競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

見積徴取日・開札日

件

名

249 平成31年2月14日 220 モノクロ複合機リース（美甘振興局）
248 平成31年2月13日

219 がん検診票（3枚複写）印刷（健康推進
課）

247 平成31年1月31日 218 ノートパソコン購入（水道課）
246 平成31年1月30日

217 デジタルフルカラー複合機リース（蒜山
振興局）

245 平成31年1月30日 216 生涯学習情報誌印刷（生涯学習課）

落札金額(税抜）
¥30,516

落

札

業

日笠商事株式会社
営業所

者
真庭

¥248,000 真庭印刷工業株式会社
¥299,982 株式会社金駒堂
\78,257(月額)

日笠商事株式会社
営業所

真庭

¥298,000 作陽印刷工業株式会社

244 平成31年1月25日 真庭市有施設電力供給（財産活用課）

¥77,316,736 中国電力株式会社

243 平成31年1月24日 208 温水ボイラー購入（湯原振興局）

¥2,400,000 池田農機株式会社

242 平成31年1月22日 215 緊急通報装置機器購入（高齢者支援課）

¥390,000 株式会社橋本通信工業

241 平成31年1月22日 214 刈払機購入（交流定住推進課）

¥168,000

美津吉商事株式会社
庭営業所

240 平成31年1月22日

213 パソコン・プリンター購入（交流定住推
進課）

239 平成31年1月22日

211 木製机・椅子製作・納入業務（スポー
ツ・文化振興課）

238 平成31年1月22日

210 教師用指導書等購入第３地区（学校教育
課）

¥496,300 有限会社名和香美堂

237 平成31年1月22日

209 教師用指導書等購入第２地区（学校教育
課）

¥598,700 有限会社高井文研堂

236 平成31年1月22日 207 ハントウ棒購入（教育総務課）
235 平成31年1月17日

212 デジタルカラー複合機リース（木山小学
校）

234 平成31年1月17日

206 肘無しチェア購入（スポーツ・文化振興
課）

233 平成31年1月17日 197 樹木粉砕機購入（湯原振興局）
232 平成31年1月17日 191 学校給食配送車購入（教育総務課）
231 平成31年1月8日

205 『真庭市保健だより』(改訂版)印刷(健
康推進課)

230 平成31年1月8日 202-1 カラー複合機リース（落合小学校）

真

株式会社両備システムイノ

¥321,100 ベーションズ 真庭営業所
¥1,200,000 真庭システム協議会

¥1,356,300 大久保体器株式会社
\21,367(月額)

日笠商事株式会社
営業所

真庭

¥544,000 マニワ事務機
¥1,200,000

美津吉商事株式会社
庭営業所

真

¥11,600,000 東真産業株式会社
¥275,000 富岡印刷株式会社
\24,324(月額) マニワ事務機

229 平成30年12月25日

195-1 資産管理システム賃貸借（学校総務
課）

\123,000(月額) ベーションズ 真庭営業所

228 平成30年12月25日

194-1 教育用情報機器リース（北房小学校）
《学校教育課》

\133,900(月額) ベーションズ 真庭営業所

227 平成30年12月25日

203 デジタルカラー複合機リース（総合政策
課）

226 平成30年12月20日

198 木製ラック製作・納入業務(旧遷喬尋常
小学校)《スポーツ・文化振興課》

225 平成30年12月20日 196 業務用冷蔵庫購入（蒜山振興局）

1/10

株式会社両備システムイノ
株式会社両備システムイノ

\34,085(月額)

