
令和3年度自動販売機設置者公募結果一覧（令和3年1月21日付け公募分） 単位：円

応募数 決　定　者　名 決定金額（税抜額） 担 当 部 署 電話番号

物件３ 県庁1号館１階左 1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 41,000

物件４ 県庁1号館１階中央 4 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 888,800

物件５ 県庁1号館１階右 3 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 615,800

物件６ 県庁1号館１階離 1 宮崎ヤクルト販売株式会社 211,500

物件７ 県庁1号館４階 4 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 527,800

物件８ 県庁1号館８階 4 サントリービバレッジサービス株式会社 336,000

物件１１ 県庁８号館４階 1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 10,000

物件１２ 県庁９号館１階 0 応募者なし

物件１３ 県庁１０号館入口 2 高原ミネラル株式会社 60,000

物件１ 学生寮1階 1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 50,000

物件２ 職員寮1階 0 応募者なし
防災救急航空セ
ンター

物件１ 防災救急航空センター 0 応募者なし 防災救急航空センター 0985-56-0586

物件１ 総合保健センター1階 2 高原ミネラル（株） 259,000

物件２ 総合保健センター5階 0 応募者なし

延岡保健所 物件１ 延岡保健所駐輪場 3 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 240,000 延岡保健所総務企画
担当

