
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

313 令和3年3月12日
280 第８期真庭市高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画書印刷（高齢者支援課）

¥176,000 富岡印刷株式会社

312 令和3年3月12日
279 第８期真庭市高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画書印刷【概要版】（高齢者支援課）

¥223,000 真庭印刷工業　株式会社

311 令和3年3月4日 268 デジタルサイネージ購入（産業政策課） ¥8,100,000 株式会社ランネット

310 令和3年3月3日
270 スライサー、スライサーシンク購入（教
育総務課）

¥1,201,000 東真産業株式会社

309 令和3年3月3日 269 足温泉館体組成計購入（湯原振興局） ¥675,000 有限会社トライ企画

308 令和3年3月2日
278 湯原温泉郷パンフレット印刷（湯原振興
局）

¥175,700 富岡印刷株式会社

307 令和3年3月2日
277 蒜山ミュージアム　アンプスピーカー等
購入（スポーツ・文化振興課）

¥154,800 有限会社　武田電器商会

306 令和3年3月2日
276 蒜山ミュージアム　スタンド等購入（ス
ポーツ・文化振興課）

¥243,180 有限会社　よこや商店

305 令和3年3月2日 275 真庭市防災マップ印刷（危機管理課） ¥1,367,000 真庭印刷工業　株式会社

304 令和3年3月2日
274 第４次真庭市男女共同参画基本計画書印
刷（くらし安全課）

¥252,000 真庭印刷工業　株式会社

303 令和3年3月2日
267 蒜山ミュージアム　スタッキングチェア
等購入（スポーツ・文化振興課）

¥396,850 マニワ事務機

302 令和3年2月26日
273 教師用指導書・指導用教材購入（第3地
区）（学校教育課）

¥1,898,200 池田書店有限会社

301 令和3年2月26日
272 教師用指導書・指導用教材購入（第2地
区）（学校教育課）

¥5,398,300 有限会社　高井文研堂

300 令和3年2月26日
271 教師用指導書・指導用教材購入（第1地
区）（学校教育課）

¥3,705,000 有限会社名和香美堂

299 令和3年2月26日
262-1 蒜山ミュージアム ビデオモニター等
購入（スポーツ・文化振興課）

¥599,800 有限会社　武田電器商会

298 令和3年2月26日
260-1 中学校指導者用デジタル教科書（国
語・数学）購入（学校教育課）

¥3,080,000 株式会社ランネット

297 令和3年2月25日
265-1 使い捨て舌圧子付鼻鏡及び耳鏡購入
（学校教育課）

¥602,550 有限会社トライ企画

296 令和3年2月16日
044-1 真庭市広報広聴事業用デスクトップ型
ワークステーションリース（秘書広報課）

― 不成立（応札なし）

295 令和3年2月12日
264 蒜山ミュージアム 足止め等購入（ス
ポーツ・文化振興課）

¥759,200 株式会社ランネット

294 令和3年2月12日
263 蒜山ミュージアム 高所作業台車購入
（スポーツ・文化振興課）

¥698,000
株式会社岡山ホンムラ 真
庭営業所

293 令和3年2月12日
262 蒜山ミュージアム ビデオモニター等購
入（スポーツ・文化振興課）

― 不落

292 令和3年2月12日
261 蒜山ミュージアム ＬＥＤスポットライ
ト購入（スポーツ・文化振興課）

¥1,241,000 有限会社　オオタ電業

291 令和3年2月9日
259 空気清浄機購入（北部地区）（学校教育
課）

¥1,167,150 有限会社テシマ電器商会

290 令和3年2月9日
258 空気清浄機購入（南部地区）（学校教育
課）

¥3,053,000 株式会社ランネット

289 令和3年2月5日
265 使い捨て舌圧子付鼻鏡及び耳鏡購入（学
校教育課）

― 不落

288 令和3年2月5日
260 中学校指導者用デジタル教科書（国語・
数学）購入（学校教育課）

― 不成立（１者応札）
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287 令和3年2月4日
266 焼却炉監視システム　カメラ用部品購入
（クリーンセンターまにわ）

¥278,500 有限会社　前田金物店

286 令和3年1月26日 257 生涯学習情報誌印刷（生涯学習課） ¥271,000 真庭印刷工業　株式会社

285 令和3年1月21日
256 東京2020オリンピック聖火リレー真庭市ス
タッフユニフォーム購入(スポーツ・文化振興課)