日笠商事株式会社
営業所

¥796,800 株式会社

佐田建美

¥230,000 東真産業株式会社

真庭

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

224 平成30年12月18日

201 端末用ウイルス対策ソフトライセンス更
新（秘書広報課）

¥671,000 株式会社ランネット

223 平成30年12月18日

200 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）

¥558,000 株式会社ランネット

222 平成30年12月18日

199 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）

221 平成30年12月18日 195 資産管理システム賃貸借（学校総務課）

者

株式会社両備システムイノ

\92,100(月額) ベーションズ 真庭営業所
― 不成立

220 平成30年12月18日

194 教育用情報機器リース（北房小学校）
《学校教育課》

219 平成30年12月18日

189 のり付き窓空き目隠し加工封筒印刷（税
務課）

¥581,000 作陽印刷工業株式会社

218 平成30年12月14日

185-4 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）

¥541,450 有限会社

217 平成30年12月13日 202 カラー複合機リース（落合小学校）

― 不成立

利久教材

― 不成立

216 平成30年12月10日

185-3 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）

215 平成30年12月6日

193 平成31年度真庭市当初予算書印刷製本
(財政課）

¥265,000 作陽印刷工業株式会社

214 平成30年12月6日

192 平成31年ごみ収集カレンダー印刷（環境
課）

¥293,000 真庭印刷工業株式会社

213 平成30年11月29日 187 冷凍車購入（農業振興課）
212 平成30年11月27日 188 通路用マット購入（落合中学校）

― 不成立

¥1,915,120 牧山モータース
¥338,000 有限会社

前田金物店

¥1,164,564 有限会社

古瀬工務店

211 平成30年11月27日

181-2 除雪車エッジ等消耗品（TCM）購入
（建設課）

210 平成30年11月26日

185-2 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）

― 不落

209 平成30年11月20日

185-1 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）

― 不成立（1者応札）

208 平成30年11月14日

186 デジタルカラー複合機リース（中和小学
校）

207 平成30年11月13日

185 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）

― 不調

206 平成30年11月13日

181-1 除雪車エッジ等消耗品（ＴＣＭ）購入
（建設課）

― 不落

205 平成30年11月1日

182 除雪車エッジ等消耗品（トラック）購入
（建設課）

204 平成30年11月1日

181 除雪車エッジ等消耗品（ＴＣＭ）購入
（建設課）

203 平成30年11月1日

180 除雪車エッジ等消耗品（コマツ）購入
（建設課）

202 平成30年10月30日 184 エコカラーマット購入（北房小学校）
201 平成30年10月29日 164-2 移動式図書館自動車購入(生涯学習課)
200 平成30年10月23日

183 デジタル印刷機リース《№２》（北房小
学校）
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\36,181(月額)

日笠商事株式会社
営業所

¥676,332 原

商店

― 不調
¥805,018 原

商店

¥160,000 有限会社名和香美堂
― 不落
\9,200(月額) 池田教材有限会社

真庭

競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

件

見積徴取日・開札日

199 平成30年10月23日

名

179 除雪車エッジ等消耗品（CAT）購入（建
設課）

198 平成30年10月18日 175 除雪車チェーン等消耗品購入（建設課）
197 平成30年10月18日 173 移動式解体処理車購入（農業振興課）
196 平成30年10月18日 172 凍結防止剤購入（建設課）
195 平成30年10月18日 171 単柱式スノーポール購入（建設課）

落札金額(税抜）

落

札

¥362,240 原

商店

¥1,833,010 原

商店

¥22,822,223

者

長野トヨタ自動車株式会
社 特殊法人営業部

¥2,618,700 原
¥560,000

業

商店

株式会社岡山ホンムラ 真
庭営業所

194 平成30年10月18日

170 焼却炉乾燥火格子部品購入（クリーンセ
ンターまにわ）

193 平成30年10月18日

168 消防団員用活動服（上下服）購入（危機
管理課）

192 平成30年10月18日

167 消火栓用器具及び同格納箱購入(危機管
理課)

191 平成30年10月18日

166 トレーニングマシン エルゴメーター購
入(落合振興局)

¥770,000 有限会社トライ企画

190 平成30年10月18日

165 真庭市社会科副読本印刷製本業務(学校
教育課)

¥375,000 真庭印刷工業株式会社

189 平成30年10月18日 164-1 移動式図書館自動車購入(生涯学習課)

¥1,071,000 日立造船株式会社
¥938,700 有限会社トライ企画
¥1,315,060

株式会社岡山ホンムラ 真
庭営業所

― 不調

188 平成30年10月16日

178 印鑑登録証(プラスチックカード式)作成
(市民課)

¥123,000 作陽印刷工業株式会社

187 平成30年10月16日

177 小型除雪機借上げ(蒜山中学校)[教育総
務課]