0982-33-5373

日向保健所 物件1 日向保健所 1 コカ・コーラ　ボトラーズジャパン株式会社 444,000 日向保健所総務企画
担当

0982-52-5101

日南保健所 物件１ 日南保健所 0 応募者なし 日南保健所総務企画
担当

0987-23-3141

物件１ 産業技術専門校2階 1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 103,200

物件２ 産業技術専門校2階 1 宮崎県農協果汁株式会社 60,000

産業技術専門
校高鍋校

物件１ 産業技術専門校高鍋校 0 応募者なし 産業技術専門校高鍋
校

0983-23-0523

物件１ 学生寮1階ロビー 2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 93,900

物件２ 学生寮１階ロビー 2 宮崎県農協果汁株式会社 62,000

物件３ 農業科学公園物産館 0 応募者なし

物件４ 農業科学公園物産館 0 応募者なし

物件５ 農業科学公園物産館 0 応募者なし

物件６ 農業科学公園物産館 0 応募者なし

物件７
農業科学公園中央トイ
レ

2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 77,400

物件８
農業科学公園中央トイ
レ

2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 115,300

物件９
農業科学公園中央トイ
レ

2 宮崎県農協果汁株式会社 71,100

物件１０ 本館1階ロビー 2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 119,200

高等水産研修
所

物件１ 高等水産研修所 0 応募者なし 漁村振興課漁港管理
担当

0985-26-7148

物件1
マリーナ施設マリンセン
ター

0 応募者なし

物件２
マリーナ施設マリンセン
ター駐車場トイレ

2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 474,800

物件3
マリーナ施設マリンセン
ター駐車場トイレ

2 株式会社だいきち 310,000

物件4
マリーナ施設マリンセン
ター駐車場トイレ

3 高原ミネラル株式会社 250,000

物件5
マリーナ施設釣り護岸駐
車場トイレ

3 高原ミネラル株式会社 610,000

物件6
マリーナ施設釣り護岸駐
車場トイレ

3 株式会社だいきち 530,000

物件7
マリーナ施設マリーナ入
口駐車場

2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 198,700

物件8
マリーナ施設マリーナ入
口駐車場

2 株式会社だいきち 200,000

物件9
サンビーチ一ツ葉南ビー
チハウス

3 株式会社だいきち 610,000

物件10
サンビーチ一ツ葉南ビー
チハウス

4 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 776,800

物件12
サンビーチ一ツ葉南ビー
チハウス

0 応募者なし

宮崎県東京ビ
ル

産業技術専門
校

みやざき臨海
公園

農業大学校 0983-23-0120

財産総合管理課財産
活用担当

0985-26-7018

総合保健セン
ター

中央保健所総務企画
担当

0985-28-2111

産業技術専門校管理
課

中部港湾事務所管理
担当

0985-26-7018宮崎県本庁舎

0985-24-6224

0983-42-6501

農業大学校総務課

財産総合管理課財産
活用担当



応募数 決　定　者　名 決定金額（税抜額） 担 当 部 署 電話番号

物件14
サンビーチ一ツ葉北ビー
チ休憩棟

2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 558,800

物件15
サンビーチ一ツ葉北ビー
チ休憩棟

1 高原ミネラル株式会社 410,000

物件16
サンビーチ一ツ葉北ビー
チ休憩棟

3 株式会社だいきち 530,000

物件１ 第3駐車場東側トイレ前 4 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 527,800

物件２ 多目的広場倉庫内 4 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 622,800

物件３ 多目的広場倉庫内 3 宮崎ヤクルト販売株式会社 431,000

物件４ 第1駐車場トイレ前 3 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 1,395,900

物件５ 第2駐車場トイレ横 3 高原ミネラル株式会社 163,700

物件1 管理棟 3 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 315,200

物件2 駐車場 3 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 308,800

物件1 北駐車場側トイレ 4 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 1,470,600

物件2 南駐車場側トイレ 3 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 1,489,800

物件1 ソテツ広場トイレ前 2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 261,000

物件2
硬式野球場（サンマリンス
タジアム）西側トイレ前

4 宮崎ヤクルト販売株式会社 383,500

物件3 中央第1駐車場 2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 316,000

物件4 中央第1駐車場 1 高原ミネラル（株） 227,300

物件5 中央第２駐車場 1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 39,000

物件6 中央第２駐車場 0 応募者なし

物件7 スポーツ会館 0 応募者なし

物件8 スポーツ会館 1 宮崎県農協果汁株式会社 100,000

物件9 スポーツ会館 1 高原ミネラル株式会社 133,000

物件10 軟式野球場Aトイレ前 1 高原ミネラル株式会社 30,000

物件11 軟式野球場Aトイレ前 1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 85,000

物件12 テニスコート東側トイレ横 4 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 693,000

