競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

見積徴取日・開札日

件

名
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落

札

業

者

309

令和2年3月3日

278 一眼レフカメラ購入（警防課）

¥300,000 東真産業株式会社

308

令和2年3月3日

277 湯原分署中軽量ラック等購入（消防総務
課）

¥284,550 マニワ事務機

307 令和2年2月21日

276 湯原保健福祉センター食器類購入（高齢
者支援課）

¥363,000 キッチンハウスさかい

306 令和2年2月14日

262-1 使い捨て舌圧子付鼻鏡及び使い捨て耳
鏡購入（学校教育課）

¥548,200 有限会社

利久教材

305 令和2年2月13日

275 交流定住センターエアコン購入（交流定
住推進課）

¥254,800 有限会社

武田電器商会

274 口座振替依頼書・自動払込利用申込書（全体

304 令和2年2月13日 版、水道・下水道版）印刷業務（税務課）

¥148,400 真庭印刷工業

株式会社

303 令和2年2月13日

273 車線分離標（貼付式）購入（くらし安全
課）

¥180,000 株式会社道満石油店

302 令和2年2月13日

272 設計・積算業務用パソコン購入（教育総
務課）

¥142,000 株式会社ランネット

301 令和2年2月13日

271 湯原温泉郷散策マップ「さんぽみち」印
刷業務（湯原振興局）

¥168,000 作陽印刷工業株式会社

300

令和2年2月6日

267 湯原分署ロッカー等購入（消防総務課）

299

令和2年2月6日

260 醍醐の里
合振興局）

298

令和2年2月6日

252 湯原ふれあいセンター備品購入⑥（ブラ
インド等）［湯原振興局］

297

令和2年2月4日

270 デジタルフルカラー複合機リース（蒜山
中学校）

296

令和2年2月4日

262 使い捨て舌圧子付鼻鏡及び使い捨て耳鏡
購入（学校教育課）

295 令和2年1月31日

269 真庭市マイライフノート印刷（高齢者支
援課）

¥180,000 富岡印刷株式会社

294 令和2年1月31日

266 湯原ふれあいセンター備品購入⑦（図書
館等木製家具）［湯原振興局］

¥2,274,400 真庭システム協議会

冷蔵用ショーケース購入（落

293 令和2年1月30日 268 モーノポンプ部品購入（旭水苑）
292 令和2年1月30日

265 教師用指導書購入（第3地区）（学校教
育課）

291 令和2年1月30日

264 教師用指導書購入（第2地区）（学校教
育課）

290 令和2年1月30日

263 教師用指導書購入（第1地区）（学校教
育課）

289 令和2年1月30日 261 生涯学習情報誌印刷（生涯学習課）

¥1,011,000 マニワ事務機
¥538,000 山縣電機工業株式会社
¥936,000 有限会社
\30,633(月額)
―

富永ふとん店

日笠商事株式会社
営業所
不成立

¥356,700 有限会社松尾水道
¥3,202,200 池田書店有限会社
¥13,346,200 有限会社

高井文研堂

¥6,996,500 有限会社名和香美堂
¥288,000 真庭印刷工業

288 令和2年1月30日

258-1 自動体外式除細動器リース（健康推進
課）

287 令和2年1月28日

257 コミュニティバス ドライブレコーダー
購入設置（くらし安全課）

286 令和2年1月23日

251 湯原ふれあいセンター備品購入⑤（振興
局執務室）[湯原振興局]

¥2,570,200 マニワ事務機

285 令和2年1月23日

250 湯原ふれあいセンター備品購入④（交流
スペース）[湯原振興局]

¥995,000 マニワ事務機

284 令和2年1月23日

249 湯原ふれあいセンター備品購入③（図書
館）[湯原振興局]

¥1,549,100 マニワ事務機
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真庭

\60,300(月額) 有限会社

株式会社

利久教材

¥673,000 東真産業株式会社
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落

札

業

283 令和2年1月23日

248 湯原ふれあいセンター備品購入②（会議
室・待合）[湯原振興局]

¥1,780,900 マニワ事務機

282 令和2年1月23日

247 湯原ふれあいセンター備品購入①（ホー
ル）[湯原振興局]

¥2,875,200 マニワ事務機

281 令和2年1月22日

258 自動体外式除細動器リース（健康推進
課）

280 令和2年1月16日

245 仮眠室ベッド（シングル）購入（消防総
務課）

¥234,500 有限会社トライ企画

279 令和2年1月10日

255 川上こども園調理器具購入（子育て支援
課）

¥530,000 東真産業株式会社

278 令和2年1月10日

254 川上こども園スチームコンベクション
オーブン購入（子育て支援課）

¥720,000 東真産業株式会社

277 令和2年1月10日

253 久世第二保育園スチームコンベクション
オーブン購入（子育て支援課）

¥880,000 池田農機

276 令和2年1月10日

246 回転式防火衣ロッカー購入（消防総務
課）

¥918,500 有限会社トライ企画

275

令和2年1月9日

244 ハントウ棒購入（富原小学校）（教育総
務課）

¥530,000 ヒルゼンスポーツ

274

令和2年1月7日

256 『真庭市保健だより』印刷業務（健康推
進課）

¥273,000 真庭印刷工業

273 令和元年12月26日 240 耐火金庫購入（教育総務課）

―

不成立

¥598,000 有限会社

株式会社

株式会社

よこや商店

272 令和元年12月26日

235 のり付き窓空き目隠し加工封筒印刷業務
（税務課）

271 令和元年12月24日

243 デジタルフルカラー複合機リース（川東
小学校）

\25,435(月額)