¥240,800
有限会社　桜井たんす本
店

284 令和3年1月19日
254 真庭市長市議会議員選挙に係る選挙公報
印刷（総務課）

¥270,000 富岡印刷株式会社

283 令和3年1月19日 250 折りたたみ机購入（北房中学校） ¥351,000 有限会社　よこや商店

282 令和3年1月15日
253 真庭市長・市議会議員選挙投票関係用紙
印刷（総務課）

¥441,000 作陽印刷工業株式会社

281 令和3年1月14日
249-1 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

280 令和3年1月7日
255 令和３年度真庭市当初予算書印刷製本
（財政課）

¥228,000 真庭印刷工業　株式会社

279 令和3年1月7日
233-2 城北塾オーニングテント購入（学校教
育課）

¥433,000 有限会社トライ企画

278 令和2年12月25日
233-1 城北塾オーニングテント購入（学校教
育課）

― 不成立（１者応札）

277 令和2年12月24日
252 デジタルフルカラー複合機リース（湯原
振興局）

\38,503(月額)
日笠商事株式会社 真庭営
業所

276 令和2年12月24日
251 デジタルフルカラー複合機リース（北房
学校給食センター）

\8,950(月額)
日笠商事株式会社 真庭営
業所

275 令和2年12月24日
248 デジタルモノクロ複合機リース（蒜山振
興局）

\22,392(月額) マニワ事務機

274 令和2年12月24日
246 川上こども園エアコン購入（子育て支援
課）

¥1,070,000 池田農機　株式会社

273 令和2年12月24日
245 八束こども園エアコン購入（子育て支援
課）

¥1,270,000 池田農機　株式会社

272 令和2年12月24日
244 中和保育園エアコン購入（子育て支援
課）

¥920,000 池田農機　株式会社

271 令和2年12月24日
243 美甘こども園エアコン購入（子育て支援
課）

¥1,080,000 池田農機　株式会社

270 令和2年12月24日
242 月田保育園エアコン購入（子育て支援
課）

¥310,000 池田農機　株式会社

269 令和2年12月24日
241 勝山こども園エアコン購入（子育て支援
課）

¥580,000 池田農機　株式会社

268 令和2年12月24日
240 久世第二保育園エアコン購入（子育て支
援課）

¥1,074,000 有限会社　武田電器商会

267 令和2年12月24日
239 木山保育園エアコン購入（子育て支援
課）

¥910,000 池田農機　株式会社

266 令和2年12月24日
232-1 デジタルフルカラー複合機リース（税
務課）

\38,139(月額) マニワ事務機

265 令和2年12月23日 249 緊急通報装置機器購入（高齢者支援課） ― 不落

264 令和2年12月22日 238 除雪車チェーン等消耗品購入（建設課） ¥627,006 原　商店

263 令和2年12月22日
237 滑台付ジャングルジム購入（湯原小学
校）（教育総務課）

¥1,372,900 関西遊具株式会社

262 令和2年12月22日
236 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）

\200,000(月額)
株式会社　両備システム
ズ 真庭営業所
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261 令和2年12月17日
247 『真庭市保健だより』印刷（健康推進
課）

¥269,800 富岡印刷株式会社

260 令和2年12月17日
235 無停電電源装置バッテリーパック購入
（水道課）

¥324,000 有限会社　武田電器商会

259 令和2年12月17日 234 物置購入（木山小学校） ¥158,500 キッチンハウスさかい

258 令和2年12月17日
233 城北塾オーニングテント購入（学校教育
課）

― 不成立（１者応札）

257 令和2年12月10日
231 児童扶養手当システム用パソコン・プリ
ンタリース（子育て支援課）

\2,500(月額) 株式会社ランネット

256 令和2年12月10日
230 のり付き窓空き目隠し加工封筒印刷(縦
開き／２本線／１本線／区内特別)(税務課)

¥155,000 作陽印刷工業株式会社

255 令和2年12月10日
229 湯原こども園エアコン購入（子育て支援
課）

¥238,000 有限会社　武田電器商会

254 令和2年12月10日
228 河内こども園エアコン購入（子育て支援
課）

¥369,000 有限会社　武田電器商会

253 令和2年12月10日
227 北房こども園空気清浄機購入（子育て支
援課）

¥175,000 株式会社ランネット

252 令和2年12月8日
232 デジタルフルカラー複合機リース（税務
課）

― 不落

251 令和2年12月8日
224 ひまわり館（多目的交流室・展示ホー
ル）エアコン機器購入（湯原振興局）

¥850,000 有限会社　大倉電器店

250 令和2年12月8日
209-1 ジェットヒーター購入（北部地区）
（学校教育課）

¥930,000
株式会社岡山ホンムラ
真庭営業所

249 令和2年12月8日 195-1 オゾンガス発生装置購入（警防課） ― 不成立（応札なし）

248 令和2年12月7日 226 白梅塾エアコン購入（学校教育課） ¥155,600 有限会社　武田電器商会

247 令和2年12月7日
225 ウイルス対策ソフトライセンス購入（秘
書広報課）

¥1,500,000 株式会社ランネット

246 令和2年11月25日
223-1 プロジェクター、スクリーン購入（米
来小学校）

¥260,000 マニワ事務機

245 令和2年11月20日
223 プロジェクター、スクリーン購入（米来
小学校）

― 契約辞退

244 令和2年11月19日
221 運動機能分析装置・体組成計購入（高齢
者支援課）

¥1,840,000 有限会社トライ企画

243 令和2年11月19日 220 空気清浄機購入（子育て支援課） ¥1,344,000 株式会社ランネット

242 令和2年11月19日
217 木山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）

¥698,500 池田農機　株式会社

241 令和2年11月19日
216 モーノポンプ部品（60・50）購入（旭水
苑）

¥1,082,000 有限会社　オオタ電業

240 令和2年11月18日
219 学校施設用水道レバー購入（北部地区）
（学校教育課）

¥2,109,100 東真産業株式会社

239 令和2年11月18日
218 学校施設用水道レバー購入（南部地区）
（学校教育課）

¥1,830,400 池田農機　株式会社

238 令和2年11月17日
222 明るい家庭づくり作文応募者参加賞購入
（くらし安全課）

¥159,825 有限会社　高井文研堂

237 令和2年11月16日
215 令和3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

236 令和2年11月13日
211 空気清浄機購入（北部地区）（学校教育
課）

¥1,495,000 東真産業株式会社
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235 令和2年11月13日
210 空気清浄機購入（南部地区）（学校教育
課）