物件13 木の花ドーム西側トイレ横 2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 301,000

物件14 運動広場トイレ前 3 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 331,000

物件15 軟式野球場B園路 1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 136,000

物件16 軟式野球場B園路 1 高原ミネラル株式会社 30,000

物件17 南駐車場 2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 535,000

物件18 南駐車場 2 高原ミネラル株式会社 450,000

物件19 南駐車場 3 株式会社だいきち 500,000

物件20 遊戯広場 0 応募者なし

物件21 遊戯広場 1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 50,000

物件22 運動公園駅前トイレ横 0 応募者なし

物件23
硬式野球場（サンマリンス
タジアム宮崎）

0 応募者なし

物件24
硬式野球場（サンマリンス
タジアム宮崎）

0 応募者なし

物件25
硬式野球場（サンマリンス
タジアム宮崎）

1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 65,000

物件26
硬式野球場（サンマリンス
タジアム宮崎）

0 応募者なし

物件27
硬式野球場（サンマリンス
タジアム宮崎）

2 高原ミネラル株式会社 380,000

物件28
硬式野球場（サンマリンス
タジアム宮崎）

1 高原ミネラル株式会社 165,000

物件29
硬式野球場（サンマリンス
タジアム宮崎）

2 高原ミネラル株式会社 290,000

物件30
第3競技場（サッカー場）西
側トイレ前

4 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 285,000

物件31
第3競技場（サッカー場）西
側トイレ前

3 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 445,000

みやざき臨海
公園

平和台公園

中部港湾事務所管理
担当

阿波岐原森林
公園

総合文化公園

0985-24-6224

都市計画課美しい宮崎
づくり推進室都市公園
担当

0985-26-7193

都市計画課美しい宮崎
づくり推進室都市公園
担当

0985-26-7193

都市計画課美しい宮崎
づくり推進室都市公園
担当

0985-26-7193

都市計画課美しい宮崎
づくり推進室都市公園
担当

0985-26-7193
ひなた宮崎県
総合運動公園



応募数 決　定　者　名 決定金額（税抜額） 担 当 部 署 電話番号

物件32 ラグビー場 1 高原ミネラル株式会社 30,000

物件33 宮崎県武道館1階 1 高原ミネラル株式会社 511,000

物件34 宮崎県武道館1階 1 高原ミネラル株式会社 511,000

物件35 宮崎県武道館1階 2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 638,000

物件36 宮崎県武道館1階 2 高原ミネラル株式会社 511,000

物件37 宮崎県武道館1階 0 応募者なし

物件38 宮崎県武道館1階 0 応募者なし

物件39 宮崎県武道館１階 1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 205,000

物件40 宮崎県武道館2階 0 応募者なし

物件41 宮崎県武道館2階 0 応募者なし

物件42 宮崎県武道館2階 1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 71,000

物件43 水泳場入口 0 応募者なし

物件44 水泳場入口 1 宮崎県農協果汁株式会社 10,000

物件45 水泳場入口 2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 231,000

物件46 陸上競技場1階 3 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 331,000

物件47 陸上競技場1階 2 宮崎ヤクルト販売株式会社 463,100

物件48 陸上競技場1階 2 高原ミネラル株式会社 310,000

物件49 陸上競技場1階 1 高原ミネラル株式会社 310,000

物件50 陸上競技場2階 0 応募者なし

物件51 陸上競技場2階 0 応募者なし

物件52 陸上競技場2階 0 応募者なし

物件53 陸上競技場2階 0 応募者なし

物件54
第2硬式野球場（ひむかス
タジアム）

1 高原ミネラル株式会社 157,000

物件55
第2硬式野球場（ひむかス
タジアム）

2 高原ミネラル株式会社 157,000

物件56
第2硬式野球場（ひむかス
タジアム）

2 高原ミネラル株式会社 157,000

物件57 合宿所 0 応募者なし

物件58 合宿所 0 応募者なし

物件59 合宿所 0 応募者なし

物件60 合宿所 0 応募者なし

物件61 テニスコート管理棟前 1 高原ミネラル株式会社 220,000

物件62 テニスコート管理棟前 2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 405,000

物件63 テニスコート管理棟前 1 高原ミネラル株式会社 220,000

物件64 テニスコート管理棟前 2 高原ミネラル株式会社 220,000

物件65 木の花ドーム 0 応募者なし

物件66 木の花ドーム 2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 306,000

物件1 県営花ヶ島団地 2 雪印中野牛乳販売店 20,000

物件2 県営花ヶ島団地 2 株式会社だいきち 150,000

物件3 県営花ヶ島団地 3 雪印中野牛乳販売店 160,000

物件1 県営花ヶ島東団地 2 株式会社だいきち 30,000

物件2 県営花ヶ島東団地 2 株式会社だいきち 50,000

物件1 県営生目台東団地 1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 98,800

物件2 県営生目台東団地 0 応募者なし
ひなた宮崎県総合
運動公園受付・案
内所

物件１
ひなた宮崎県総合運動公
園受付・案内所1階

2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 111,000 ｽﾎﾟｰﾂ指導ｾﾝﾀｰ管
理担当

0985-58-0096

県営花ヶ島団地

県営花ヶ島東
団地

県営生目台東
団地

都市計画課美しい宮崎
づくり推進室都市公園
担当

0985-26-7193

宮崎土木事務所建築
住宅担当

0985-26-7287

宮崎土木事務所建築
住宅担当

0985-26-7287

宮崎土木事務所建築
住宅担当

0985-26-7287

ひなた宮崎県
総合運動公園



応募数 決　定　者　名 決定金額（税抜額） 担 当 部 署 電話番号

物件１
宮崎県体育館正面玄関ロ
ビー

2 高原ミネラル株式会社 210,000

物件２
宮崎県体育館正面玄関ロ
ビー

1 高原ミネラル株式会社 210,000

物件３
宮崎県体育館正面玄関ロ
ビー

2 コカ･コーラボトラーズジャパン株式会社 248,800

物件４
宮崎県体育館正面玄関ロ
ビー

1 高原ミネラル株式会社 210,000

物件５
宮崎県体育館正面玄関ロ
ビー

2 株式会社だいきち 250,000

物件６ 宮崎県体育館西玄関 2 高原ミネラル株式会社 410,000

物件７ 宮崎県体育館西玄関 2 高原ミネラル株式会社 410,000

物件１
県立図書館2階（談話コー
ナーみどり） 1 (株)アペックス西日本 30,000

物件２
県立図書館2階（談話コー
ナーみどり） 2 コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 526,800

