
令和3年度（12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

0312-001 令和3年12月17日 三元デスクアンプ（浜寺昭和小学校）（その２） 木野電設株式会社 ¥957,000 教育委員会事務局　学校管理部 学校管理課 2

0312-002 令和3年12月17日 トレーナー 株式会社マルナカスポーツ ¥720,720 子ども青少年局　子育て支援部 幼保運営課 6

0312-003 令和3年12月17日 トレーニングパンツ 株式会社マルナカスポーツ ¥543,400 子ども青少年局　子育て支援部 幼保運営課 6

0312-004 令和3年12月17日 ポロシャツ ワーキング・モード大和 ¥458,150 子ども青少年局　子育て支援部 幼保運営課 5

0312-005 令和3年12月17日 女性用調理白衣 株式会社フジ商設備サービス ¥750,321 子ども青少年局　子育て支援部 幼保運営課 5

0312-006 令和3年12月17日 調理用デッキシューズ サカイ靴被服協同組合 ¥525,800 子ども青少年局　子育て支援部 幼保運営課 5

0312-007 令和3年12月17日 食器消毒保管庫（百舌鳥支援学校） 王子テック株式会社大阪支店 ¥935,000 教育委員会事務局　学校管理部 学校給食課 5

0312-008 令和3年12月17日 個人防護服（ＰＰＥ）セット（保健医療課） 日本船舶薬品株式会社大阪営業所 ¥1,540,000 健康福祉局　健康部保健所 保健医療課 1

0312-009 令和3年12月17日 封筒 森デザイン事務所 ¥399,382 教育委員会事務局　学校教育部 学校総務課 1

0312-010 令和3年12月17日 パソコン用モニタ及びキーボード 株式会社オフィスイノウエ ¥570,493 建設局　公園緑地部 公園緑地整備課 4

0312-011 令和3年12月17日
25mプール用コースロープほか（堺
市総合防災センター）

アジアスポーツ株式会社 ¥523,600 消防局　総務部 総務課 2

0312-012 令和3年12月17日 マリンバ 株式会社マツモト楽器 ¥369,600 教育委員会事務局　学校教育部 学校総務課 1

0312-013 令和3年12月17日 保存水（労務課） シューワ株式会社 ¥425,502 総務局　人事部 労務課 3

0312-014 令和3年12月17日 保存用ビスケット（労務課） 株式会社ミヨシ ¥748,677 総務局　人事部 労務課 3

0312-015 令和3年12月14日 電動アシスト自転車（幼保運営課）（その２） アオキ自転車商会 ¥1,316,176 子ども青少年局　子育て支援部 幼保運営課 2

0312-016 令和3年12月24日 スチール一段ベッドほか（堺市総合防災センター） 株式会社オフィスイノウエ ¥1,041,920 消防局　総務部 総務課 2

0312-017 令和3年12月24日 う蝕活動性試験薬 株式会社アダチ歯材 ¥913,880
子ども青少年局　子ども青少年育
成部 子ども育成課 1

0312-018 令和3年12月20日
救急車内設置用新型コロナウイルス
感染防止ビニールカーテン（第２
回）

株式会社アダチ ¥1,100,000
健康福祉局　健康部保健所 感染
症対策課 1

0312-019 令和3年12月24日
核酸自動抽出装置（磁気粒子法）用
試薬ほか（第３回） 八洲薬品株式会社 ¥1,297,648 健康福祉局　健康部　衛生研究所 1

0312-020 令和3年12月24日 マグネット対応掲示板（堺市総合防災センター） 株式会社オフィスイノウエ ¥231,545 消防局　総務部 総務課 2
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0312-021 令和3年12月24日
ワイヤレスアンプスピーカーほか
（堺市総合防災センター） 株式会社コガネ ¥748,000 消防局　総務部 総務課 5

0312-022 令和3年12月24日
介護用シミュレーターほか（堺市総
合防災センター） 株式会社コガネ ¥566,500 消防局　総務部 総務課 2

0312-023 令和3年12月24日 プロジェクターほか（堺市総合防災センター） ＮＥＩＣＳ合同会社 ¥919,259 消防局　総務部 総務課 4

0312-024 令和3年12月24日
マンホールトイレ建屋ほか（堺市総
合防災センター）

近畿ヒノデサービス販売株式会社 ¥1,156,650 消防局　総務部 総務課 1

0312-025 令和3年12月24日 プリンタートナー及びドラムユニット 株式会社岡本三昭堂 ¥673,530 健康福祉局　長寿社会部 医療年金課 2

0312-026 令和3年12月27日 ワイヤレスマイク
アイ・テイ・エイ・
ヴイデオ・サービス
株式会社

¥924,165
堺市文化観光局　スポーツ部 ス
ポーツ施設課 7

0312-027 令和3年12月22日 保管用ガソリン缶詰 真弓興業株式会社 ¥735,680 危機管理室　防災課 2

0312-028 令和4年1月7日 Ａ重油（ローリー） 株式会社イトー ¥646,800 環境局　環境事業部 クリーンセンター東工場 1

0312-029 令和4年1月7日 ガスオーブンレンジほか 株式会社フジ商設備サービス ¥561,499
美原区役所　美原保健福祉総合セ
ンター 美原保健センター 1

0312-030 令和4年1月7日 パソコン（建築監理課）（第２回） 株式会社アサ乃 ¥664,950 建築都市局　 建築部 建築監理課 2

0312-031 令和4年1月7日 電動裁断機（宮園小学校） 株式会社岡本三昭堂 ¥355,300 教育委員会事務局 　学校管理部 学校管理課 2

0312-032 令和3年12月27日 監視カメラ 株式会社メディアドライブ ¥435,600 環境局　環境事業部 環境業務課 2

0312-033 令和4年1月7日 電話交換機等（堺市立消費生活センター） 中止 － 市民人権局　市民生活部 消費生活センター －

0312-034 令和4年1月17日 シュレッダー（地域教育振興課） 株式会社オフィスイノウエ ¥440,000
教育委員会事務局　地域教育支援
部 地域教育振興課 3

0312-035 令和4年1月17日 レーザー加工機一式（その３） 不調 － 教育委員会事務局　学校教育部 学校総務課 －

0312-036 令和4年1月17日 防火帽（しころ無し） キンパイ商事株式会社 ¥382,360 消防局　総務部 人事課 1

0312-037 令和4年1月17日 マンホールトイレ建屋・便座（堺区役所） 不調 － 危機管理室　防災課 －

0312-038 令和4年1月14日 WEB会議用機器 近畿電機株式会社 ¥1,092,300  ICTイノベーション推進室　 ICT推進担当 5

0312-039 令和4年1月14日
訓練用安全マットAほか（堺市総合
防災センター） 株式会社マトイ防災 ¥880,000 消防局　総務部 総務課 2

0312-040 令和4年1月14日
電話交換機等（堺市立消費生活セン
ター）（その２）

KOSネットワーク株式会社大阪支店 ¥745,800 市民人権局　市民生活部 消費生活センター 3