¥1,794,000 株式会社ランネット

234 令和2年11月13日
209 ジェットヒーター購入（北部地区）（学
校教育課）

― 不成立（応札なし）

233 令和2年11月13日
208 ジェットヒーター購入（南部地区）（学
校教育課）

¥2,046,000
株式会社岡山ホンムラ
真庭営業所

232 令和2年11月11日
200 雲梯・ハントウ棒購入（月田小学校）
（教育総務課）

¥1,325,000 関西遊具株式会社

231 令和2年11月11日
199 ブランコ・雲梯購入（落合小学校）（教
育総務課）

¥976,500 関西遊具株式会社

230 令和2年11月10日
214 のり付き窓空き目隠し加工封筒印刷(横
開き／2本線／1本線／区内特別)(税務課)

¥343,000 作陽印刷工業株式会社

229 令和2年11月10日
213 のり付き窓空き目隠し加工封筒印刷(催
告書用／滞納整理対策用)(債権回収対策課)

¥78,450 真庭印刷工業　株式会社

228 令和2年11月10日
212 運動機能分析装置・体組成計用プリン
ター、管理用パソコン購入（高齢者支援課）

¥175,200 株式会社　真庭運創研

227 令和2年11月10日
205 除雪車エッジ等消耗品（TCM・日立）購
入（建設課）

¥527,000 有限会社　古瀬工務店

226 令和2年11月10日
204 除雪車エッジ等消耗品（コマツ）購入
（建設課）

¥605,699 原　商店

225 令和2年11月10日
193 簡易型避難所用テント購入（危機管理
課）

¥2,262,000 有限会社名和香美堂

224 令和2年11月10日 192 非常用排便袋購入（危機管理課） ¥462,000 有限会社トライ企画

223 令和2年11月5日 206 凍結防止剤購入（建設課） ¥1,565,600 原　商店

222 令和2年11月5日 195 オゾンガス発生装置購入（警防課） ― 不成立（応札なし）

221 令和2年10月29日 207 プロジェクター購入（北房小学校） ¥333,000 株式会社ランネット

220 令和2年10月26日
194 表彰状印刷（真庭市長・消防団長）（危
機管理課）

¥253,000 富岡印刷株式会社

219 令和2年10月22日
203 除雪車エッジ等消耗品（トラック）購入
（建設課）

¥188,230 原　商店

218 令和2年10月22日 202 除雪車チェーン等消耗品購入（建設課） ¥296,288 原　商店

217 令和2年10月22日 201 単柱式スノーポール購入（建設課） ¥385,500
株式会社岡山ホンムラ
真庭営業所

216 令和2年10月22日 189 電解水生成装置購入（子育て支援課） ¥5,120,000 東真産業株式会社

215 令和2年10月22日
188 焼却炉燃焼火格子火床板購入（クリーン
センターまにわ）

¥810,000 日立造船株式会社

214 令和2年10月19日
198 小型除雪機借上（美甘小学校）〔教育総
務課〕

¥140,620
三共リース株式会社　真
庭営業所

213 令和2年10月19日
197 小型除雪機借上（蒜山中学校）〔教育総
務課〕

¥220,720
三共リース株式会社　真
庭営業所

212 令和2年10月19日
196 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　真
庭営業所

211 令和2年10月15日
185 明るい家庭づくり作文集印刷製本業務
（くらし安全課）

¥220,000 富岡印刷株式会社

210 令和2年10月13日
191 妊産婦ケア　オンライン対応端末購入
（健康推進課）

¥355,200 株式会社ランネット
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209 令和2年10月13日 184 デジタル印刷機リース（落合中学校） \8,500(月額) マニワ事務機