物件３ 県立図書館北側玄関付近 2 高原ミネラル(株) 520,000

物件４ 県立図書館北側玄関付近 2 (株)だいきち 600,000

宮崎県埋蔵文
化財センター

物件２
宮崎県埋蔵文化財セン
ター分館

0 応募者なし 埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ総
務課

0985-36-1171

物件１ 県立宮崎南高等学校 3 株式会社だいきち 850,000

物件２ 県立宮崎南高等学校 2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 710,000

物件３ 県立宮崎南高等学校 2 宮崎ヤクルト販売株式会社 751,500

県立宮崎北高
等学校

物件３ 県立宮崎北高等学校 2 宮崎ヤクルト販売株式会社 400,500 県立宮崎北高等学校 0985-39-1288

物件１ 県立宮崎東高等学校 3 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 722,800

物件２ 県立宮崎東高等学校 3 宮崎県農協果汁株式会社 320,400

物件１ 県立本庄高等学校 4 サントリービバレッジサービス株式会社 493,900

物件２ 県立本庄高等学校 2 高原ミネラル株式会社 505,000

物件２ 県立都城商業高等学校 1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 302,400

物件３ 県立都城商業高等学校 1 都城ヤクルト販売株式会社 90,000

県立小林高等学校
体育コース生徒寮 物件１

体育コース生徒寮1階ロ
ビー

0 応募者なし 県立小林高等学校 0984-23-4164

県立飯野高等
学校

物件１ 県立飯野高等学校 2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 441,000 県立飯野高等学校 0984-33-0300

