
令和2年度（1月公表分）

公募型見積合せ結果
案件番号 見積締切日 件　　　名 落札業者名 落札金額（税込） 発注所属 参加業者数

0201-001 令和3年1月25日 白紙フォーム（その２） 東洋印刷株式会社　堺営業所 ¥660,000 ICTイノベーション推進室　情報インフラ担当 3

0201-002 令和3年1月25日 路線認定図製本 株式会社カンプリ堺 ¥495,000 建設局　土木部　路政課 2

0201-003 令和3年1月25日 プリンタトナー及びドラムユニット 株式会社岡本三昭堂 ¥400,400 健康福祉局　生活福祉部　医療年金課 2

0201-004 令和3年1月29日 ハイカウンターほか 株式会社オフィスイノウエ ¥387,090 教育委員会事務局　中央図書館　総務課 3

0201-005 令和3年1月29日 空気清浄機（新金岡東小学校） ＮＥＩＣＳ合同会社 ¥755,040 教育委員会事務局　学校教育部　学校総務課 3

0201-006 令和3年1月29日 サーマルカメラほか（企画情報課） アイ・テイ・エイ・ヴイデオ・サービス株式会社　　 ¥408,100 教育委員会事務局　教育センター　企画情報課 10

0201-007 令和3年1月29日 自動体外式除細動器（文化課） 株式会社エム・イー・サイエンス ¥291,720 文化観光局　文化部　文化課 5

0201-008 令和3年1月22日 手指消毒用アルコール消毒液（障害者支援課）（第4回） コスメテックスローランド株式会社 ¥450,450 健康福祉局　障害福祉部　障害者支援課 6

0201-009 令和3年2月4日 手指消毒用アルコール消毒液（総務課ほか） コスメテックスローランド株式会社 ¥372,068 総務局　行政部　総務課 3

0201-010 令和3年2月4日 手指消毒用アルコール消毒液（北区企画総務課ほか） コスメテックスローランド株式会社 ¥126,764 北区役所　企画総務課 5

0201-011 令和3年2月4日 サージカルマスク（健康福祉総務課ほか） 株式会社やよい　大阪南営業所 ¥161,304 健康福祉局　生活福祉部　健康福祉総務課 9

0201-012 令和3年2月5日 自動体外式除細動器（スポーツ施設課） 綜合警備保障株式会社　大阪南支社 ¥1,309,000 文化観光局　スポーツ部　スポーツ施設課 3

0201-013 令和3年1月29日 シャフトジェネレータ 宮本理研工業株式会社 ¥323,400 健康福祉局　健康部　衛生研究所 1

0201-014 令和3年2月5日 タブレット型サーマルカメラ アイ・テイ・エイ・ヴイデオ・サービス株式会社　　 ¥214,500 消防局　総務部　総務課 7

0201-015 令和3年1月29日 高分子重金属固定剤 恵美須薬品株式会社 ¥726,000 環境局　環境事業部　クリーンセンター東工場 6

0201-016 令和3年2月5日 子ども用サージカルマスク（子ども家庭課）その２ 恵美須薬品株式会社 ¥440,440 子ども青少年局　子ども青少年育成部　子ども家庭課 4

0201-017 令和3年2月5日 裁断機（神石小学校） 株式会社阪南ビジネスマシン ¥355,300 教育委員会事務局　学校教育部　学校総務課 4

0201-018 令和3年1月29日 Ａ重油（ローリー） 株式会社イトー ¥726,000 環境局　環境事業部　クリーンセンター東工場 1

0201-019 令和3年2月5日 自動発券機（美原区役所） グローリー株式会社　近畿支店 ¥272,800 美原区役所　市民課 1

0201-020 令和3年1月29日 消防署旗 三原染工株式会社 ¥299,200 消防局　総務部　総務課 2

0201-021 令和3年2月5日 Ａ重油（ディーゼル機関駆動用） シューワ株式会社 ¥329,450 建設局　土木部　河川水路課 2

0201-022 令和3年2月12日 サーマルカメラほか（子ども育成課） 株式会社レッツ・コーポレーション ¥380,600 子ども青少年局　子ども青少年育成部　子ども育成課 7