208 令和2年10月13日
180 消防団員用活動服（上下服）購入（危機
管理課）

¥596,000 有限会社トライ企画

207 令和2年10月12日 190 液晶テレビ購入（遷喬小学校） ¥290,000 有限会社　ミカワデンキ

206 令和2年10月12日
187 使い捨てマスク（子ども用サイズ）購入
（学校教育課）

¥228,800 有限会社　利久教材

205 令和2年10月12日
186 使い捨てマスク（普通サイズ）購入（学
校教育課）

¥102,700 有限会社トライ企画

204 令和2年10月12日
173-1 介護用品(紙おむつ等)購入及び支給
[後期]（高齢者支援課）

¥1,488,285
有限会社ケアサポートふ
くしま

203 令和2年10月6日 183 消防団員用安全靴購入（危機管理課） ¥233,700
株式会社赤木商店　建材
部

202 令和2年10月6日 182 下水道台帳用パソコン購入（下水道課） ¥315,500 株式会社ランネット

201 令和2年10月2日
178 消火栓用器具及び格納箱購入（危機管理
課）

¥923,050
株式会社岡山ホンムラ
真庭営業所

200 令和2年10月2日 176 指導用情報機器等リース（学校教育課） \226,200(月額)
株式会社　両備システム
ズ 真庭営業所

199 令和2年10月2日
175-1 背負い式消火水のう購入（危機管理
課）

¥1,400,000
株式会社岡山ホンムラ
真庭営業所

198 令和2年10月1日
181 デジタルフルカラー複合機リース（勝山
文化センター）

\36,963(月額)
日笠商事株式会社 真庭営
業所

197 令和2年10月1日
179 印鑑登録証（プラスチックカード式）作
成（市民課）

¥117,000 富岡印刷株式会社

196 令和2年9月24日
173 介護用品（紙おむつ等）購入及び支給
【後期】（高齢者支援課）

― 不成立（１者応札）

195 令和2年9月11日 175 背負い式消火水のう購入（危機管理課） ― 不落

194 令和2年9月11日
174 障害者福祉システム用パソコンリース
（福祉課）

\11,500(月額) 株式会社ランネット

193 令和2年9月10日
142-1 消防ポンプ自動車（北房2-1）購入
（危機管理課）

¥16,800,000
株式会社　岡山森田ポン
プ

192 令和2年9月8日 177 マンホールオープナー購入（下水道課） ¥280,000
株式会社赤木商店　建材
部

191 令和2年8月27日
172 神庭の滝自然公園入園券印刷業務（勝山
振興局）

¥149,400 富岡印刷株式会社

190 令和2年8月27日 171 観音扉付きカゴ台車購入（警防課） ¥289,000
株式会社岡山ホンムラ
真庭営業所

189 令和2年8月27日
170 人権啓発資料「ふれあいＮｏ．１６」印
刷製本業務（くらし安全課）

¥184,000 作陽印刷工業株式会社

188 令和2年8月21日
169 ガス冷却水用25A型コントロール弁購入
（クリーンセンターまにわ）

¥350,000
美津吉商事株式会社　真
庭営業所

187 令和2年8月21日
165-1 洪水地域捜索用胴付き長靴購入（警防
課）

¥298,600
株式会社岡山ホンムラ
真庭営業所

186 令和2年8月20日 168エバーマット購入（落合中学校） ¥275,000 有限会社名和香美堂

185 令和2年8月20日
163 地籍調査事業現地調査用車両購入（国土
調査室）

¥932,162 有限会社藤本モータース

184 令和2年8月18日
167 湯原地域敬老事業記念品（はちみつ）購
入（湯原振興局）

¥648,200 まにわ日本蜜蜂企業組合
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183 令和2年8月18日 166 双眼実体顕微鏡購入（北房中学校） ¥235,000 池田教材有限会社

182 令和2年8月18日 133 手動式スクリーン購入（北房小学校） ¥190,000 株式会社ランネット

181 令和2年8月11日
165 洪水地域捜索用胴付き長靴購入（警防
課）

― 不落

180 令和2年8月11日 164 耐切創性手袋購入（危機管理課） ¥346,260 有限会社トライ企画

179 令和2年8月11日
162 ＣＬＴ建築物移築資材等購入（産業政策
課）

¥733,636,364 三菱地所株式会社

178 令和2年8月11日
157 ＧＩＧＡスクール構想　遠隔授業機器購
入（学校教育課）

¥11,639,500 株式会社ランネット

177 令和2年8月11日 156 大判プリンター購入（木山小学校） ¥306,500 株式会社ランネット

176 令和2年8月6日
154-1 ＡＥＤパッド（ＦＲ３用）購入（警防
課）

¥270,000 有限会社トライ企画

175 令和2年8月4日
161 久世地域敬老事業記念品（紅白素麺）購
入（高齢者支援課）

¥585,000
社会福祉法人　慶光会　ワーク
スひるぜん　製麺屋三座

174 令和2年8月4日
158 北房地域敬老事業記念品（ホタルうど
ん）購入（北房振興局）

¥519,376
一般社団法人　北房観光
協会

173 令和2年8月3日
160 久世地域敬老事業記念品（真庭産緑茶
ティ－バッグ）購入（高齢者支援課）

¥936,000
ＮＰＯ法人　灯心会　ス
カイハート　灯

172 令和2年8月3日
159 落合地域敬老事業記念品（とみはら煎
茶）購入（落合振興局）

¥2,635,800
とみはらお茶プロジェク
ト

171 令和2年8月3日
146-1 教育用情報機器等リース（教育支援セ
ンター）（学校教育課）

\10,800(月額)
株式会社　両備システム
ズ 真庭営業所

170 令和2年7月27日
155 【理振】筋肉付腕の骨格模型購入（北房
小学校）

¥165,000 池田教材有限会社

169 令和2年7月27日
154 ＡＥＤパッド（ＦＲ３用）購入（警防
課）

― 不成立（応札なし）

168 令和2年7月27日 153 双眼実体顕微鏡購入（落合中学校） ¥220,000 有限会社名和香美堂

167 令和2年7月22日 152 動力散水機購入（蒜山振興局） ¥189,000 池田農機　株式会社

166 令和2年7月22日
146 教育用情報機器等リース（教育支援セン
ター）（学校教育課）

― 不成立（１者応札）

165 令和2年7月21日 151 背負い式消火水のう購入（蒜山振興局） ¥412,500
株式会社岡山ホンムラ
真庭営業所

164 令和2年7月21日 150 墜落制止用器具購入（警防課） ¥219,450
株式会社岡山ホンムラ
真庭営業所

163 令和2年7月21日 145 偽造防止用紙作成（市民課） ¥319,500 真庭印刷工業　株式会社

162 令和2年7月16日
144-1 申告支援システム用サーバ・パソコン
リース（税務課）

\213,600(月額)
株式会社　両備システム
ズ 真庭営業所

161 令和2年7月14日
149 図書室用閲覧テーブル購入（勝山小学
校）

¥249,000 有限会社　利久教材

160 令和2年7月14日
148 差押動産保管用倉庫購入（債権回収対策
課）

¥270,000
株式会社岡山ホンムラ
真庭営業所

159 令和2年7月14日 147 両袖デスク購入（勝山中学校） ¥194,500 マニワ事務機

158 令和2年7月9日 137 業務用冷凍庫購入（津黒高原荘） ¥254,000 東真産業株式会社
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157 令和2年7月7日
144 申告支援システム用サーバ・パソコン
リース（税務課）