270 令和元年12月24日

241 デジタルフルカラー複合機リース（農業
振興課）

\96,345(月額) マニワ事務機

269 令和元年12月19日

239 デジタルフルカラー複合機リース（天津
小学校）

\21,523(月額)

268 令和元年12月19日

229-1 教育用情報機器リース（余野小学校）
（学校教育課）

\40,700(月額) ションズ 真庭営業所

267 令和元年12月19日

228-1 教育用情報機器リース（蒜山中学校）
（学校教育課）

\155,800(月額) ションズ 真庭営業所

266 令和元年12月19日

227-1 教育用情報機器リース（八束小学校）
（学校教育課）

\108,100(月額) ションズ 真庭営業所

265 令和元年12月19日

226-1 教育用情報機器リース（湯原中学校）
（学校教育課）

\98,900(月額) ションズ 真庭営業所

264 令和元年12月19日

225-1 教育用情報機器リース（中和小学校）
（学校教育課）

\57,700(月額) ションズ 真庭営業所

263 令和元年12月19日

224-1 教育用情報機器リース（草加部小学
校）（学校教育課）

\72,900(月額) ションズ 真庭営業所

262 令和元年12月19日

223-1 教育用情報機器リース（川上小学校）
（学校教育課）

\80,600(月額) ションズ 真庭営業所

261 令和元年12月19日

222-2 水路用害虫駆除薬剤（錠剤）購入（環
境課）

260 令和元年12月17日 242 緊急通報装置機器購入（高齢者支援課）
259 令和元年12月12日

222-1 水路用害虫駆除薬剤（錠剤）購入（環
境課）

258 令和元年12月10日

238 ダストコンベヤチェーン組品購入（ク
リーンセンターまにわ）
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者

¥580,000 作陽印刷工業株式会社
日笠商事株式会社
営業所

日笠商事株式会社
営業所

真庭

真庭

株式会社両備システムイノベー
株式会社両備システムイノベー
株式会社両備システムイノベー
株式会社両備システムイノベー
株式会社両備システムイノベー
株式会社両備システムイノベー
株式会社両備システムイノベー

¥1,615,000

真庭環境衛生管理株式会
社

¥386,000 株式会社
―
¥410,000

橋本通信工業

不成立
美津吉商事株式会社
庭営業所

真
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件

名

257 令和元年12月10日

233 端末用ウイルス対策ソフトライセンス更
新（秘書広報課）

256 令和元年12月5日

234 行政ネットワーク及びインターネット接
続パソコンリース（秘書広報課）

255 令和元年12月5日 230 校務用情報機器リース（学校教育課）

落札金額(税抜）

落

―

不成立

者

株式会社両備システムイノベー

\263,600(月額) ションズ 真庭営業所

229 教育用情報機器リース（余野小学校）
（学校教育課）

―

不成立

253 令和元年12月5日

228 教育用情報機器リース（蒜山中学校）
（学校教育課）

―

不成立

252 令和元年12月5日

227 教育用情報機器リース（八束小学校）
（学校教育課）

―

不成立

251 令和元年12月5日

226 教育用情報機器リース（湯原中学校）
（学校教育課）

―

不成立

250 令和元年12月5日

225 教育用情報機器リース（中和小学校）
（学校教育課）

―

不成立

249 令和元年12月5日

224 教育用情報機器リース（草加部小学校）
（学校教育課）

―

不成立

248 令和元年12月5日

223 教育用情報機器リース（川上小学校）
（学校教育課）

―

不成立

246 令和元年12月3日 236 デジタル印刷機リース（蒜山振興局）

業

\150,000(月額) 株式会社ランネット

254 令和元年12月5日

247 令和元年12月3日 237 背負式消火水のう購入（蒜山振興局）

札

¥397,500

株式会社 岡山ホンムラ
真庭営業所

\7,200(月額) マニワ事務機

245 令和元年11月29日

222 水路用害虫駆除薬剤（錠剤）購入（環境
課）

244 令和元年11月26日

232 令和２年度真庭市当初予算書印刷製本
（財政課）

¥229,000 真庭印刷工業

株式会社

243 令和元年11月26日

231 令和２年度ごみ収集カレンダー印刷（環
境課）

¥305,000 真庭印刷工業

株式会社

242 令和元年11月21日

221 明るい家庭づくり作文参加賞購入（くら
し安全課）

¥153,156 有限会社

241 令和元年11月21日 219 電話交換機等購入設置（湯原振興局）
240 令和元年11月19日

220 メール監視用ウイルス対策ソフトライセ
ンス更新（秘書広報課）

239 令和元年11月19日 218 鉄棒、滑り台購入（落合小学校）
238 令和元年11月19日 217 ハントウ棒購入（河内小学校）

―

不成立

高井文研堂

¥740,000 コムパス株式会社
¥558,000 株式会社ランネット
¥1,394,000

さんもく工業㈱ 真庭営業
所

¥500,000 ヒルゼンスポーツ

237 令和元年11月12日

200 電話交換機等購入設置（クリーンセン
ターまにわ）

¥500,000 コムパス株式会社

236 令和元年11月7日

216 公用車ドライブレコ－ダ－購入設置（蒜
山地区Ｂ）（財産活用課）

¥300,000 有限会社

235 令和元年11月7日

215 公用車ドライブレコ－ダ－購入設置（蒜
山地区Ａ）（財産活用課）

¥300,000 有限会社井藤モータース

234 令和元年11月7日

214 公用車ドライブレコ－ダ－購入設置（美
甘地区）（財産活用課）

¥180,000 有限会社金光モータース

233 令和元年11月7日

213 公用車ドライブレコ－ダ－購入設置（湯
原地区）（財産活用課）

¥420,000 有限会社

クボタオート

232 令和元年11月7日

212 公用車ドライブレコ－ダ－購入設置（勝
山地区）（財産活用課）

¥260,000

有限会社
売

勝山ホンダ販
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中谷自動車
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者

