
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

3001-001 平成31年1月24日 ブルーシート 松尾商店 ¥718,912 危機管理室　防災課 4

3001-002 平成31年1月18日 チェーンソー（土砂災害対応型） 中止 － 消防局　警防部　警防課 －

3001-003 平成31年1月29日 フロアシート（堺高等学校） 山手商店 ¥561,686 教育委員会事務局　学校教育部　学校総務課 2

3001-004 平成31年1月24日 脱水ケーキ移送ポンプ用ステーター等 株式会社クロイワ ¥389,880 環境局　環境事業部　クリーンセンター東工場 1

3001-005 平成31年1月24日 脱水助剤注入ポンプ等 株式会社クロイワ ¥584,280 環境局　環境事業部　クリーンセンター東工場 1

3001-006 平成31年1月29日 超微量分光光度計 八洲薬品株式会社 ¥1,404,000 健康福祉局　健康部　衛生研究所 1

3001-007 平成31年1月24日 高分子重金属固定剤 有限会社丸井通商 ¥1,270,728 環境局　環境事業部　クリーンセンター東工場 4

3001-008 平成31年1月24日 大気汚染物質測定機交換部品（５） 紀本電子工業株式会社 ¥328,536 環境局　環境保全部　環境共生課 1

3001-009 平成31年1月29日 スチームコンベクションオーブン（ハーベストの丘） 株式会社ぞう屋 ¥630,720 産業振興局　農政部　農水産課 4

3001-010 平成31年1月29日 フードミキサー（ハーベストの丘） ホシザキ京阪株式会社堺営業所 ¥658,800 産業振興局　農政部　農水産課 4

3001-011 平成31年1月29日 コインタイマー付業務用マッサージチェア 株式会社小山電気商会 ¥561,600 健康福祉局　長寿社会部　長寿支援課 1

3001-012 平成31年1月24日 パン箱 王子テック株式会社大阪支店 ¥738,720 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 2

3001-013 平成31年1月24日 フライバットほか 王子テック株式会社大阪支店 ¥632,502 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 2

3001-014 平成31年1月24日 個人盆 王子テック株式会社大阪支店 ¥793,800 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 2

3001-015 平成31年1月24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 ¥654,480 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 2

3001-016 平成31年1月21日 箸 中止 - 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 -

3001-017 平成31年1月24日 箸籠ほか 王子テック株式会社大阪支店 ¥461,970 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 2