― 不成立（１者応札）

156 令和2年7月7日
142 消防ポンプ自動車（北房2-1）購入（危
機管理課）

― 不成立（１者応札）

155 令和2年7月7日
141 真庭市内小中学校　アルコール消毒液購
入（学校教育課）

\317(1ﾘｯﾄﾙ) 有限会社トライ企画

154 令和2年7月2日 140 デジタル印刷機リース（天津小学校） \8,500(月額) マニワ事務機

153 令和2年7月2日 139 デジタル印刷機リース（美川小学校） \8,500(月額)
日笠商事株式会社 真庭営
業所

152 令和2年7月2日 138 デジタル印刷機リース（木山小学校） \8,500(月額) マニワ事務機

151 令和2年7月2日 136 大判プリンター購入（久世中学校） ¥195,600
株式会社　両備システム
ズ 真庭営業所

150 令和2年7月2日
135 ジュニアサッカーゴール購入（北房振興
局）

¥325,000 クリアスポーツ株式会社

149 令和2年7月2日 134 更衣ロッカー購入（北房小学校） ¥143,400
有限会社　桜井たんす本
店

148 令和2年7月2日
125-1 真庭市テレワーク用パソコンリース
（総務課）

\29,000(月額) 株式会社ランネット

147 令和2年6月29日
127 湯原こども園食器洗浄機購入（子育て支
援課）

¥668,000 東真産業株式会社

146 令和2年6月29日
083 軽四乗用自動車購入（ＮＯ，４）（財産
活用課）

¥733,569
有限会社　中芝モーター
ス

145 令和2年6月29日
065-1 小型乗用自動車購入（ＮＯ，１）（財
産活用課）

¥1,717,364 有限会社藤森モータース

144 令和2年6月26日
143 投票用紙読取分類機増設ユニット（天地
表裏反転ユニット）購入

¥1,000,000
株式会社ムサシ　中四国
支店

143 令和2年6月26日 132 プロジェクター購入（勝山中学校） ¥234,000
日笠商事株式会社 真庭営
業所

142 令和2年6月26日 131 プロジェクター購入（落合中学校） ¥234,000
日笠商事株式会社 真庭営
業所

141 令和2年6月26日 130 バストロンボーン購入（落合中学校） ¥276,000 池田教材有限会社

140 令和2年6月26日 129 バッテリー充電式投光器購入（警防課） ¥185,000
株式会社岡山ホンムラ
真庭営業所

139 令和2年6月25日 124 災害用備蓄品購入（危機管理課） ¥869,980 有限会社トライ企画

138 令和2年6月25日
123 災害用備蓄食料及び飲料購入（危機管理
課）

¥1,414,840 有限会社トライ企画

137 令和2年6月25日
122 モーノポンプ部品（60・50）購入（旭水
苑）

¥1,110,000 池田農機　株式会社

136 令和2年6月24日
126 重金属固定剤（キレート）購入（クリー
ンセンターまにわ）

\82,000(200kg) 網干産業株式会社

135 令和2年6月24日
125 真庭市テレワーク用パソコンリース（総
務課）

― 不成立（１者応札）

134 令和2年6月24日
061-1 シマンテックエンドポイントプロテク
ション14  ライセンス購入（学校教育課）

¥606,400
株式会社　両備システム
ズ 真庭営業所

133 令和2年6月23日 108 グランド土壌安定剤購入（教育総務課） ¥1,136,850 有限会社　村田建設

132 令和2年6月23日
107 小型動力ポンプ積載車（勝山2-3）購入
（危機管理課）

¥4,700,000 有限会社　真庭消防設備
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131 令和2年6月23日
106 小型動力ポンプ積載車（勝山1-6）購入
（危機管理課）