231 令和元年11月7日

211 公用車ドライブレコ－ダ－購入設置（久
世地区Ｃ）（財産活用課）

¥282,600 有限会社松原商会

230 令和元年11月7日

210 公用車ドライブレコ－ダ－購入設置（久
世地区Ｂ）（財産活用課）

¥251,200 有限会社松原商会

229 令和元年11月7日

209 公用車ドライブレコ－ダ－購入設置（久
世地区Ａ）（財産活用課）

¥251,200 有限会社松原商会

228 令和元年11月7日

208 公用車ドライブレコ－ダ－購入設置（落
合地区）（財産活用課）

¥210,000 有限会社藤森モータース

227 令和元年11月7日

207 公用車ドライブレコ－ダ－購入設置（北
房地区）（財産活用課）

¥232,500 牧山モータース

226 令和元年11月7日 204 文書保管庫棚購入設置(総務課)
225 令和元年11月5日

190-1 グリーンスローモビリティ購入（交流
定住推進課）

¥831,400 マニワ事務機
¥4,365,000

ヤマハモーターパワープ
ロダクツ株式会社

224 令和元年10月31日 205 偽造防止用紙作成（市民課）

¥156,000 真庭印刷工業

株式会社

223 令和元年10月29日 203 裁断機購入（落合中学校）

¥239,000 有限会社

222 令和元年10月29日 202 プロジェクター購入（落合中学校）

¥299,500 株式会社ランネット

よこや商店

221 令和元年10月29日

201 デジタルフルカラー複合機リース（消防
総務課）

\12,693(月額) マニワ事務機

220 令和元年10月29日

199 デジタルフルカラー複合機リース（落合
中学校）

\33,472(月額) マニワ事務機

219 令和元年10月24日

198 除雪車エッジ等消耗品（トラック）購入
（建設課）

¥868,610 原

218 令和元年10月24日

197 除雪車エッジ等消耗品（TCM）購入（建
設課）

¥426,000 有限会社

217 令和元年10月24日

196 除雪車エッジ等消耗品（コマツ）購入
（建設課）

¥802,800 真庭農業協同組合

商店

216 令和元年10月24日 195 除雪車チェーン等消耗品購入（建設課）

¥1,432,560 原

商店

215 令和元年10月21日 188 凍結防止剤購入（建設課）

¥2,180,700 原

商店

214 令和元年10月21日 186 真庭市封筒印刷業務（総務課）
213 令和元年10月18日

190 グリーンスローモビリティ購入（交流定
住推進課）

212 令和元年10月18日 187 単柱式スノーポール購入（建設課）

古瀬工務店

¥534,000 作陽印刷工業株式会社
―
¥448,400

不成立
株式会社 岡山ホンムラ
真庭営業所

211 令和元年10月17日

194 表彰状印刷（真庭市長・消防団長）（危
機管理課）

¥238,000 作陽印刷工業株式会社

210 令和元年10月15日

193 除雪機借上（美甘小学校）〔教育総務
課〕

¥180,000

極東リース株式会社
庭営業所

真

209 令和元年10月15日

192 除雪機借上（蒜山中学校）〔教育総務
課〕

¥220,720

三共リース株式会社
庭営業所

真

208 令和元年10月15日

191 スノーモービル借上（蒜山中学校）〔教
育総務課〕

¥315,950

三共リース株式会社
庭営業所

真

207 令和元年10月10日

189 明るい家庭づくり作文集印刷製本業務
（くらし安全課）

¥199,656 富岡印刷株式会社

206 令和元年10月8日

185 消火栓用器具及び同格納箱購入（危機管
理課）
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¥1,881,100

株式会社 岡山ホンムラ
真庭営業所
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者

205 令和元年10月8日 182 背負い式消火水のう購入（危機管理課）

¥1,325,000

株式会社 岡山ホンムラ
真庭営業所

181 落合地区水道施設
（水道課）

\160(1kg)