¥220,720

三共リース株式会社 真庭
営業所

186 平成30年10月16日

176 スノーモービル借上(蒜山中学校)[教育
総務課]

¥315,900

三共リース株式会社 真庭
営業所

185 平成30年10月11日

174 パンフレット印刷(英語、簡体字、繁体
字、韓国語)[産業政策課]

¥337,000 真庭印刷工業株式会社

184 平成30年10月10日 169 消防団員用安全靴購入(危機管理課)
183 平成30年10月4日 164 移動式図書館自動車購入(生涯学習課)

¥414,350 株式会社赤木商店
― 不成立

182 平成30年9月20日

163 小型動力ポンプ付積載車購入(落合62)(危機管理課)

¥5,501,000

有限会社
売

181 平成30年9月20日

162 介護用品(紙おむつ等)購入及び支給
【後期】(高齢者支援課)

¥1,775,000

有限会社ケアサポートふ
くしま

180 平成30年9月20日

161 電話交換機等購入(天津小学校)[教育総
務課]

¥220,000 コムパス株式会社

179 平成30年9月20日

160 電話交換機等購入(勝山小学校)[教育総
務課]

¥560,000 株式会社

178 平成30年9月20日 158
177 平成30年9月20日

146-1 災害用毛布及びロールマット購入(危
機管理課)

176 平成30年9月11日 103-3
175 平成30年9月6日

背負式消火水のう購入(危機管理課)

多目的自動車購入(消防警防課)

159 AR作成アプリケーションライセンス購
入(学校教育課)
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¥816,000

勝山ホンダ販

橋本通信工業

株式会社 岡山ホンムラ
真庭営業所

¥1,371,000 有限会社トライ企画
― 不落
¥222,000 株式会社ランネット

競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

件

見積徴取日・開札日

174 平成30年8月30日 103-2

名

多目的自動車購入(消防警防課)

173 平成30年8月30日

152 デジタルフルカラー複合機リース(勝山
振興局)

172 平成30年8月30日

157 広報真庭取材用デジタルカメラ等購入
(秘書広報課)

171 平成30年8月30日 155

ペットボトル売却(平成30年度後期)

170 平成30年8月30日 156

冷蔵用ショーケース購入(落合振興局)

落札金額(税抜）

落

札

業

者

― 不調
\37,100(月額) 株式会社ランネット
¥306,800 株式会社ランネット
― 不成立
¥580,000 山縣電機工業株式会社

169 平成30年8月28日

154 蒜山郷土博物館展示用パネル、パー
テーション購入(生涯学習課)

¥159,000 有限会社

168 平成30年8月23日

153 湯原温泉郷散策マップ「さんぽみち」
印刷業務(湯原振興局)

¥171,000 作陽印刷工業株式会社

167 平成30年8月21日

147 デジタルカラー複合機リース(くらし安
全課)

166 平成30年8月21日 136

デジタルカラー複合機リース(市民課)

165 平成30年8月21日 150

双眼実体顕微鏡購入(勝山中学校)

164 平成30年8月21日

149 プロジェクター・スクリーンセット購
入(落合中学校)

よこや商店

\26,678(月額) マニワ事務機
\20,590(月額) マニワ事務機
¥288,000 有限会社

利久教材

¥169,000 株式会社ランネット

163 平成30年8月21日 148

通路用マット購入(落合中学校)

¥231,000 有限会社

162 平成30年8月20日 151

消防用資機材一式購入(消防警防課)

¥194,200

株式会社
プ

前田金物店
岡山森田ポン

161 平成30年8月10日

146 災害用毛布購入(平成30年7月豪雨補充
分)(危機管理課)

160 平成30年8月10日

144 災害用備蓄飲料購入(平成30年7月豪雨
補充分)(危機管理課)

159 平成30年8月10日

143 災害用備蓄食糧購入(平成30年7月豪雨
補充分)(危機管理課)

158 平成30年8月10日

142
校)

157 平成30年8月9日

127 小型動力ポンプ付積載車購入(蒜山44)(危機管理課)

¥5,550,000

有限会社
ス

石坂モーター

156 平成30年8月9日

126 小型動力ポンプ付積載車購入(蒜山42)(危機管理課)