¥4,750,000 有限会社　真庭消防設備

130 令和2年6月23日
105 小型動力ポンプ積載車（勝山1-1）購入
（危機管理課）

¥4,750,000 有限会社　真庭消防設備

129 令和2年6月23日 055-1 防火服購入（消防総務課） ¥494,700 興和産業株式会社

128 令和2年6月23日 053-1 活動服購入（消防総務課） ¥952,050 興和産業株式会社

127 令和2年6月19日 121 IC旅券交付窓口端末購入（市民課） ¥355,000
日本通信紙株式会社　広
島支店

126 令和2年6月18日
128 デジタルフルカラー複合機リース（湯原
振興局）

\47,000(月額)
日笠商事株式会社 真庭営
業所

125 令和2年6月18日
104 小型動力ポンプ付積載車（蒜山3-4）購
入（危機管理課）

¥5,900,000 有限会社　真庭消防設備

124 令和2年6月18日
103 小型動力ポンプ付積載車（落合4-4）購
入（危機管理課）

¥5,950,000 有限会社　真庭消防設備

123 令和2年6月18日
102 小型動力ポンプ付積載車（落合2-2）購
入（危機管理課）

¥5,900,000 有限会社　真庭消防設備

122 令和2年6月18日
101 小型動力ポンプ付積載車（落合1-3）購
入（危機管理課）

¥5,850,000 有限会社　真庭消防設備

121 令和2年6月16日
120 携帯用塩素殺菌液濃度計購入（下水道
課）

¥231,300
株式会社岡山ホンムラ
真庭営業所

120 令和2年6月16日 119 救急隊員用感染防止衣（警防課） ¥417,000 株式会社　メディウェル

119 令和2年6月16日
117 ランチルーム用テーブル購入（落合中学
校）

¥198,000 有限会社　利久教材

118 令和2年6月16日 116 ビッグファン購入（落合中学校） ¥168,200 有限会社　利久教材

117 令和2年6月16日 115 ユーフォニアム購入（蒜山中学校） ¥164,800 池田教材有限会社

116 令和2年6月16日 113 生物顕微鏡購入（北房中学校） ¥343,000 池田教材有限会社

115 令和2年6月16日
112 落合こども園おさんぽ車購入（子育て支
援課）

¥222,200 有限会社名和香美堂

114 令和2年6月16日
111 落合こども園保育用チェア購入（子育て
支援課）

¥267,000 有限会社名和香美堂

113 令和2年6月12日 100 防災対応電気自動車購入（危機管理課） ¥3,898,400 株式会社　オーク

112 令和2年6月12日
098 デュアル周波数体組成計購入（健康推進
課）

¥438,000 クリアスポーツ株式会社

111 令和2年6月12日
085 軽四乗用自動車購入（ＮＯ，６）（財産
活用課）

¥912,264
株式会社進ボデーショッ
プ

110 令和2年6月11日
114 包丁・まな板殺菌灯付保管庫購入（蒜山
中学校）

¥240,000 有限会社　利久教材

109 令和2年6月11日
110 落合こども園ステンレス折りたたみワゴ
ン購入（子育て支援課）

¥229,700 キッチンハウスさかい

108 令和2年6月11日 109 久世保育園冷蔵庫購入（子育て支援課） ¥155,000 池田農機　株式会社

107 令和2年6月11日
092 デジタルフルカラー複合機リース（落合
振興局）

\29,835(月額)
日笠商事株式会社 真庭営
業所

106 令和2年6月4日
093 ブランコ購入（遷喬小学校）（教育総務
課）

¥1,075,455 ヒルゼンスポーツ
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105 令和2年6月3日 097 小型動力ポンプ購入（危機管理課） ¥3,664,000 有限会社　真庭消防設備

104 令和2年5月29日
096 教師用指導書等購入（第3地区）（学校
教育課）

¥446,122 池田書店有限会社

103 令和2年5月29日
095 教師用指導書等購入（第2地区）（学校
教育課）

¥2,017,625 有限会社　高井文研堂

102 令和2年5月29日
094 教師用指導書等購入（第1地区）（学校
教育課）

¥1,043,717 有限会社名和香美堂

101 令和2年5月29日
086-1 焼却炉火格子部品購入（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰまに
わ）

¥560,000 日立造船株式会社

100 令和2年5月28日
090 ＧＩＧＡスクール構想　学習者用コン
ピュータ購入（学校教育課）

¥130,906,610
株式会社　両備システム
ズ 真庭営業所

99 令和2年5月26日 089 流水救助用ドライスーツ購入（警防課） ¥306,000
株式会社　岡山ホンムラ
真庭営業所

98 令和2年5月26日
084 軽四乗用自動車購入（ＮＯ，５）（財産
活用課）

¥943,627 上田整備

97 令和2年5月26日
082 コミュニティバス用ワンボックス型自動
車購入（くらし安全課）

¥6,809,436 まるみ商事株式会社

96 令和2年5月25日
091 デジタルフルカラー複合機リース（落合
人権・福祉センター）

\10,374(月額) マニワ事務機

95 令和2年5月22日
081 除雪ドーザ（11ｔ級、車輪式）購入（建
設課）

¥13,050,000 原　商店

94 令和2年5月22日 079 携帯用汚泥濃度計購入（下水道課） ¥696,000
真庭環境衛生管理株式会
社

93 令和2年5月21日
088 マグネットスクリーン購入（川上小学
校）

¥160,000 株式会社ランネット

92 令和2年5月21日
087 真庭市立小中学校デジタルドリル購入
（学校教育課）

¥1,490,400
株式会社　両備システム
ズ 真庭営業所

91 令和2年5月21日
086 焼却炉火格子部品購入（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰまに
わ）

― 不成立（１者応札）

90 令和2年5月20日
060-1 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)(学校教育課)

\97,000(月額) 株式会社ランネット

89 令和2年5月19日
067 軽四貨物自動車購入（ＮＯ，３）（財産
活用課）

¥836,446 明幸自動車

88 令和2年5月19日
066 軽四貨物自動車購入（ＮＯ，２）（財産
活用課）

¥977,460 南真自動車工業株式会社

87 令和2年5月19日
065 小型乗用自動車購入（ＮＯ，１）（財産
活用課）

― 不落

86 令和2年5月19日 055 防火服購入（消防総務課） ― 不成立（応札なし）

85 令和2年5月19日 054 防寒衣購入（消防総務課） ¥661,500 有限会社トライ企画

84 令和2年5月19日 053 活動服購入（消防総務課） ― 不成立（応札なし）

83 令和2年5月18日 076-1 精密騒音計購入（環境課） ¥320,000 有限会社トライ企画

82 令和2年5月18日 057-1 救急服購入（消防総務課） ¥364,850 興和産業株式会社

81 令和2年5月18日 056-1 救助服購入（消防総務課） ¥224,000 興和産業株式会社

80 令和2年5月15日
069-1 自動体外式除細動器リース（健康推進
課）

\160,800(月額) 有限会社　利久教材
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79 令和2年5月14日 078 プロジェクター購入（湯原中学校） ¥180,000 池田教材有限会社