高山産業株式会社 久世支
店

¥522,000

株式会社 岡山ホンムラ
真庭営業所

204 令和元年10月8日

液化炭酸ガス購入

203 令和元年10月8日 180 モーノポンプ部品（50）購入（旭水苑）
202 令和元年9月26日

184 デジタルフルカラー複合機リース（蒜山
振興局川上出張所）

201 令和元年9月24日

183 AR作成アプリケーションライセンス購入
（学校教育課）

\8,760(月額) 株式会社ランネット
株式会社両備システムイノベー

¥197,700 ションズ 真庭営業所

200 令和元年9月10日 179 酸ポンプ一式購入（旭水苑）

¥105,700 池田農機

株式会社

199 令和元年9月10日 178 ペットボトル売却（令和元年度後期）

\1(10kg) 株式会社

大下商店

198 令和元年9月10日

172-2 バグフィルタ出口差圧発信器購入（ク
リーンセンターまにわ）

¥253,000

197 令和元年9月5日

177 真庭市社会科副読本印刷製本業務（学校
教育課）

¥898,950 富岡印刷株式会社

196 令和元年9月5日

176 介護用品（紙おむつ等）購入及び支給
【後期】（高齢者支援課）

195 令和元年9月3日

175 可燃ゴミ扉用電動シリンダ購入（クリー
ンセンターまにわ）

¥216,000

美津吉商事株式会社
庭営業所

真

194 令和元年9月3日

174 誘引通風機ダンパ用コントロールモータ
購入（クリーンセンターまにわ）

¥288,000

美津吉商事株式会社
庭営業所

真

193 令和元年9月3日

171-1 自動体外式除細動器リース（健康推進
課）

192 令和元年8月27日

173 人権啓発資料「ふれあいＮo.15」印刷製
本業務（くらし安全課）

191 令和元年8月27日

171 自動体外式除細動器リース（健康推進
課）

―

不成立

190 令和元年8月26日

172-1 バグフィルタ出口差圧発信器購入（ク
リーンセンターまにわ）

―

不落

189 令和元年8月22日

172 バグフィルタ出口差圧発信器購入（ク
リーンセンターまにわ）

―

不落

188 令和元年8月22日

170 重金属固定剤（キレート）購入（クリー
ンセンターまにわ）

\84,000(200kg) 株式会社シンニチロ

187 令和元年8月9日

169 真庭交通安全ユニフォーム購入（くらし
安全課）

¥414,800 有限会社トライ企画

186 令和元年8月9日 121-1 救急隊員用感染防止衣（警防課）

¥1,608,725

美津吉商事株式会社
庭営業所

有限会社ケアサポートふ
くしま

\33,000(月額) 有限会社

利久教材

¥175,000 真庭印刷工業

¥417,000 株式会社

株式会社

メディウェル

185 令和元年8月8日

168 プレミアム付商品券換金請求書印刷業務
（福祉課）

¥270,000 富岡印刷株式会社

184 令和元年8月2日

132-1 洗濯機・衣類乾燥機購入（勝山学校給
食共同調理場）（教育総務課）

¥599,000 東真産業株式会社

183 令和元年8月2日

130-1 給食備品購入（勝山学校給食共同調理
場）（教育総務課）

182 令和元年8月1日

167 学籍簿用耐火庫購入（美川小学校）〔教
育総務課〕

181 令和元年8月1日 166 耐切創性手袋購入（危機管理課）
180 令和元年7月30日

165 ひまわり館冷蔵ショーケース購入（湯原
振興局）
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真

¥1,814,000 キッチンハウスさかい
¥390,000 有限会社

よこや商店

¥327,600 有限会社

真庭消防設備

¥735,000 有限会社トライ企画

競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

見積徴取日・開札日

件

名

179 令和元年7月30日 164 自動窓口受付機リース（市民課）
178 令和元年7月30日

163 焼却炉乾燥燃焼火格子部品購入（クリー
ンセンターまにわ）

177 令和元年7月25日 162 木製円卓（半円形）購入（教育総務課）
176 令和元年7月25日

161 消防用ホース（５０ｍｍ）購入（警防
課）

175 令和元年7月25日 160 生物顕微鏡購入（蒜山中学校）
174 令和元年7月25日 121 救急隊員用感染防止衣（警防課）
173 令和元年7月25日 120 全身化学防護服購入（警防課）

落札金額(税抜）
\23,000(月額)

落

札

業

日笠商事株式会社
営業所

者
真庭

¥921,200 日立造船株式会社
¥883,200 真庭システム協議会
¥310,000

株式会社
プ

¥126,000 有限会社
―

岡山森田ポン
利久教材

不成立

¥216,000 東洋ポンプ株式会社

172 令和元年7月23日

154 ランチルーム机・椅子購入（湯原小学
校）（教育総務課）

¥1,187,500 有限会社

171 令和元年7月23日

153 モーノポンプ部品（60・50）購入（旭水
苑）

¥1,146,300

利久教材

株式会社大東
所

落合営業

170 令和元年7月23日 147 非常用排便袋購入（危機管理課）

¥448,000 有限会社トライ企画

169 令和元年7月23日 146 熱画像装置購入（消防警防課）

¥444,600 有限会社トライ企画

168 令和元年7月23日

145 真庭市統合仮想基盤機器リース（秘書広
報課情報ネットワーク対策室）

\2,395,000(月額) データ中国 岡山支店

167 令和元年7月18日

159 ランチルーム配膳台購入（湯原小学校）
［教育総務課］

¥255,600 有限会社

よこや商店

166 令和元年7月18日

158 ランチルームロッカー購入（湯原小学
校）［教育総務課］

¥285,000 株式会社

佐田建美

165 令和元年7月18日 157 土俵カバーシート購入（蒜山中学校）
164 令和元年7月18日

151 電話交換機等購入設置（落合小学校）
〔教育総務課〕

株式会社エヌ・ティ・ティ・

¥170,000

株式会社 岡山ホンムラ
真庭営業所

¥562,000 株式会社

橋本通信工業

163 令和元年7月18日 119 Ａ火災用泡消火薬剤購入（消防警防課）

¥208,000 株式会社道満石油店

162 令和元年7月18日 118 Ａ火災用泡消火薬剤購入（消防警防課）

¥290,000

161 令和元年7月18日 116 ヘッドライト購入（消防警防課）

¥186,470 有限会社トライ企画

160 令和元年7月16日 156 ミーティングチェア購入（勝山小学校）

¥136,800 有限会社

159 令和元年7月16日 155 学校用オルガン購入（勝山小学校）

¥218,000 株式会社ランネット

株式会社 岡山ホンムラ
真庭営業所

利久教材

158 令和元年7月16日

152 真庭市プレミアム付商品券印刷業務（福
祉課）

¥1,420,000 真庭印刷工業

157 令和元年7月16日

148 デジタルフルカラー複合機リース（中央
図書館）

\30,581(月額) マニワ事務機

156 令和元年7月11日

141 小型動力ポンプ付積載車(美甘1-1)購入
(危機管理課)