¥5,551,000 有限会社

クボタオート

155 平成30年8月9日

125 小型動力ポンプ付積載車購入(蒜山33)(危機管理課)

¥5,551,000 蒜山運送株式会社

154 平成30年8月9日

124 小型動力ポンプ付積載車購入(落合42)(危機管理課)

¥5,500,000 東真産業株式会社

153 平成30年8月9日

123 小型動力ポンプ積載車購入(落合22)(危機管理課)

¥2,461,500 中村モータース

152 平成30年8月9日

122 小型動力ポンプ積載車購入(落合15)(危機管理課)

¥4,401,000 有限会社

デジタルカラー複合機リース(八束小学

― 不調
¥414,072 有限会社トライ企画
¥1,035,300 有限会社
¥33,305

真庭消防設備

日笠商事株式会社
営業所

真庭消防設備

151 平成30年8月7日 141

百葉箱購入(遷喬小学校)

¥265,000 有限会社

利久教材

150 平成30年8月7日 140

薬品庫購入(遷喬小学校)

¥230,000 有限会社

利久教材
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真庭

競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

件

見積徴取日・開札日

149 平成30年7月31日 103-1

名

多目的自動車購入(消防警防課)

落札金額(税抜）

落

札

業

者

― 不落

148 平成30年7月31日 139

災害用備蓄飲料購入(危機管理課)

¥418,320 有限会社

真庭消防設備

147 平成30年7月31日 138

災害用備蓄食糧購入(危機管理課)

¥919,100 有限会社

真庭消防設備

146 平成30年7月31日

130 真庭市美甘振興局電話交換機等設備購
入(美甘振興局)

¥750,000 株式会社

橋本通信工業

145 平成30年7月31日

129 加熱脱塩素化処理装置用部品購入(ク
リーンセンターまにわ)

¥820,000 日立造船株式会社

144 平成30年7月24日 137

耐切創性手袋購入(危機管理課)

143 平成30年7月24日

133 デジタル印刷機リース契約（北房小学
校）

142 平成30年7月19日

110
課)

除雪ドーザ(8t級、車輪式)購入(建設

141 平成30年7月19日 109

多目的緊急自動車購入(消防警防課)

140 平成30年7月19日 103

多目的自動車購入(消防警防課)

¥413,000 有限会社

真庭消防設備

\9,200(月額) 池田教材有限会社
¥10,680,000 原
¥3,258,371

商店

有限会社落合自動車整備
工場

― 不調

139 平成30年7月19日

97-2 湯原こども園厨房器具購入(子育て支
援課)

¥630,000 東真産業株式会社

138 平成30年7月19日

97-1 八束こども園厨房器具購入(子育て支
援課)

¥765,000 東真産業株式会社

137 平成30年7月19日 77

軽四貨物自動車購入(No.6)(財産活用課)

136 平成30年7月19日 76

軽四貨物自動車購入(No.5)(財産活用課)

¥1,111,111 ONE AUTO

135 平成30年7月19日 75

軽四貨物自動車購入(No.4)(財産活用課)

¥1,117,760 有限会社松原商会

134 平成30年7月18日

118-1
課)

学校用統合サーバリース(学校教育

133 平成30年7月17日

135 デジタルフルカラー複合機リース(教育
総務課)

¥908,601 中田エンヂニアリング

株式会社両備システムイ
\288,000(月額) ノベーションズ 真庭営
業所
日笠商事株式会社 真庭
\138,700(月額)
営業所

132 平成30年7月17日 134

玄そば脱皮機購入(湯原振興局)

¥462,000 池田農機

株式会社

131 平成30年7月12日 132

救急隊員感染防止衣購入(消防警防課)

¥458,700 株式会社

メディウェル

130 平成30年7月12日

131 ダストフィルタ用セラミックフィルタ
購入(クリーンセンターまにわ)

129 平成30年7月12日

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

128 平成30年7月12日 118

学校用統合サーバリース(学校教育課)

127 平成30年7月12日

117 水処理用薬品 脱水用カチオン系高分
子凝集剤購入(旭水苑)

126 平成30年7月11日

128 ハンマーナイフ式草刈装置購入(蒜山振
興局)

