
令和元年度（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

3101-001 令和2年1月24日 裁断機（英彰小学校） 株式会社岡本三昭堂 ¥355,300 教育委員会事務局　学校教育部　学校総務課 2

3101-002 令和2年1月23日 路上喫煙等禁止啓発用ポケットティッシュ 大昌美原印刷 ¥375,705 環境局　環境事業部　環境業務課 1

3101-003 令和2年1月24日 カーテン（原山ひかり小学校） 株式会社大光 ¥1,599,950 教育委員会事務局　学校教育部　学校総務課 1

3101-004 令和2年1月27日 軽四セダンＡＴ車（北区企画総務課） 有限会社青木モータース ¥700,999 北区役所　企画総務課 2

3101-005 令和2年1月22日 Ａ重油（ディーゼル機関駆動用） シューワ株式会社 ¥321,200 建設局　土木部　河川水路課 1

3101-006 令和2年1月31日 粉ミルク セイワ薬店 ¥638,442 危機管理室　防災課 2

3101-007 令和2年1月27日 自動体外式除細動器（原池公園野球場） 株式会社岡本三昭堂 ¥1,210,000 文化観光局　スポーツ部　スポーツ施設課 2

3101-008 令和2年1月27日 ワイヤレスアンプほか（原池公園野球場） 株式会社岡本三昭堂 ¥670,670 文化観光局　スポーツ部　スポーツ施設課 6

3101-009 令和2年1月30日 防犯ブザー（防犯ブザーカバー付） 中止 - 市民人権局　市民生活部　市民協働課 -

3101-010 令和2年1月30日 ひったくり防止カバー 中止 - 市民人権局　市民生活部　市民協働課 -

3101-011 令和2年1月27日 災害救助用胴付き長靴 キンパイ商事株式会社 ¥1,232,000 消防局　警防部　警防課 2

3101-012 令和2年1月29日 う蝕活動性試験薬 株式会社アダチ歯材 ¥740,520 子ども青少年局　子ども青少年育成部　子ども育成課 2

3101-013 令和2年1月31日 三元デスクアンプ（大仙小学校） アイ・テイ・エイ・ヴイデオ・サービス株式会社 ¥715,000 教育委員会事務局　学校教育部　学校総務課 4

3101-014 令和2年1月31日 テーブルほか（原山ひかり小学校） 株式会社岡本三昭堂 ¥892,650 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 1

3101-015 令和2年1月31日 W形ストレーナ 株式会社クロイワ ¥400,059 環境局　環境事業部　クリーンセンター東工場 1

3101-016 令和2年1月31日 高層館給湯用混合栓 榎建設工業株式会社 ¥430,848 総務局　行政部　総務課 1

3101-017 令和2年1月31日 ベルトトレーナー アジアスポーツ株式会社 ¥381,700 文化観光局　スポーツ部　スポーツ施設課 1

3101-018 令和2年1月29日 新住記プリンタトナー 株式会社ペンショップ ¥1,003,750 市民人権局　市民生活部　戸籍住民課 2

3101-019 令和2年1月29日 堺市公共住宅分布図 株式会社乙媛印刷社大阪営業所 ¥514,800 建築都市局　住宅部　住宅まちづくり課 2

3101-020 令和2年2月3日 担架ほか（堺市民芸術文化ホール）その２ 株式会社クロイワ ¥487,630 文化観光局　文化部　文化課 2

3101-021 令和2年2月5日 傘立てほか（原池公園野球場） 竹山時株式会社 ¥901,764 文化観光局　スポーツ部　スポーツ施設課 4

3101-022 令和2年1月31日 振とう器 株式会社ジェイ・サイエンス関西大阪支店 ¥445,500 健康福祉局　健康部　衛生研究所 2

3101-023 令和2年1月31日 水蒸気蒸留装置一式 宮本理研工業株式会社 ¥1,320,000 健康福祉局　健康部　衛生研究所 1

3101-024 令和2年1月30日 個人盆 王子テック株式会社大阪支店 ¥907,500 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 4