¥5,562,000 有限会社井藤モータース

155 令和元年7月11日

140 小型動力ポンプ積載車(勝山3-7)購入(危
機管理課)

¥4,496,000 蒜山運送株式会社

154 令和元年7月11日

139 小型動力ポンプ積載車(勝山1-5)購入(危
機管理課)

¥4,497,000
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有限会社
売

株式会社

勝山ホンダ販

競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

見積徴取日・開札日

件

名

落札金額(税抜）

落

札

業

者

153 令和元年7月11日

138 小型動力ポンプ積載車(落合6-6)購入(危
機管理課)

¥4,496,000 有限会社

真庭消防設備

152 令和元年7月11日

137 小型動力ポンプ積載車(落合6-5)購入(危
機管理課)

¥4,496,000 有限会社

真庭消防設備

151 令和元年7月11日

136 小型動力ポンプ積載車(北房4-3)購入(危
機管理課)

¥4,712,000

株式会社
ク

トラストワー

150 令和元年7月11日

135 小型動力ポンプ積載車(北房2-4)購入(危
機管理課)

¥4,637,000

有限会社
備工場

真庭自動車整

149 令和元年7月11日

134 小型動力ポンプ軽積載車(落合1-1)購入
(危機管理課)

¥2,440,000 有限会社

真庭消防設備

148 令和元年7月11日

133 小型動力ポンプ付軽積載車(美甘1-2)購
入(危機管理課)

¥3,560,000 有限会社

真庭消防設備

147 令和元年7月9日 150 敬老会全体記念品購入（高齢者支援課）

¥1,115,840 （有）深山のかおり本舗

146 令和元年7月9日 149 敬老会全体記念品購入（高齢者支援課）

¥2,644,800

145 令和元年7月4日 144 郷原漆器吸物椀購入（高齢者支援課）

とみはらお茶プロジェク
ト

¥547,200 郷原漆器生産振興会

144 令和元年7月4日

143 木製机・椅子（旧遷喬尋常小学校）購入
（スポーツ・文化振興課）

143 令和元年7月2日

113 雑用コンプレッサー用エアードライヤー
購入（クリーンセンターまにわ）

142 令和元年6月27日

142 デジタルフルカラー複合機リース（福祉
課）

141 令和元年6月27日

132 洗濯機・衣類乾燥機購入（勝山学校給食
共同調理場）（教育総務課）

140 令和元年6月27日

131 食器類・調理用品購入（勝山学校給食共
同調理場）（教育総務課）

139 令和元年6月27日

130 給食備品購入（勝山学校給食共同調理
場）（教育総務課）

¥2,725,800 真庭システム協議会
¥175,000 有限会社
¥67,422
―

日笠商事株式会社
営業所

真庭

不成立

¥2,028,000 キッチンハウスさかい
―

138 令和元年6月27日 129 プロセス用水装置部品購入（旭水苑）

前田金物店

不落

¥650,200 池田農機

株式会社

137 令和元年6月27日

128 消防団員用新基準活動服購入（危機管理
課）

¥1,041,400 有限会社トライ企画

136 令和元年6月25日

125 小型動力ポンプ購入（北房３－３）（危
機管理課）

¥1,130,000

株式会社
プ

岡山森田ポン

135 令和元年6月25日

124 小型動力ポンプ購入（北房３－１）（危
機管理課）

¥1,150,000 有限会社

真庭消防設備

134 令和元年6月25日

123 小型動力ポンプ購入（勝山１－２）（危
機管理課）

¥1,140,000 東洋ポンプ株式会社

133 令和元年6月25日

122 Symantec Endpoint Protection１４
イセンス更新（学校教育課）

ラ

¥608,000 株式会社ランネット

132 令和元年6月25日 115 プロジェクター購入（遷喬小学校）

¥240,000 池田教材有限会社

131 令和元年6月25日 114 栄光棚購入（勝山中学校）

¥410,000

日笠商事株式会社
営業所

130 令和元年6月25日

112 回転式破砕機用部品購入（クリーンセン
ターまにわ）

¥340,000 日立造船株式会社

129 令和元年6月25日

111-1 グランド土壌安定剤購入（北房中学
校）

¥198,750 原

128 令和元年6月25日 106 図書室用書架購入（落合中学校）
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商店