125 平成30年7月5日 121

消防用資機材購入(警防課)
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美津吉商事株式会社 真
庭営業所
株式会社両備システムイ
¥496,000 ノベーションズ 真庭営
業所
¥355,200

― 不成立
¥610

アタカメンテナンス株式
会社 大阪支店

¥5,400,000 津山重機工業株式会社
¥239,500

株式会社 岡山ホンムラ
真庭営業所

競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

件

見積徴取日・開札日

名

落札金額(税抜）

落

札

業

者

124 平成30年7月4日

113-1 小型動力ポンプ購入(久世３-２)(危
機管理課)

¥1,130,000 有限会社真庭消防設備

123 平成30年7月4日

112-1 小型動力ポンプ購入(久世３-１)(危
機管理課)

¥1,130,000 有限会社真庭消防設備

122 平成30年7月4日

111-1 小型動力ポンプ購入(北房１-２)(危
機管理課)

¥1,140,000 東洋ポンプ株式会社

121 平成30年6月28日 120

デジタル簡易無線機購入(農業振興課)

¥159,000

日笠商事株式会社
営業所

120 平成30年6月26日

114 小型動力ポンプ購入(勝山１-４)(危機
管理課)

119 平成30年6月26日

113 小型動力ポンプ購入(久世３-２)(危機
管理課)

― 不調

118 平成30年6月26日

112 小型動力ポンプ購入(久世３-１)(危機
管理課)

― 不調

117 平成30年6月26日

111 小型動力ポンプ購入(北房１-２)(危機
管理課)

― 不調

116 平成30年6月25日

108 敬老会全体記念品(とみはら煎茶)購入
(高齢者支援課)

¥1,150,000 有限会社真庭消防設備

¥4,104,000

とみはらお茶プロジェク
ト

115 平成30年6月22日 106

落合こども園厨房器具購入(子育て支援課)

¥280,000 池田農機株式会社

114 平成30年6月21日 116

ピアノ運搬機購入（北房中学校）

¥316,800 池田教材有限会社

113 平成30年6月21日 115

ヘッドライト 購入(消防警防課)

¥185,310 有限会社トライ企画

087 津黒高原荘多目的室エアコン購入(蒜山
振興局)

¥533,000 有限会社セノオ電器

112 平成30年6月21日

111 平成30年6月19日 107

郷原漆器吸物椀購入(高齢者支援課)

¥421,800 郷原漆器生産振興会

110 平成30年6月19日

105 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)

¥434,600

109 平成30年6月19日

102
わ)

¥398,000 池田農機

pH計部品購入(クリーンセンターまに

108 平成30年6月19日 096

水道用緩速ろ過砂購入(水道課)

107 平成30年6月18日 104

八束こども園物置購入(子育て支援課)

106 平成30年6月14日

101
校)

給食用絵柄付食器(菜皿)購入(落合中学

¥3,300,000

美津吉商事株式会社
庭営業所

¥250,000 池田農機

島

株式会社

¥147,400 キッチンハウスさかい

グランド土壌安定剤(久世中学校)

¥318,000 原

商店

104 平成30年6月14日 099

グランド土壌安定剤(落合中学校)

¥318,000 原

商店

103 平成30年6月14日 098

土壌安定剤購入(蒜山中学校)

¥254,400 原

商店

霊柩車購入(環境課)

真

株式会社

西戸崎興産株式会社
根事業所

105 平成30年6月14日 100

102 平成30年6月14日 051-1

真庭

¥17,606,000 相互自動車株式会社

101 平成30年6月5日 095

隊員用保護具(警防課)

¥208,800

株式会社
プ

岡山森田ポン

100 平成30年6月5日 093

図書室用書架購入(落合中学校)

¥210,000

有限会社
店

櫻井たんす本
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競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

件

見積徴取日・開札日

99 平成30年6月5日 091
98 平成30年6月5日

088
課)

97 平成30年6月4日 094
96 平成30年6月1日 050-3

名

クラシックギター購入(落合中学校)
デジタルフルカラー複合機リース(総務
物置購入(落合中学校グランド用)
小型ロータリー除雪車(建設課)

落

札

業

\143,665(月額) マニワ事務機
¥188,000 池田農機

株式会社

¥21,500,000 津山重機工業株式会社

090
校)