78 令和2年5月14日
064 救助用ボート及び救命胴衣購入（危機管
理課）

¥900,000
株式会社　岡山ホンムラ
真庭営業所

77 令和2年5月14日
063 水道事業　水道メーター器購入(水道
課）

¥8,332,780 株式会社大東 落合営業所

76 令和2年5月14日
062 コミュニティバス用中型バス購入（くら
し安全課）

¥18,700,000
有限会社　真庭自動車整
備工場

75 令和2年5月12日
069 自動体外式除細動器リース（健康推進
課）

― 不成立（１者応札）

74 令和2年5月12日 068 真庭市指定収集用ごみ袋購入（環境課） ¥14,404,700 中国衛材株式会社

73 令和2年5月12日
061 シマンテックエンドポイントプロテク
ション14  ライセンス更新（学校教育課）

― 不成立（１者応札）

72 令和2年5月12日
060 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）（学校教育課）

― 不成立（１者応札）

71 令和2年5月12日
059 介護用品（紙おむつ等）購入及び支給
【前期】（高齢者支援課）

¥1,515,265
有限会社ケアサポートふ
くしま

70 令和2年5月8日
077 クレーン用キャプタイヤケーブル購入
（クリーンセンターまにわ）

¥320,000 池田農機　株式会社

69 令和2年5月8日 076 精密騒音計購入（環境課） ― 不落

68 令和2年5月1日
074 自給式空気呼吸器（呼吸用保護具）購入
（警防課）

¥370,000
株式会社　岡山ホンムラ
真庭営業所

67 令和2年5月1日 073 消防用ホース（65mm）購入（警防課） ¥375,000
株式会社赤木商店　建材
部

66 令和2年5月1日 072 救助用ロープ購入（警防課） ¥237,000
株式会社　岡山ホンムラ
真庭営業所

65 令和2年5月1日 070 訓練用安全ネット購入（警防課） ¥264,000
株式会社赤木商店　建材
部

64 令和2年4月30日 071 半袖・長袖Tシャツ購入（消防総務課） ¥270,857 有限会社　好古堂

63 令和2年4月28日 057 救急服購入（消防総務課） ― 不成立（応札なし）

62 令和2年4月28日 056 救助服購入（消防総務課） ― 不成立（応札なし）

61 令和2年4月28日
049 ラジコン草刈機購入（スポーツ・文化振
興課）

¥2,430,000 有限会社東郷商会

60 令和2年4月27日
019 落合地区水道施設　液化炭酸ガス購入
（水道課）

\160(1kg)
高山産業株式会社 久世支
店

59 令和2年4月24日 046 救助工作車Ⅱ型購入（警防課） ¥149,300,000
株式会社　岡山森田ポン
プ

58 令和2年4月24日 045 高規格救急自動車購入（警防課） ¥28,680,000
岡山トヨタ自動車株式会
社 特販部

57 令和2年4月23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）

\3,600(10kg) 矢切薬品株式会社

56 令和2年4月23日
047 水処理用薬品(高分子凝集剤）購入（旭
水苑）

\604(1kg)
浅野アタカ株式会社　広
島支店

55 令和2年4月21日
052 設計・積算用デスクトップパソコンリー
ス（建設課）

\66,400(月額) 株式会社ランネット

54 令和2年4月21日 051 真庭市封筒印刷業務（総務課） ¥966,000 作陽印刷工業株式会社
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53 令和2年4月21日 050 熱中症計購入（学校教育課） ¥355,750 有限会社　利久教材

52 令和2年4月20日 058 気化式冷風機リース（教育総務課） ¥404,600
三共リース株式会社　真
庭営業所

51 令和2年4月16日
044 真庭市広報広聴事業用デスクトップ型
ワークステーションリース（秘書広報課）

― 不落

50 令和2年4月9日
043-1 真庭市立小学校指導者用デジタル教材
（地図）購入（学校教育課）

¥1,200,000 株式会社ランネット

49 令和2年4月9日
042-1 真庭市立小学校指導者用デジタル教科
書（国語・算数）購入（学校教育課）

¥15,940,000 株式会社ランネット

48 令和2年4月7日
043 真庭市立小学校指導者用デジタル教材
（地図）購入（学校教育課）

― 不成立（１者応札）

47 令和2年4月7日
042 真庭市立小学校指導者用デジタル教科書
（国語・算数）購入（学校教育課）

― 不成立（１者応札）

46 令和2年3月31日
036 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 令和2年3月31日
031 落合、美新浄化センター高分子凝集剤
（脱水剤EC-203）購入（下水道課）