¥195,000 株式会社村松木工所

真庭

競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

見積徴取日・開札日

127 令和元年6月25日

件

名

104 給食用絵柄付食器（菜皿）購入（落合中
学校）

126 令和元年6月20日 100 木山保育園空調設備購入設置（子育て支援課）

落札金額(税抜）

落

札

業

者

¥147,200 キッチンハウスさかい
¥295,000 有限会社

セノオ電器

125 令和元年6月20日

099 落合こども園スチームコンベクション
オーブン購入（子育て支援課）

124 令和元年6月20日

063-2 軽四乗用自動車購入（No.6）（財産活
用課）

123 令和元年6月20日

062-2 軽四乗用自動車購入（No.5）（財産活
用課）

¥1,038,876

122 令和元年6月20日

058-2 軽四貨物自動車購入（No.1）（財産活
用課）

¥1,105,300 有限会社福永モータース

121 令和元年6月18日 127 投票用紙計数機購入（総務課）
120 令和元年6月18日

126 投票用紙読取分類機増設ユニット購入
（総務課）

119 令和元年6月13日 111 グランド土壌安定剤購入（北房中学校）

¥1,150,000 池田農機
¥919,136 有限会社
有限会社
ス

株式会社
吉田自動車
加藤モーター

¥2,880,000

株式会社ムサシ中四国支
店

¥900,000

株式会社ムサシ中四国支
店

―

不落

118 令和元年6月13日 110 グランド土壌安定剤購入（久世中学校）

¥322,000 原

商店

117 令和元年6月13日 105 グランド土壌安定剤購入（落合中学校）

¥322,000 原

商店

116 令和元年6月11日

109 デジタルフルカラー複合機リース（高齢
者支援課）

115 令和元年6月4日

108 宮芝グラウンド サッカーゴール等購入
（スポーツ・文化振興課）

¥375,000 クリアスポーツ株式会社

114 令和元年6月4日

080-1 ダストコンベヤチェーン組品購入（ク
リーンセンターまにわ）

¥450,000

113 令和元年6月4日

063-1 軽四乗用自動車購入（No.6）（財産活
用課）

―

不落

112 令和元年6月4日

062-1 軽四乗用自動車購入（No.5）（財産活
用課）

―

不落

111 令和元年6月4日

060-1 軽四貨物自動車購入（No.3）（財産活
用課）

¥1,135,491 ＦＧフジノ

110 令和元年6月4日

059-1 軽四貨物自動車購入（No.2）（財産活
用課）

¥1,124,667

109 令和元年6月4日

058-1 軽四貨物自動車購入（No.1）（財産活
用課）

\98,112(月額)

―

日笠商事株式会社
営業所

美津吉商事株式会社
庭営業所

不落

¥288,000 有限会社

107 令和元年5月30日 103 和太鼓購入（落合中学校）

¥184,500 池田教材有限会社

106 令和元年5月30日 102 コンサートトムトム購入（落合中学校）

¥168,700 池田教材有限会社

098 勝山こども園厨房器具購入（子育て支援
課）

¥225,000 東真産業株式会社

104 令和元年5月30日 085 災害用備蓄品購入（危機管理課）
103 令和元年5月30日

084 災害用備蓄食糧及び飲料購入（危機管理
課）

102 令和元年5月28日

097 デジタルフルカラー複合機リース（米来
幼稚園）
8/12

真

有限会社ボディーショッ
プ森脇

108 令和元年5月30日 107 クラシックギター購入（蒜山中学校）

105 令和元年5月30日

真庭

利久教材

¥1,395,550 有限会社トライ企画
¥1,372,140 有限会社トライ企画
\9,918(月額) マニワ事務機

競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

見積徴取日・開札日

件

名

落札金額(税抜）

落

札

業

101 令和元年5月28日

096 デジタルフルカラー複合機リース（美甘
こども園）

\10,969(月額)

100 令和元年5月28日

095 デジタルフルカラー複合機リース（久世
こども園）

\12,104(月額) マニワ事務機

99 令和元年5月28日 094 デジタル印刷機リース（草加部小学校）
98 令和元年5月28日

093 最終処分場重機リース(クリーンセン
ターまにわ)

97 令和元年5月28日

089 北房海洋センタープール掃除機購入（北
房振興局）

96 令和元年5月28日

086 コミュニティバス用中型バス購入(くら
し安全課)

95 令和元年5月28日

083 匠蔵ギャラリー1階空調設備購入設置(勝
山振興局)

94 令和元年5月23日

092 消防ポンプ自動車（蒜山4-1）購入（危
機管理課）

93 令和元年5月23日

091 消防ポンプ自動車（蒜山3-1）購入（危
機管理課）

92 令和元年5月23日 090 大判プリンター購入（落合中学校）
91 令和元年5月23日

088 北房運動公園自走草刈機購入（北房振興
局）

90 令和元年5月23日 087 指導用オルガン購入（北房小学校）
89 令和元年5月23日

082 訓練用安全マット購入（救助用）（警防
課）

88 令和元年5月23日

080 ダストコンベヤチェーン組品購入（ク
リーンセンターまにわ）

87 令和元年5月23日

074 小型動力ポンプ購入（操法用）（危機管
理課）

86 令和元年5月21日

076 除雪ドーザ（８ｔ級、車輪式）購入（建
設課）

85 令和元年5月21日 073 小型乗用車購入（下水道課）

\8,500(月額)