94 平成30年5月31日

085 重金属固定材(キレート)購入(クリーン
センターまにわ)

\83,800(1缶) 矢切薬品株式会社

93 平成30年5月30日

089 健康管理システム用パソコンリース(健
康推進課)

\12,000(月額) 株式会社ランネット

91 平成30年5月29日 050-2
90 平成30年5月22日

083-1
課)

真庭市封筒印刷(総務課)
小型ロータリ除雪車(建設課)
自動心臓マッサージ器購入(消防警防

¥139,000 有限会社名和香美堂

¥778,000 作陽印刷工業株式会社
― 不成立
¥2,830,000 株式会社

メディウェル

89 平成30年5月22日 084

パーティション購入(北房小学校)

¥231,000 池田教材有限会社

88 平成30年5月22日 080

生ごみ収集用バケツ購入(環境課)

¥265,000 株式会社十字屋

87 平成30年5月22日

046-2
課)

86 平成30年5月17日

083
課)

軽四貨物自動車購入(No.1)(財産活用
自動心臓マッサージ器購入(消防警防

85 平成30年5月17日 082

熱画像装置購入(消防警防課)

84 平成30年5月17日 081

真庭市指定収集用ごみ袋購入(環境課)

83 平成30年5月17日

079
課)

ビデオ硬性挿管用咽頭鏡購入(消防警防

¥1,131,649

合同会社インタラクショ
ンガレージ

― 不成立
¥632,000

株式会社 岡山ホンムラ
真庭営業所

¥12,649,600 中国衛材株式会社
¥325,600 株式会社

メディウェル
ジェイユウ

82 平成30年5月15日 074

半袖・長袖Tシャツ購入(消防総務課)

¥250,700 株式会社

81 平成30年5月15日 073

冬制服購入(消防総務課)

¥214,950 興和産業株式会社

80 平成30年5月15日 072

活動靴購入(消防総務課)

¥188,320 株式会社赤木商店

79 平成30年5月15日 071

編上靴購入(消防総務課)

¥224,000 株式会社赤木商店

78 平成30年5月15日 070

防火靴購入(消防総務課)

¥725,000 株式会社赤木商店

77 平成30年5月15日 069

防火服購入(消防総務課)

¥4,605,200 興和産業株式会社

76 平成30年5月15日 068

救急服購入(消防総務課)

¥755,200 興和産業株式会社

75 平成30年5月15日 067

活動服購入(消防総務課)

¥997,850 興和産業株式会社

7/10

者

¥215,000 池田教材有限会社

95 平成30年5月31日

92 平成30年5月30日 086

走り高跳び用エバーマット購(蒜山中学

落札金額(税抜）

競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

件

見積徴取日・開札日

74 平成30年5月15日 066

名

救助服購入(消防総務課)

落札金額(税抜）

落

札

業

者

¥563,000 興和産業株式会社

73 平成30年5月10日

064 広報真庭取材用デジタルカメラ購入(秘
書広報課)

¥215,720 株式会社ランネット

72 平成30年5月10日

078
課)

¥175,000 光栄広告社

71 平成30年5月10日

065 焼却炉燃焼火格子部品購入(クリーンセ
ンターまにわ)

¥1,080,000 日立造船株式会社

70 平成30年5月10日

059
課)

¥5,697,900 ワイテック工業株式会社

69 平成30年5月10日 058
68 平成30年5月10日

火災予防防火標語横断幕作成(消防予防

簡易水道事業水道メーター器購入(水道
水道事業水道メーター器購入(水道課)

057 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)

67 平成30年5月10日 050

小形ロータリ除雪車(建設課)

¥3,778,550

株式会社大東
所

落合営業

\3,870(10kg) 矢切薬品株式会社
― 不成立

66 平成30年5月10日

053-1
局)

プレハブ冷凍冷蔵庫購入(蒜山振興

65 平成30年5月10日

046-1
課)

軽四貨物自動車購入(№1)(財産活用

64 平成30年5月9日

063 指導者用デジタル教材等リース(北房小
学校)(学校教育課)

\15,500(月額) 株式会社ランネット

63 平成30年5月9日

062 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)

\358,350(月額) 株式会社ランネット

62 平成30年5月9日

061-1
課)

