
   落札者等の公示 

 次のとおり落札者等について公示する。 

   令和４年６月 10 日 

                             契約担当者 

                               兵庫県警察本部長 桐原 弘毅   

１ 落札に係る物品の名称及び数量 

 (1) 男性警察官用合服ズボン          1,220 着  

  (2) 男性警察官用冬合ワイシャツ         3,750 着  

  (3) 男性警察官用雨衣(Ⅰ種)           720 着  

 (4) 男性警察官用短靴(紐有)         2,810 足  

 (5) 男性警察官用合服上衣            330 着  

 (6) 男性警察官用合活動服            450 着  

  (7) 男性警察官用合ネクタイ          1,550 本  

 (8) 警察官用ベルト             1,300 本  

  (9) 警察官用ベルト(取替用)          1,550 本  

 (10) 男性警察官用夏活動帽            1,000 個   

 (11) 作業服（一般）                 460 着  

 (12) 警察官用作業ベルト             850 本  

 (13) 警察官用編上げ靴               620 足  

 (14) 略帽（一般）                  800 個  

 (15) 女性警察官用冬合ワイシャツ          550 着 

 (16) 女性警察官用合服上衣(まち付き貫通口上衣)    130 着 

(17) 女性警察官用合服ズボン(まち付き貫通口上衣対応)     220 着 

(18) 女性警察官用合活動服          140 着 

(19) 女性警察官用雨衣(Ⅰ種)         130 着 

(20) 階級略章等付属品            1,099 個 

２ 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地 

    兵庫県警察本部総務部装備課 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

３ 落札者を決定した日 

    令和４年６月６日 

４ 落札者の名称及び所在地 

 (1) 男性警察官用合服ズボン 

大和被服(株)神戸営業所     神戸市中央区北長狭通 3‐11‐17 ベルズコート 501 号 

 (2) 男性警察官用冬合ワイシャツ 

（株）カマタニ神戸営業所        神戸市中央区北長狭通 6‐1‐8 

 (3) 男性警察官用雨衣（Ⅰ種） 

     （株）三友繊維神戸営業所     神戸市須磨区離宮西町 2‐2‐1 離宮ビル 406 号 

  (4) 男性警察官用短靴(紐有)            

はるやま商事㈱はるやま神戸灘店  神戸市灘区徳井町 3‐1‐1 

  (5) 男性警察官用合服上衣              

     (株)アバンセユニ神戸営業所   神戸市中央区栄町通 4‐3‐5 

  (6) 男性警察官用合活動服             

     （株）三友繊維神戸営業所     神戸市須磨区離宮西町 2‐2‐1 離宮ビル 406 号 

  (7) 男性警察官用合ネクタイ            

     中谷(株)兵庫営業所       宝塚市中洲 2‐10‐5 

  (8) 警察官用ベルト                

      (株)三栄神戸営業所       宝塚市中洲 2‐10‐34 

  (9) 警察官用ベルト(取替用)            

      中谷(株)兵庫営業所       宝塚市中洲 2‐10‐5 

 (10) 男性警察官用夏活動帽               

      (株)英製帽所          姫路市河間町 49 



 (11) 作業服（一般）                

      (株)アバンセユニ神戸営業所   神戸市中央区栄町通 4‐3‐5 

 (12) 警察官用作業ベルト              

      (株)アバンセユニ神戸営業所   神戸市中央区栄町通 4‐3‐5 

 (13) 警察官用編上げ靴               

     （株）カマタニ神戸営業所        神戸市中央区北長狭通 6‐1‐8 

 (14) 略帽（一般）                 

      (株)アバンセユニ神戸営業所   神戸市中央区栄町通 4‐3‐5 

 (15) 女性警察官用冬合ワイシャツ 

    （株）カマタニ神戸営業所        神戸市中央区北長狭通 6‐1‐8  

(16) 女性警察官用合服上衣(まち付き貫通口上衣)      

     (株)アバンセユニ神戸営業所   神戸市中央区栄町通 4‐3‐5 

(17) 女性警察官用合服ズボン(まち付き貫通口上衣対応)      

     (株)アバンセユニ神戸営業所   神戸市中央区栄町通 4‐3‐5 

(18) 女性警察官用合活動服            

      (株)アバンセユニ神戸営業所   神戸市中央区栄町通 4‐3‐5 

(19) 女性警察官用雨衣(Ⅰ種)           

（株）三友繊維神戸営業所     神戸市須磨区離宮西町 2‐2‐1 離宮ビル 406 号 

 (20) 階級略章等付属品              

      中谷(株)兵庫営業所       宝塚市中洲 2‐10‐5 

５ 落札金額 

 (1) 男性警察官用合服ズボン 

13,420,000 円 

 (2) 男性警察官用冬合ワイシャツ 

      25,987,500 円 

 (3) 男性警察官用雨衣（Ⅰ種）                 

      14,731,200 円 

  (4) 男性警察官用短靴(紐有)            

     12,364,000 円 

  (5) 男性警察官用合服上衣              

     6,733,650 円 

  (6) 男性警察官用合活動服             

      9,127,800 円 

  (7) 男性警察官用合ネクタイ            

     3,120,150 円 

  (8) 警察官用ベルト                

4,290,000 円 

  (9) 警察官用ベルト(取替用)            

4,688,750 円 

 (10) 男性警察官用夏活動帽               

      3,465,000 円 

 (11) 作業服（一般）                

      4,402,200 円 

 (12) 警察官用作業ベルト              

      2,038,300 円 

 (13) 警察官用編上げ靴              

      4,739,900 円 

 (14) 略帽（一般）                 

      2,112,000 円 

 (15) 男性警察官用冬合ワイシャツ 

      4,101,900 円 



(16) 女性警察官用合服上衣(まち付き貫通口上衣)      

     3,482,050 円 

(17) 女性警察官用合服ズボン(まち付き貫通口上衣対応)      

   2,395,800 円 

(18) 女性警察官用合活動服            

   2,841,300 円 

(19) 女性警察官用雨衣(Ⅰ種)           

   2,717,000 円 

 (20) 階級略章等付属品  

      4,737,755 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

    令和４年５月 17 日                    