日笠商事株式会社
営業所

日笠商事株式会社
営業所

者
真庭

真庭

\68,028(月額) 相互自動車株式会社
¥585,000 有限会社トライ企画
有限会社
ス

加藤モーター

¥829,998 有限会社

武田電器商会

¥16,600,000

株式会社
所

吉谷機械製作

¥16,400,000

株式会社
所

吉谷機械製作

¥18,580,000

¥350,500 株式会社ランネット
¥156,000

美津吉商事株式会社
庭営業所

真

¥208,000 株式会社ランネット
¥275,000 吉備商事株式会社
―

不落

¥3,400,000 有限会社
¥20,760,000 原

真庭消防設備

商店

¥1,817,000 中村モータース

84 令和元年5月21日 072 高規格救急自動車購入（警防課）

¥27,700,000

岡山トヨタ自動車株式会
社 特販部

83 令和元年5月21日 071 多目的緊急自動車購入（警防課）

¥3,273,704

有限会社落合自動車整備
工場

82 令和元年5月21日 070 多目的自動車購入（警防課）

¥2,997,270 有限会社金光モータース

81 令和元年5月21日

064 軽四貨物自動車購入（都市住宅課国土調
査室）

80 令和元年5月21日

063 軽四乗用自動車購入（No.6）（財産活用
課）

―

不落

79 令和元年5月21日

062 軽四乗用自動車購入（No.5）（財産活用
課）

―

不落

78 令和元年5月21日

061 軽四貨物自動車購入（No.4）（財産活用
課）

77 令和元年5月21日

060 軽四貨物自動車購入（No.3）（財産活用
課）

―

不落

76 令和元年5月21日

059 軽四貨物自動車購入（No.2）（財産活用
課）

―

不落
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¥1,025,305 有限会社

¥1,130,530 佐子自動車

藤堂商会

競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

見積徴取日・開札日

75 令和元年5月21日

件

名

058 軽四貨物自動車購入（No.1）（財産活用
課）
066-1 指導者用デジタル教科書リース（久世・勝

74 令和元年5月17日 山・落合・北房中学校区）（学校教育課）

73 令和元年5月16日 069 マット型空気ジャッキ購入（警防課）
72 令和元年5月16日 068 防火靴購入（消防総務課）

落札金額(税抜）
―

落

札

業

不落

\211,330(月額) 株式会社ランネット
¥4,060,000

株式会社
プ

岡山森田ポン

¥725,000

株式会社
プ

岡山森田ポン

71 令和元年5月16日 067 防火服購入（消防総務課）

¥4,605,200 興和産業株式会社

70 令和元年5月16日 057 救急服購入（消防総務課）

¥291,200 興和産業株式会社

69 令和元年5月16日 056 救助服購入（消防総務課）

¥243,000 興和産業株式会社

68 令和元年5月16日 055 防火手袋購入（消防総務課）

¥360,320 株式会社

67 令和元年5月16日 054 防寒衣購入（消防総務課）

¥888,000

66 令和元年5月16日 053 活動服購入（消防総務課）

¥843,000 興和産業株式会社

65 令和元年5月16日

052 介護用品（紙おむつ等）購入及び支給
【前期】（高齢者支援課）

64 令和元年5月14日 081 ポスタープリンター購入（川上小学校）
63 令和元年5月14日

066 指導者用デジタル教科書リース（久世・
勝山・落合・北房中学校区）（学校教育課）

62 令和元年5月14日 065 真庭市指定収集用ごみ袋購入（環境課）

者

¥1,570,255

株式会社
プ

岡山森田ポン

有限会社ケアサポートふ
くしま

¥275,000 有限会社
―

ジェイユウ

利久教材

不成立

¥13,382,500 中国衛材株式会社

61 令和元年5月9日 079 真庭市封筒印刷（総務課）

¥411,000 作陽印刷工業株式会社

60 令和元年5月9日 078 偽造防止用紙作成（市民課）

¥245,000 作陽印刷工業株式会社

59 令和元年5月9日

077プレートコンパクター購入（北房振興
局）

58 平成31年4月25日 075 デジタル印刷機リース（川東小学校）
水道メーター器購入（水

¥86,000 マエダ金物
\8,500(月額)

株式会社

日笠商事株式会社
営業所

57 平成31年4月25日

051 簡易水道事業
道課）

56 平成31年4月25日

050 水道事業
課）

55 平成31年4月22日

047-1 自動体外式除細動器リース（健康推進
課）

\26,250(月額) 有限会社

利久教材

54 平成31年4月22日

046-1 自動体外式除細動器リース（学校教育
課）

\57,750(月額) 有限会社

利久教材

53 平成31年4月18日

049 水処理用薬品(高分子凝集剤）購入（旭
水苑）

52 平成31年4月18日

048 ダイオキシン特殊粉末反応剤（活性炭）
購入（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰまにわ）

51 平成31年4月18日

047 自動体外式除細動器リース（健康推進
課）

―

不成立

50 平成31年4月18日

046 自動体外式除細動器リース（学校教育
課）

―

不成立

水道メーター器購入（水道
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真庭

¥3,055,380

株式会社大東
所

落合営業

¥3,888,990

株式会社大東
所

落合営業

\610(1kg)

アタカメンテナンス株式
会社 大阪支店

\3,690(10kg) 網干産業株式会社

競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

見積徴取日・開札日

49 平成31年4月11日

件

名

045 デジタルフルカラー複合機リース（湯原
中学校）

48 平成31年4月11日 044 デジタル印刷機リース（八束小）

落札金額(税抜）
\32,075(月額)

落

札

業

日笠商事株式会社
営業所

者
真庭

\7,500(月額) マニワ事務機

47 平成31年4月11日

043 デジタルフルカラー複合機リース（蒜山
振興局中和出張所）

\11,812(月額) マニワ事務機

46 平成31年3月28日

034-1 蒜山浄化センターほか高分子凝集剤
（脱水剤）購入（下水道課）

\10,000(10kg)

真庭環境衛生管理株式会
社

45 平成31年3月28日

031-1 落合浄化センター高分子凝集剤（脱水
剤）購入（下水道課）

\7,000(10kg)

真庭環境衛生管理株式会
社

44 平成31年3月28日

030-1 落合浄化センター高分子凝集剤（脱水
剤）購入（下水道課）

\1,000(1kg)

真庭環境衛生管理株式会
社

43 平成31年3月28日

028-1 久世浄化センター高分子凝集剤（脱水
剤）購入（下水道課）

\21,000(15kg)

真庭環境衛生管理株式会
社

42 平成31年3月26日

029 落合浄化センター水処理及び脱水用薬品
（ポリテツＬ）購入（下水道課）

\60(1kg) 岡山薬品工業株式会社

41 平成31年3月22日

042 衛生マット等リース（勝山学校給食共同
調理場）

¥282,600 有限会社コナン

40 平成31年3月22日

041 デジタルフルカラー複合機リース（勝山
学校給食共同調理場）

\10,900(月額) 株式会社ランネット

39 平成31年3月22日

040 デジタルフルカラー複合機リース（高齢
者支援課）

\12,540(月額)

日笠商事株式会社
営業所

真庭

\1,632(日額)