61 平成30年4月26日

061
課)

60 平成30年4月26日

060 介護用品(紙おむつ等)購入及び支給
【前期】(高齢者支援課)

水路用害虫駆除薬剤(錠剤)購入(環境
水路用害虫駆除薬剤(錠剤)購入(環境

¥1,550,000 山縣電機工業株式会社
― 不落

¥1,875,000

真庭環境衛生管理株式会
社

― 不成立
¥1,885,200 ㈲ケアサポートふくしま

59 平成30年4月26日 053

プレハブ冷凍冷蔵庫購入(蒜山振興局)

― 不調

58 平成30年4月26日 051

霊柩車購入(環境課)

― 不成立

57 平成30年4月26日

049 コミュニティバス用中型バス購入(くら
し安全課)

¥22,170,000 ㈲真庭自動車整備工場

56 平成30年4月24日 052

軽四貨物自動車購入(農業振興課)

55 平成30年4月24日 048

軽四乗用自動車購入(№3)(財産活用課)

¥720,407 谷奥モータース

54 平成30年4月24日 047

軽四貨物自動車購入(№2)(財産活用課)

¥1,138,398 清水自動車工業

53 平成30年4月24日 046

軽四貨物自動車購入(№1)(財産活用課)

52 平成30年4月24日

045
室)

現地調査用軽四貨物自動車(国土調査

51 平成30年4月24日

044 中央図書館用軽四貨物自動車購入(生涯
学習課)

50 平成30年4月20日

056
課)

デジタルカラー複合機リース(財産活用
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¥1,137,575 今尾自動車整備工場

― 不調
¥1,047,000 ㈲藤本モータース
¥1,157,650 ㈱河部モータース
\34,775(月額) マニワ事務機

競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

件

見積徴取日・開札日

49 平成30年4月20日 055

名

カラー複合機リース(危機管理課)

落

札

業

者

\37,447(月額) マニワ事務機

48 平成30年4月20日

054
課)

47 平成30年3月30日

017-1 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)

\9,000(10kg)

真庭環境衛生管理株式会
社

46 平成30年3月30日

015-1 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

45 平成30年3月30日

013-1 久世浄化センター高分子凝集剤(脱水
剤)購入(下水道課)

\18,100(15kg)

真庭環境衛生管理株式会
社

44 平成30年3月30日

002-1 活性炭入り消石灰購入(真庭北部ク
リーンセンター)

\720(10kg) 中山石灰工業株式会社

43 平成30年3月30日

001-1 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) 株式会社赤木商店

42 平成30年3月30日

031 落合地区水道施設
ウム購入(水道課)

41 平成30年3月23日 043

デジタルモノクロ複合機リース(建設

落札金額(税抜）

水道用

ポリ塩化アルミニ

ＤＰＤマジック購入(水道課)

40 平成30年3月23日

042 湯原地区水道施設
ウム購入(水道課)

次亜塩素酸ナトリ

39 平成30年3月23日

041 勝山地区水道施設
ウム購入(水道課)

次亜塩素酸ナトリ

38 平成30年3月23日 040

勝山地区水道施設

食塩購入(水道課)

37 平成30年3月23日

039
課)

落合地区水道施設

消石灰購入(水道

36 平成30年3月23日

038 北房地区水道施設
ウム購入(水道課)

次亜塩素酸ナトリ

35 平成30年3月23日

037 北房地区水道施設
ウム購入(水道課)

ポリ塩化アルミニ

34 平成30年3月23日

036 落合地区水道施設
(水道課)

液化炭酸ガス購入

33 平成30年3月23日

035 北房地区水道施設
道課)

苛性ソーダ購入(水

32 平成30年3月23日 034北房地区水道施設

硫酸購入(水道課)

31 平成30年3月23日

033 真庭市水道施設
入(水道課)

ピューラックス-Ｓ購

30 平成30年3月23日

032 落合地区水道施設
ウム購入(水道課)

29 平成30年3月23日

030 落合・久世地区水道施設
ナトリウム購入(水道課)

28 平成30年3月23日

029 衛生マット等リース(勝山学校給食共同
調理場)

