
令和3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

0301-001 令和4年1月14日 母子健康手帳（その２） 株式会社東京法規出版 ¥1,465,310
子ども青少年局　子ども青少年育
成部 子ども育成課 2

0301-002 令和4年1月28日 食器消毒保管庫（東陶器こども園ほか1園） 三和厨房株式会社 ¥983,950
子ども青少年局　子育て支援部
幼保運営課 7

0301-003 令和4年1月28日 静電気帯電防止付き耐摩耗用ホース 株式会社クロイワ ¥1,227,600
環境局　環境事業部 クリーンセ
ンター東工場 1

0301-004 令和4年1月28日 野菜裁断機（美木多小学校ほか1校） 株式会社アイホー大阪支店 ¥1,430,000
教育委員会事務局　学校管理部
学校給食課 4

0301-005 令和4年1月28日 原動機付自転車ナンバープレート（通常） 巣守金属工業株式会社 ¥1,075,789
財政局　税務部市税事務所 法人
諸税課 1

0301-006 令和4年1月28日 キャスターパネル（堺市総合防災センター） 株式会社オフィスイノウエ ¥736,571 消防局　総務部 総務課 1

0301-007 令和4年1月28日
屋外用ハンギングパラソルほか（堺
市総合防災センター）

株式会社オフィスイノウエ ¥1,221,990 消防局　総務部 総務課 1

0301-008 令和4年1月28日 ＯＡデスク（堺高等学校） 株式会社パトス ¥665,280
教育委員会事務局　学校教育部
学校総務課 3

0301-009 令和4年1月28日 業務用CDレコーダー・プレーヤーほか ジャトー株式会社 ¥539,000 文化観光局　文化部 文化課 3

0301-010 令和4年1月28日 タブレット型サーマルカメラ（公園監理課） ＮＥＩＣＳ合同会社 ¥340,340 建設局　公園緑地部 公園監理課 4

0301-011 令和3年1月28日 粉ミルク 大和中央製薬株式会社 ¥540,189 危機管理室　 防災課 3

0301-012 令和4年1月28日 次亜塩素酸除菌脱臭機　 花谷薬品株式会社 ¥312,400
南区役所　南保健福祉総合セン
ター 南保健センター 5

0301-013 令和4年1月28日 ジョイントクッション 株式会社ユニック ¥425,667
西区役所　西保健福祉総合セン
ター 子育て支援課 3

0301-014 令和4年1月28日 路線認定図製本 株式会社カンプリ堺 ¥744,700 建設局　土木部 路政課 2

0301-015 令和4年1月28日 熱画像直視装置 桜ホース株式会社大阪営業所 ¥847,000 消防局　警防部 警防課 2

0301-016 令和4年1月28日 防災啓発グッズAほか（堺市総合防災センター） 特定非営利活動法人プラス・アーツ ¥1,566,100 消防局　総務部 総務課 1

0301-017 令和4年1月28日 トナーカートリッジ等（第2回） 株式会社オフィスイノウエ ¥399,300
健康福祉局　長寿社会部 介護保
険課 3

0301-018 令和4年2月4日 防虫剤 株式会社岡畑 ¥740,520 総務局　行政部 法制文書課 3

0301-019 令和4年2月4日
インバータ発電機ほか（堺市総合防
災センター） 株式会社堺吉 ¥643,610 消防局　総務部 総務課 3

0301-020 令和4年2月4日 オージオメータ 大和化成株式会社 ¥451,000
子ども青少年局　子育て支援部
幼保運営課 1
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0301-021 令和4年2月4日 小型器具消毒保管庫（東深井小学校） 株式会社アイホー大阪支店 ¥438,900
教育委員会事務局　学校管理部
学校給食課 3

0301-022 令和4年2月4日 包丁まな板消毒保管庫（浜寺東小学校ほか3校） 株式会社中西製作所大阪支店 ¥1,276,000
教育委員会事務局　学校管理部
学校給食課 4

0301-023 令和4年2月4日 会議テーブルほか（西区企画総務課） 株式会社オフィスイノウエ ¥852,412 西区役所　企画総務課 1

0301-024 令和4年2月4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 ¥1,155,330
子ども青少年局　子ども青少年育
成部 子ども家庭課 3

0301-025 令和4年2月4日
訓練用メッシュベストほか（堺市総
合防災センター）

キンパイ商事株式会社 ¥696,630 消防局　総務部 総務課 1

0301-026 令和4年2月4日 A重油（ディーゼル機関駆動用） 株式会社イトー ¥396,000 建設局　土木部 河川水路課 2

0301-027 令和4年2月14日
インクジェット複合機ほか（堺市総
合防災センター）

株式会社オフィスイノウエ ¥877,800 消防局　総務部 総務課 4

0301-028 令和4年2月14日 パン箱 王子テック株式会社大阪支店 ¥883,300
教育委員会事務局　学校管理部
学校給食課 6

0301-029 令和4年2月14日 フライバットほか 王子テック株式会社大阪支店 ¥459,360
教育委員会事務局　学校管理部
学校給食課 6

0301-030 令和4年2月14日 個人盆 王子テック株式会社大阪支店 ¥613,800
教育委員会事務局　学校管理部
学校給食課 6

0301-031 令和4年2月14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 ¥589,600
教育委員会事務局　学校管理部
学校給食課 6

0301-032 令和4年2月14日 空調機械用薬剤（第2回） 東西化学産業株式会社大阪営業所 ¥775,500 総務局　行政部 総務課 1

0301-033 令和4年2月14日 食器洗浄機（上神谷こども園） ホシザキ京阪株式会社 ¥442,200
子ども青少年局　子育て支援部
幼保運営課 7

0301-034 令和4年2月9日 マンホールトイレ建屋・便座（堺区役所）その2 近畿ヒノデサービス販売株式会社 ¥1,499,850 危機管理室　防災課 1

0301-035 令和4年2月14日 折りたたみ式座卓（第3回） 株式会社岡本三昭堂 ¥1,524,600
教育委員会事務局　地域教育支援
部 放課後子ども支援課 2

0301-036 令和4年2月14日 シューズカバー（救急課） 株式会社いずみ商事堺営業所 ¥192,192 消防局　救急部 救急課 4

0301-037 令和4年2月14日
ステンレス製ゴミ箱ほか（堺市総合
防災センター）

株式会社オフィスイノウエ ¥418,000 消防局　総務部 総務課 4

0301-038 令和4年2月14日 カセットガス式発電機（西区企画総務課） 株式会社堺吉 ¥590,964 西区役所　 企画総務課 4

0301-039 令和4年2月14日 コンテナボックス（文化財課） 株式会社クロイワ ¥436,700 文化観光局　文化部 文化財課 8

0301-040 令和4年2月14日 蓄圧式消火器(堺市立健康福祉プラザ) 小西防災設備株式会社 ¥460,350
健康福祉局　障害福祉部 障害施
策推進課 1

0301-041 令和4年2月14日 ノートパソコン（男女共同参画センター） NEICS合同会社 ¥470,283
市民人権局　男女共同参画推進部
男女共同参画センター 2

0301-042 令和4年2月14日
LEDバルーン投光機ほか（堺市総合
防災センター） 株式会社マトイ防災 ¥1,243,770 消防局　総務部 総務課 3