株式会社小山商会
営業所

岡山

38 平成31年3月22日 039 寝具リース（消防総務課）
37 平成31年3月22日

038 デジタルフルカラー複合機リース（消防
総務課）

\33,782(月額) マニワ事務機

36 平成31年3月22日

037 デジタルフルカラー複合機リース（富原
小学校）

\15,513(月額) マニワ事務機

35 平成31年3月22日

036 蒜山・美新浄化センターほか
入（下水道課）

\11,000(15kg)

真庭環境衛生管理株式会
社

34 平成31年3月22日

035 蒜山浄化センターほか
（下水道課）

\60(1kg)

真庭環境衛生管理株式会
社

33 平成31年3月22日

034 蒜山浄化センターほか高分子凝集剤（脱
水剤）購入（下水道課）

32 平成31年3月22日

033 美新浄化センター水処理用薬品（ポリ塩
化アルミニウム）購入（下水道課）

\47(1kg) 株式会社

ナカ産業

31 平成31年3月22日

032 美新浄化センター水処理用薬品（中和
剤）購入（下水道課）

\38(1kg) 株式会社

ナカ産業

30 平成31年3月22日

031 落合浄化センター高分子凝集剤（脱水
剤）購入（下水道課）

―

不成立

29 平成31年3月22日

030 落合浄化センター高分子凝集剤（脱水
剤）購入（下水道課）

―

不成立

28 平成31年3月22日

028 久世浄化センター高分子凝集剤（脱水
剤）購入（下水道課）

―

不成立

27 平成31年3月22日 027 水道用

塩素剤購

ポリテツ購入

ＤＰＤマジック購入（水道課）

26 平成31年3月22日

026 湯原地区水道施設
ム購入（水道課）

次亜塩素酸ナトリウ

25 平成31年3月22日

025 勝山地区水道施設
ム購入（水道課）

次亜塩素酸ナトリウ

24 平成31年3月22日 024 勝山地区水道施設

食塩購入（水道課）
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―

不成立

\1,900(1箱) 中国衛材株式会社
\39(1kg) 株式会社

ナカ産業

\1,200(20kg) 岡山薬品工業株式会社
\1,350(25kg) 西本薬品株式会社

競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

見積徴取日・開札日

件

名

23 平成31年3月22日

023 落合地区水道施設
課）

消石灰購入（水道

22 平成31年3月22日

022 北房地区水道施設
ム購入（水道課）

次亜塩素酸ナトリウ

21 平成31年3月22日

021 北房地区水道施設
ム購入（水道課）

ポリ塩化アルミニウ

20 平成31年3月22日

020 落合地区水道施設
（水道課）

液化炭酸ガス購入

19 平成31年3月22日

019 北房地区水道施設
道課）

苛性ソーダ購入（水

18 平成31年3月22日 018 北房地区水道施設

硫酸購入（水道課）

17 平成31年3月22日

017 落合・久世地区水道施設
トリウム購入（水道課）

次亜塩素酸ナ

16 平成31年3月22日

016 真庭市水道施設
入（水道課）

15 平成31年3月22日

015 落合地区水道施設
ム購入（水道課）

次亜塩素酸ナトリウ

14 平成31年3月22日

014 落合地区水道施設
ム購入（水道課）

ポリ塩化アルミニウ

ピューラックス-Ｓ購

13 平成31年3月22日 013 水処理用薬品（活性炭）購入（旭水苑）

落札金額(税抜）

落

札

業

者

\40(1kg) 株式会社エイチケイ商会
\1,150(20kg) 株式会社

ナカ産業

\1,150(20kg) 株式会社

ナカ産業

―

不成立

\37(1kg) メッキン産業株式会社
\67(1kg) メッキン産業株式会社
\51(1kg)

株式会社赤木商店
部

建材

\3,300(20kg)

株式会社オーヤラックス
岡山営業所

\41(1kg)

株式会社オーヤラックス
岡山営業所

\38(1kg) 株式会社

ナカ産業

\257(1kg) 岡山薬品工業株式会社

12 平成31年3月22日

012 水処理用薬品（塩化第二鉄）購入（旭水
苑）

\450(10kg) 網干産業株式会社

11 平成31年3月22日

011 水処理用薬品（液体苛性ソーダ）購入
（旭水苑）

\300(10kg) 株式会社

10 平成31年3月22日

010 水処理用薬品（ポリ硫酸第二鉄）購入
（旭水苑）

\430(10kg) 矢切薬品株式会社

9 平成31年3月22日

009 水処理用薬品（低食次亜塩素酸ソーダ）
購入（旭水苑）

\435(10kg) 株式会社

ナカ産業

8 平成31年3月22日

008 キレート剤購入（真庭北部クリーンセン
ター）

\390(1kg) 株式会社

ナカ産業

7 平成31年3月22日

007 古紙類売却（真庭北部クリーンセン
ター）

¥1,006,000 株式会社

大下商店

6 平成31年3月22日 006 古紙類売却（クリーンセンターまにわ）

¥781,400 株式会社

大下商店

5 平成31年3月22日 005 ペットボトル売却（平成31年度前期）

\1(10kg) 株式会社

大下商店

4 平成31年3月22日 004 茶色びん売却（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰまにわ）

\7(10kg) 日進興業株式会社

3 平成31年3月22日 003 透明びん売却（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰまにわ）

\8(10kg) 日進興業株式会社

ナカ産業

2 平成31年3月22日

002 活性炭入り消石灰購入(真庭北部クリー
ンセンター)

\730(10kg)

1 平成31年3月22日

001 有害ガス除去用消石灰購入（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰま
にわ）

\305(10kg) 株式会社エイチケイ商会
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株式会社赤木商店
部

建材