物件１ 県立妻高等学校 5 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 644,400

物件２ 県立妻高等学校 2 宮崎ヤクルト販売株式会社 252,500

物件１ 県立富島高等学校 2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 245,000

物件２ 県立富島高等学校 2 高原ミネラル株式会社 240,000

物件３ 県立富島高等学校 2 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 400,000

物件１ 県立日向高等学校 3 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 516,500

物件２ 県立日向高等学校 3 宮崎ヤクルト販売株式会社 464,000

物件１ 県立門川高等学校 3 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 710,000

物件２ 県立門川高等学校 2 宮崎県農協果汁株式会社 350,400

物件１ 県立延岡青朋高等学校 1 高原ミネラル株式会社 198,000

物件２ 県立延岡青朋高等学校 3 高原ミネラル株式会社 231,000

県立五ヶ瀬中
等教育学校

物件１ 県立五ヶ瀬中等教育学校 2 宮崎県農協果汁株式会社 400,000
県立五ヶ瀬中等教育
学校

0982-82-1255

警察本部庁舎 物件１ 警察本部庁舎8階 0 応募者なし 警察本部施設装備課 0985-31-0110

物件１ 日向警察署庁舎1階 4 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 730,000

物件２ 日向警察署庁舎1階 3 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 300,000

物件３ 日向警察署庁舎2階 0 応募者なし

物件１ 延岡警察署庁舎1階 3 宮崎県農協果汁株式会社 750,600

物件２ 延岡警察署庁舎５階 1 原田商事株式会社 88,000

物件３ 延岡警察署庁舎５階 0 応募者なし

0985-24-3405

0986-22-1758

宮崎県体育館 ｽﾎﾟｰﾂ振興課管理担当 0985-26-7247

日向警察署

延岡警察署

県立妻高等学
校

県立富島高等
学校

県立日向高等
学校

県立門川高等
学校

県立延岡青朋
高等学校

県立図書館

県立宮崎南高
等学校

県立宮崎東高
等学校

県立本庄高等
学校

県立都城商業
高等学校

延岡警察署会計課 0982-22-0110

県立門川高等学校 0982-63-1336

県立延岡青朋高等学
校

0982-33-4980

日向警察署会計課 0982-53-0110

県立富島高等学校 0982-52-2158

県立日向高等学校 0982-54-3400

県立本庄高等学校 0985-75-2049

県立都城商業高等学
校

県立妻高等学校 0983-43-0005

県立図書館総務企画
担当

0985-29-2911

県立宮崎南高等学校 0985-51-2314

県立宮崎東高等学校



応募数 決　定　者　名 決定金額（税抜額） 担 当 部 署 電話番号

延岡警察署西
階独身寮

物件１ 延岡警察署西階独身寮 1 原田商事株式会社 25,000 延岡警察署会計課 0982-22-0110



令和3年度自動販売機設置者公募結果一覧（令和3年2月26日付け公募分） 単位：円

応募数 決　定　者　名 決定金額（税抜額） 担 当 部 署 電話番号

宮崎県本庁舎 物件１２ 県庁９号館１階 0 応募者なし 財産総合管理課財産
活用担当

0985-26-7018

宮崎県東京ビ
ル

物件２ 職員寮1階 0 応募者なし 財産総合管理課財産
活用担当

0985-26-7018

防災救急航空セ
ンター

物件１ 防災救急航空センター 0 応募者なし 防災救急航空センター 0985-56-0586

総合保健セン
ター

物件２ 総合保健センター5階 0 応募者なし 中央保健所総務企画
担当

0985-28-2111

日南保健所 物件１ 日南保健所 0 応募者なし 日南保健所総務企画
担当

0987-23-3141

産業技術専門
校高鍋校

物件１ 産業技術専門校高鍋校 0 応募者なし 産業技術専門校高鍋
校

0983-23-0523

物件３ 農業科学公園物産館 0 応募者なし

物件４ 農業科学公園物産館 1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 27,200

物件５ 農業科学公園物産館 0 応募者なし

物件６ 農業科学公園物産館 0 応募者なし
高等水産研修
所

物件１ 高等水産研修所 0 応募者なし 漁村振興課漁港管理
担当

0985-26-7148

物件1
マリーナ施設マリンセン
ター

0 応募者なし

物件12
サンビーチ一ツ葉南ビー
チハウス

0 応募者なし

物件6 中央第２駐車場 0 応募者なし

物件7 スポーツ会館 0 応募者なし

物件20 遊戯広場 0 応募者なし

物件22 運動公園駅前トイレ横 0 応募者なし

物件23
硬式野球場（サンマリンス
タジアム宮崎）

0 応募者なし

物件24
硬式野球場（サンマリンス
タジアム宮崎）

0 応募者なし

物件26
硬式野球場（サンマリンス
タジアム宮崎）

0 応募者なし

物件37 宮崎県武道館1階 0 応募者なし

物件38 宮崎県武道館1階 0 応募者なし

物件40 宮崎県武道館2階 0 応募者なし

物件41 宮崎県武道館2階 0 応募者なし

物件43 水泳場入口 0 応募者なし

物件50 陸上競技場2階 0 応募者なし

物件51 陸上競技場2階 0 応募者なし

物件52 陸上競技場2階 0 応募者なし

物件53 陸上競技場2階 0 応募者なし

物件57 合宿所 0 応募者なし

物件58 合宿所 0 応募者なし

物件59 合宿所 0 応募者なし

物件60 合宿所 0 応募者なし

物件65 木の花ドーム 0 応募者なし
県営生目台東
団地

物件2 県営生目台東団地 0 応募者なし 宮崎土木事務所建築
住宅担当

0985-26-7287

宮崎県埋蔵文
化財センター

物件２
宮崎県埋蔵文化財セン
ター分館

0 応募者なし 埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ総
務課

0985-36-1171

県立小林高等学校
体育コース生徒寮 物件１

体育コース生徒寮1階ロ
ビー

1 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 61,000 県立小林高等学校 0984-23-4164

延岡警察署 物件３ 延岡警察署庁舎５階 0 応募者なし 延岡警察署会計課 0982-22-0110

ひなた宮崎県
総合運動公園

都市計画課美しい宮崎
づくり推進室都市公園
担当

0985-26-7193

農業大学校 農業大学校総務課 0983-23-0120

みやざき臨海
公園

0985-24-6224
中部港湾事務所管理
担当