3101-025 令和2年1月30日 フライバットほか 王子テック株式会社大阪支店 ¥407,176 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 4
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3101-026 令和2年2月5日 原動機付自転車ナンバープレート（通常） 共和工業株式会社 ¥981,842 財政局　税務部市税事務所　法人諸税課 1

3101-027 令和2年2月7日 包丁まな板消毒保管庫 株式会社ぞう屋 ¥257,400 子ども青少年局　子育て支援部　幼保運営課 4

3101-028 令和2年2月6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 ¥685,080 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 3

3101-029 令和2年2月6日 中椀 株式会社アイホー大阪支店 ¥1,223,508 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 3

3101-030 令和2年2月7日 弁当箱一式ほか 株式会社アイホー大阪支店 ¥956,725 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 3

3101-031 令和2年2月5日 大気汚染物質測定機交換部品（２） 株式会社デイケイケイサービス関西 ¥739,464 環境局　環境保全部　環境共生課 1

3101-032 令和2年2月5日 大気汚染物質測定機交換部品（３） 紀本電子工業株式会社 ¥988,020 環境局　環境保全部　環境共生課 1

3101-033 令和2年2月10日 粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計） 株式会社クロイワ ¥275,000 環境局　環境保全部　環境対策課 3

3101-034 令和2年2月10日 プロジェクター アイ・テイ・エイ・ヴイデオ・サービス株式会社 ¥462,000 文化観光局　スポーツ部　スポーツ施設課 2

3101-035 令和2年2月7日 野菜裁断機（錦綾小学校ほか4校） 株式会社アイホー大阪支店 ¥890,450 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 3

3101-036 令和2年2月7日 コインロッカー 株式会社コガネ ¥295,350 文化観光局　スポーツ部　スポーツ施設課 3

3101-037 令和2年2月6日 プリンタトナー及びドラムユニット NEICS合同会社 ¥480,656 健康福祉局　生活福祉部　医療年金課 2

3101-038 令和2年2月7日 チャイルドハウス 株式会社ユニック ¥498,000 子ども青少年局　子育て支援部　幼保運営課 3

3101-039 令和2年2月7日 屋外用ベンチ（背なしタイプ） 木下運動具工業株式会社 ¥592,680 建設局　公園緑地部　大浜公園事務所 2

3101-040 令和2年2月5日 A重油（ローリー）（第２回） 株式会社イトー ¥801,240 環境局　環境事業部　クリーンセンター東工場 2

3101-041 令和2年2月10日 防草マットほか 株式会社堺吉 ¥623,040 産業振興局　農政部　農業土木課 2

3101-042 令和2年2月10日 簡易熱画像カメラ 株式会社赤尾大阪営業部 ¥717,255 消防局　警防部　警防課 2

3101-043 令和2年2月18日 引き違い奥深書庫ほか（原山ひかり小学校） 株式会社パトス ¥854,700 教育委員会事務局　学校教育部　学校総務課 2

3101-044 令和2年2月18日 折りたたみ式座卓 株式会社岡本三昭堂 ¥1,138,500 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

3101-045 令和2年2月13日 タービンメータ 株式会社クロイワ ¥598,628 環境局　環境事業部　クリーンセンター東工場 1

3101-046 令和2年2月13日 超音波式レベル計センサ 株式会社クロイワ ¥388,080 環境局　環境事業部　クリーンセンター東工場 1

3101-047 令和2年2月17日 防犯ブザー（防災課） 株式会社ライフアンドウ ¥426,250 危機管理室　防災課 2

3101-048 令和2年2月13日 テレメーターユニット 向洋電機株式会社 ¥379,500 環境局　環境事業部　クリーンセンター浄化ステーション 2

3101-049 令和2年2月17日 高速遠心分離機 株式会社関薬 ¥1,328,800 健康福祉局　健康部　衛生研究所 1

3101-050 令和2年2月18日 食品用放射温度計（非接触式） 王子テック株式会社大阪支店 ¥702,900 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 5