\7,000(10kg)
真庭環境衛生管理株式会
社

44 令和2年3月31日
030 落合浄化センター高分子凝集剤（脱水剤
C-350）購入（下水道課）

\1,000(1kg)
真庭環境衛生管理株式会
社

43 令和2年3月31日
029 落合浄化センター高分子凝集剤（脱水剤
L-800）購入（下水道課）

\1,000(1kg)
真庭環境衛生管理株式会
社

42 令和2年3月31日
027 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

41 令和2年3月31日
013 落合地区水道施設　ポリ塩化アルミニウ
ム購入（水道課）

\42(1kg) 株式会社　ナカ産業

40 令和2年3月24日
041 湯本温泉館トイレ用薬剤等購入（湯原振
興局）

¥236,600 有限会社コナン

39 令和2年3月24日
040 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

38 令和2年3月25日 039 寝具リース（消防総務課） \1,750(日額)
株式会社小山商会　岡山
営業所

37 令和2年3月24日
037 デジタルフルカラー複合機リース（川上
小学校）

\32,063(月額)
日笠商事株式会社　真庭
営業所

36 令和2年3月24日
036 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）

― 不成立（１者応札）

35 令和2年3月24日
035 美新、蒜山浄化センターほか　ポリテツ
購入（下水道課）

\65(1kg)
真庭環境衛生管理株式会
社

34 令和2年3月24日
034 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）

\55(1kg) 株式会社　ナカ産業

33 令和2年3月24日
033 美新浄化センター水処理用薬品（中和
剤）購入（下水道課）

\48(1kg) 株式会社　ナカ産業

32 令和2年3月24日
032 落合、美新、蒜山浄化センターほか　塩
素剤購入（下水道課）

\11,000(15kg)
真庭環境衛生管理株式会
社

31 令和2年3月24日
031 落合、美新浄化センター高分子凝集剤
（脱水剤EC-203）購入（下水道課）

― 不成立（１者応札）

30 令和2年3月24日
030 落合浄化センター高分子凝集剤（脱水剤
C-350）購入（下水道課）

― 不成立（１者応札）

29 令和2年3月24日
029 落合浄化センター高分子凝集剤（脱水剤
L-800）購入（下水道課）

― 不成立（１者応札）

28 令和2年3月24日
028 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）

\63(1kg) 岡山薬品工業株式会社
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27 令和2年3月24日
027 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（１者応札）

26 令和2年3月24日 026 水道用　ＤＰＤマジック購入（水道課） \1,900(1箱) 中国衛材株式会社

25 令和2年3月24日
025 湯原地区水道施設　次亜塩素酸ナトリウ
ム購入（水道課）

\41(1kg) 株式会社　ナカ産業

24 令和2年3月24日
024 勝山地区水道施設　次亜塩素酸ナトリウ
ム購入（水道課）

\1,180(20kg) 中国衛材株式会社

23 令和2年3月24日 023 勝山地区水道施設　食塩購入（水道課） \1,350(25kg) 西本薬品株式会社

22 令和2年3月24日
022 落合地区水道施設　消石灰購入（水道
課）

\43(1kg) 株式会社エイチケイ商会

21 令和2年3月24日
021 北房地区水道施設　次亜塩素酸ナトリウ
ム購入（水道課）

\1,140(20kg) 岡山薬品工業株式会社

20 令和2年3月24日
020 北房地区水道施設　ポリ塩化アルミニウ
ム購入（水道課）

\1,140(20kg) 岡山薬品工業株式会社

19 令和2年3月24日
018 北房地区水道施設　苛性ソーダ購入（水
道課）

\37(1kg) メッキン産業株式会社

18 令和2年3月24日 017 北房地区水道施設　硫酸購入（水道課） \67(1kg) メッキン産業株式会社

17 令和2年3月24日
016 落合・久世地区水道施設　次亜塩素酸ナ
トリウム購入（水道課）

\48(1kg) 岡山薬品工業株式会社

16 令和2年3月24日
015 真庭市水道施設　ピューラックス-Ｓ購
入（水道課）

\3,300(20kg)
株式会社オーヤラックス
岡山営業所

15 令和2年3月24日
014 落合地区水道施設　次亜塩素酸ナトリウ
ム購入（水道課）

\42(1kg)
株式会社オーヤラックス
岡山営業所

14 令和2年3月24日
013 落合地区水道施設　ポリ塩化アルミニウ
ム購入（水道課）

\38(1kg) 株式会社　ナカ産業

13 令和2年3月24日 012 水処理用薬品（活性炭）購入（旭水苑） \239(1kg)
浅野アタカ株式会社　広
島支店

12 令和2年3月24日
011 水処理用薬品（塩化第二鉄）購入（旭水
苑）

\450(10kg) 株式会社　ナカ産業

11 令和2年3月24日
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

10 令和2年3月24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

9 令和2年3月24日
008 水処理用薬品（低食次亜塩素酸ソーダ）
購入（旭水苑）

\445(10kg) 株式会社　ナカ産業

8 令和2年3月24日
007 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 令和2年3月24日
006 古紙類売却（真庭北部クリーンセン
ター）

¥201,000 株式会社　大下商店

6 令和2年3月24日 005 古紙類売却（クリーンセンターまにわ） ¥130,200 株式会社　大下商店

5 令和2年3月24日
004 茶色びん売却（クリーンセンターまに
わ）

\5(10kg) 日進興業株式会社

4 令和2年3月24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

3 令和2年3月24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)
株式会社赤木商店　建材
部

2 令和2年3月24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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1 令和2年3月23日
038 デジタルフルカラー複合機リース（北房
振興局）

\43,200(月額)
日笠商事株式会社　真庭
営業所
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