

（株）伊藤園豊橋支店 1,095,000

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 984,545

16 豊橋市資源化センター⑥

業者名

（株）サン・カンパニー 250,000 落札

（株）伊藤園豊橋支店 234,000

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 201,600

17 豊橋市資源化センター⑦（プラスチックリサイクルセンター）

業者名

（株）伊藤園豊橋支店 192,000 落札

（株）サン・カンパニー 150,000

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 5,455

18 豊橋市立豊橋高等学校①

業者名

（株）伊藤園豊橋支店 4,872,000 落札

（株）ジャパンビバレッジセントラル豊橋支店 4,500,000

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 4,390,000

（株）サン・カンパニー 4,200,000

19 豊橋市立豊橋高等学校②

業者名

（株）サン・カンパニー 1,000,000 落札

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 991,091

（株）伊藤園豊橋支店 879,000

（株）ジャパンビバレッジセントラル豊橋支店 550,000

20 豊橋市立豊橋高等学校③

業者名

（株）サン・カンパニー 900,000 落札

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 4,545

21 豊橋市営梅田川霊苑

業者名

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 984,500 落札

（株）サン・カンパニー 900,000

（株）伊藤園豊橋支店 870,000

22 豊橋市南部学校給食共同調理場

業者名

東海ビバレッジサービス（株）豊橋支店 881,000 落札

（株）伊藤園　豊橋支店 639,000

（株）サン・カンパニー 510,000
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