次亜塩素酸ナトリ
次亜塩素酸

\19,631(月額) マニワ事務機

\30(1kg) 株式会社

ナカ産業

\1,900(200包入) 中国衛材株式会社
\39(1kg) 株式会社

ナカ産業

\1,220(20kg) 中国衛材株式会社
\1,350(25kg) 西本薬品株式会社
\39(1kg) 中山石灰工業株式会社
\1,150(20kg) 株式会社

ナカ産業

\1,150(20kg) 株式会社

ナカ産業

\145(1kg)

高山産業株式会社 久世支
店

\37(1kg) メッキン産業株式会社
\60(1kg) メッキン産業株式会社
\3,300(20kg)

株式会社オーヤラックス
岡山営業所

\35(1kg)

株式会社オーヤラックス
岡山営業所

\51(1kg) 株式会社赤木商店
¥282,600 有限会社コナン

27 平成30年3月23日 028

足温泉館芳香剤等購入(湯原振興局)

¥141,050 有限会社コナン

26 平成30年3月23日 027

湯本温泉館芳香剤等購入(湯原振興局)

¥309,400 有限会社コナン

25 平成30年3月23日

026 蒜山浄化センターほか
(下水道課)

ポリテツ購入
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\50(1kg)

真庭環境衛生管理株式会
社

競争見積徴取結果一覧表（物品）
№

件

見積徴取日・開札日

名

24 平成30年3月23日

025 美新浄化センター高分子凝集剤(脱水
剤)購入(下水道課)

23 平成30年3月23日

024 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)

22 平成30年3月23日

023 蒜山・美新浄化センターほか
購入(下水道課)

21 平成30年3月23日

022 キレート剤購入(真庭北部クリーンセン
ター)

20 平成30年3月23日

021 湯本温泉館衛生マット等賃貸借(湯原振
興局)

塩素剤

19 平成30年3月23日 020

寝具リース(消防総務課)

18 平成30年3月23日 019

真庭市図書館だより印刷(生涯学習課)

17 平成30年3月23日

017 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)

16 平成30年3月23日

016 美新浄化センター水処理用薬品(中和
剤)購入(下水道課)

15 平成30年3月23日

015 落合浄化センター高分子凝集剤(脱水
剤)購入(下水道課)

14 平成30年3月23日

014 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)

13 平成30年3月23日

013 久世浄化センター高分子凝集剤(脱水
剤)購入(下水道課)

12 平成30年3月23日 012
11 平成30年3月23日

011
苑)

10 平成30年3月23日

水処理用活性炭購入(旭水苑)
水処理用薬品(塩化第二鉄)購入(旭水

落札金額(税抜）
\5,500(10kg)

落

札

ナカ産業

真庭環境衛生管理株式会
社

\440(1kg) 株式会社

ナカ産業

¥453,700 有限会社コナン
\1,632(日額)

株式会社
営業所

小山商会 岡山

¥75,000 富岡印刷㈱
― 不成立
\38(1kg) 株式会社

ナカ産業

― 不成立
\50(1kg)

真庭環境衛生管理株式会
社

― 不成立
\265(1kg) 岡山薬品工業株式会社
\410(10kg) 株式会社

ナカ産業

010 水処理用薬品(液体苛性ソーダ)購入(旭
水苑)

\300(10kg) 株式会社

ナカ産業

9 平成30年3月23日

009 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

8 平成30年3月23日

008 水処理用薬品(低食次亜塩素酸ソーダ)
購入(旭水苑)

\377(10kg) 株式会社シンニチロ

7 平成30年3月23日 007

真庭北部クリーンセンター古紙類売却

6 平成30年3月23日 006

¥1,367,800 株式会社

大下商店

クリーンセンターまにわ古紙類売却

¥911,400 株式会社

大下商店

5 平成30年3月23日 005

ペットボトル売却(平成30年度前期)

\10(10kg) 株式会社

大下商店

4 平成30年3月23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30年3月23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

2 平成30年3月23日

002 活性炭入り消石灰購入(真庭北部クリー
ンセンター)

― 不調

1 平成30年3月23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)

― 不成立

10/10

者

真庭環境衛生管理株式会
社

\47(1kg) 株式会社
\9,500(15kg)

業