3001-018 平成31年1月29日 樹木粉砕機等 株式会社堺吉 ¥893,160 建設局　公園緑地部　公園緑地整備課 2

3001-019 平成31年1月29日 電動リングカッター 株式会社アダチ ¥355,752 消防局　救急部　救急課 1

3001-020 平成31年1月24日 議員章（堺市） 株式会社尚美堂 ¥565,056 議会事務局　総務課 2

3001-021 平成31年1月24日 議員章（政令指定都市） 株式会社尚工舎販売 ¥631,411 議会事務局　総務課 2

3001-022 平成31年1月24日 プリンタトナー及びドラムユニット NEICS合同会社 ¥539,265 健康福祉局　生活福祉部　医療年金課 3

3001-023 平成31年1月29日 スポーツタイマー アジアスポーツ株式会社 ¥764,640 文化観光局　スポーツ部　スポーツ施設課 2

3001-024 平成31年2月6日 冷却遠心機 株式会社ジェイ・サイエンス関西大阪支店 ¥1,285,200 健康福祉局　健康部　衛生研究所 1

3001-025 平成31年2月6日 冷却機能付濃縮装置 金陵電機株式会社 ¥1,317,600 健康福祉局　健康部　衛生研究所 1

3001-026 平成31年2月6日 個人防護服（ＰＰＥ）セット 日本船舶薬品株式会社　大阪営業所 ¥513,000 健康福祉局　健康部保健所　感染症対策課 1

3001-027 平成31年2月6日 打撃音樹内腐朽簡易診断装置一式 南海造園土木株式会社 ¥616,140 建設局　公園緑地部　大仙公園事務所 2

3001-028 平成31年1月30日 防虫剤 セイワ薬店 ¥729,000 総務局　行政部　法制文書課 2

3001-029 平成31年2月6日 グランドピアノ運搬車（堺市民芸術文化ホール） 株式会社マツモト楽器 ¥799,200 文化観光局　文化部　文化課 2

3001-030 平成31年2月1日 LEDランタンほか NEICS合同会社 ¥633,463 建設局　公園緑地部　公園監理課 7

3001-031 平成31年2月1日 テニスコート防風ネット 株式会社センヤスポーツ ¥270,675 文化観光局　スポーツ部　スポーツ施設課 3

3001-032 平成31年2月5日 乾パン 有限会社丸井通商 ¥388,800 消防局　総務部　総務課 2

3001-033 平成31年2月1日 卓球台 アジアスポーツ株式会社 ¥712,800 文化観光局　スポーツ部　スポーツ施設課 1

3001-034 平成31年1月29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 ¥709,236 子ども青少年局　子ども青少年育成部　子ども家庭課 3

3001-035 平成31年2月4日 ミキサー（ハーベストの丘） 株式が社マルゼン ¥716,904 産業振興局　農政部　農水産課 5

3001-036 平成31年2月4日 業務用冷凍冷蔵庫ほか ホシザキ京阪株式会社堺営業所 ¥462,240 子ども青少年局　子育て支援部　幼保運営課 6

3001-037 平成31年1月30日 軽四セダンＡＴ車（家庭支援課） 河内屋自動車工業株式会社 ¥747,230 子ども青少年局　子ども相談所　家庭支援課 2

3001-038 平成31年1月30日 大椀・小椀 株式会社アイホー大阪支店 ¥1,119,960 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 3

3001-039 平成31年2月12日 サッカーゴール 株式会社センヤスポーツ ¥636,498 文化観光局　スポーツ部　スポーツ施設課 2

3001-040 平成31年2月12日 カヌーほか 中止 － 子ども青少年局　子ども青少年育成部　子ども育成課 1

3001-041 平成31年2月14日 現場用編上靴（第２回） サカイ靴被服協同組合 ¥1,404,000 消防局　総務部　人事課 1

3001-042 平成31年2月12日 デジタル印刷機 株式会社岡本三昭堂 ¥794,880 文化観光局　博物館　学芸課 2

3001-043 平成31年2月12日 弁当箱一式ほか 株式会社アイホー大阪支店 ¥1,193,778 教育委員会事務局　学校管理部　保健給食課 1

3001-044 平成31年2月12日 防火上衣インナー 真弓興業株式会社 ¥1,377,000 消防局　総務部　人事課 1

3001-045 平成31年2月12日 堺区公設防犯カメラほか 三和通信工業株式会社 ¥1,127,520 堺区役所　自治推進課 3
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3001-046 平成31年2月12日 洗剤ギフトセット サラダ館　鳳本通り店 ¥589,032 農業委員会事務局　 1

3001-047 平成31年2月13日 薬用冷凍冷蔵庫 宮本理研工業株式会社 ¥317,520 東区役所　東保健福祉総合センター　東保健センター 2

3001-048 平成31年2月6日 路線認定図製本 有限会社ジー・アイ・エス近畿 ¥267,926 建設局　土木部　路政課 3

3001-049 平成31年2月13日 止血帯ほか 株式会社アダチ ¥326,160 消防局　救急部　救急課 2

3001-050 平成31年2月13日 カラーフィルター 株式会社東京舞台照明大阪 ¥1,051,920 文化観光局　文化部　文化課 2

3001-051 平成31年2月13日 シャワー用節水器具等 イーシーテクノ株式会社 ¥648,648 消防局　総務部　総務課 1

3001-052 平成31年2月6日 受動喫煙防止用看板 株式会社セイカ・セリグラフィ ¥249,480 建設局　公園緑地部　公園監理課 7

3001-053 平成31年2月6日 スタッキングチェア 株式会社コガネ ¥321,030 市民人権局　男女共同参画推進部　男女共同参画センター 1

3001-054 平成31年2月6日 う蝕活動性試験薬 株式会社アダチ歯材 ¥798,336 子ども青少年局　子ども青少年育成部　子ども育成課 1

3001-055 平成31年2月12日 チェーンソー（土砂災害対応型）　その２ 株式会社マトイ防災 ¥432,000 消防局　警防部　警防課 2

3001-056 平成31年2月12日 ノートパソコン 株式会社アサ乃 ¥1,240,596 市民人権局　男女共同参画推進部　男女共同参画センター 5

3001-057 平成31年2月19日 バンパーテーブル キシダ事務用品株式会社 ¥1,155,600 健康福祉局　長寿社会部　長寿支援課 1