0201-023 令和3年2月12日 遮光ドレープカーテン 有限会社木戸商店 ¥176,000 子ども青少年局　子ども相談所 2

0201-024 令和3年2月12日 pH計一式 協同組合全日本富士金属共同機構 ¥864,380 健康福祉局　健康部　衛生研究所 2

0201-025 令和3年2月12日 マンホールトイレ建屋・便座 近畿ヒノデサービス販売株式会社 ¥1,474,000 危機管理室　防災課 2
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0201-026 令和3年2月5日 飛沫防止用パーテーション（中央図書館） 株式会社パトス ¥384,340 教育委員会事務局　中央図書館　総務課 11

0201-027 令和3年2月12日 図書館対面朗読用パソコン 株式会社阪南ビジネスマシン ¥594,000 教育委員会事務局　中央図書館　総務課 2

0201-028 令和3年2月12日 Web会議システム用タブレット 株式会社阪南ビジネスマシン ¥793,540 健康福祉局　長寿社会部　介護保険課 2

0201-029 令和3年2月12日 パソコン用モニタ 株式会社コガネ ¥534,600 建設局　道路部　道路計画課 3

0201-030 令和3年2月5日 教卓兼配膳台その２ 丸仁木材産業株式会社 ¥1,383,800 教育委員会事務局　学校教育部　学校総務課 1

0201-031 令和3年2月3日 堺市職員証 トッパン・フォームズ株式会社　関西事業部 ¥334,719 消防局　総務部　人事課 3

0201-032 令和3年2月19日 温水洗浄便座 株式会社今村電機 ¥985,600 西区役所　企画総務課 3

0201-033 令和3年2月12日 パン箱 王子テック株式会社 大阪支店 ¥335,720 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 2

0201-034 令和3年2月12日 二重食缶クリップ付ほか 王子テック株式会社　大阪支店 ¥890,340 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 3

0201-035 令和3年2月12日 ドラム・トナーカートリッジ（第２回） 株式会社ペンショップ ¥1,336,830 子ども青少年局　子ども青少年育成部　子ども家庭課 3

0201-036 令和3年2月19日 肘付椅子ほか 株式会社パトス ¥493,680 東区役所　企画総務課 2

0201-037 令和3年2月19日 電子オルガン 株式会社マツモト楽器 ¥539,000 子ども青少年局　子育て支援部　幼保運営課 4

0201-038 令和3年2月12日 脱水ケーキ移送ポンプ用ステーター（第2回） 株式会社クロイワ ¥628,280 環境局　環境事業部　クリーンセンター東工場 1

0201-039 令和3年2月12日 脱水助剤注入ポンプほか 株式会社クロイワ ¥714,708 環境局　環境事業部　クリーンセンター東工場 1

0201-040 令和3年2月12日 井水送水ポンプ 中止 ― 環境局　環境事業部　クリーンセンター東工場 0

0201-041 令和3年2月12日 次亜塩素酸ソーダタンク 株式会社クロイワ ¥341,000 環境局　環境事業部　クリーンセンター東工場 3

0201-042 令和3年2月19日 手指消毒用アルコール消毒液（美原区企画総務課） ホシザキ京阪株式会社 ¥255,200 美原区役所　企画総務課 10

0201-043 令和3年2月12日 弁当箱一式ほか 株式会社アイホー 大阪支店 ¥1,002,166 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 2

0201-044 令和3年2月19日 モノクロレーザープリンター 株式会社阪南ビジネスマシン ¥529,980 ICTイノベーション推進室　ICT推進担当 3

0201-045 令和3年2月19日 防災パーゴラテント 株式会社ニシオカ ¥935,000 建設局　道路部　道路計画課 1


