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¥865,600 興和産業株式会社

1 平成28年4月21日 活動服購入（消防総務課）
無線ＬＡＮ及び指導者用タブレットリース（久世中
2 平成28年4月21日 学校区）（学校教育課）

\396,000(月額) ベ－ションズ 真庭営業所

株式会社両備システムイノ

無線ＬＡＮ及び指導者用タブレットリース（勝山中
3 平成28年4月21日 学校区・落合小学校）（学校教育課）

\391,600(月額) ベ－ションズ 真庭営業所

指導者用デジタル教材等リース（真庭市久世・勝
4 平成28年4月21日 山中学校区，落合小学校）（学校教育課）

\139,000(月額) ベ－ションズ 真庭営業所

指導者用デジタル教科書リース（久世・勝山中学
5 平成28年4月21日 校区，落合小学校）（学校教育課）

\250,000(月額) ベ－ションズ 真庭営業所

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

¥17,500,000 津山重機工業株式会社

6 平成28年4月26日 小形ロータリ除雪車（建設課）
7 平成28年4月26日 送迎用ワゴン車（蒜山振興局）

¥2,708,942 有限会社

井藤モータース

8 平成28年4月26日 農林業施設管理用車両（財産活用課）

¥2,039,222 有限会社

中芝モータース

9 平成28年4月26日 福祉車両（財産活用課）

¥1,562,180 真庭農業協同組合

10 平成28年4月26日 災害対応特殊救急自動車（警防課）

-

不成立
株式会社 大東 落合営業

11 平成28年4月28日 水道事業水道メーター器購入(水道課）

¥3,526,100 所

12 平成28年4月28日 簡易水道事業水道メーター器購入(水道課）

¥3,865,900 所

介護用品(紙おむつ等)購入及び支給【前期】 (高
13 平成28年4月28日 齢者支援課)

¥1,842,480 くしま

株式会社 大東 落合営業
有限会社 ケアサポートふ

¥261,000 有限会社

14 平成28年4月28日 津黒高原荘客室用冷蔵庫

大倉電器店

高山産業株式会社 久世

¥1,800,000 支店

15 平成28年4月28日 冷凍デュアルショーケース

ダイオキシン特殊粉末反応剤（活性炭）（ｸﾘｰﾝｾﾝ
16 平成28年4月28日 ﾀｰまにわ）
\3,905(10kgあたり) 矢切薬品株式会社

17 平成28年4月28日 重金属固定剤（キレート）（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰまにわ）

\85,400(1缶あたり) 株式会社 シンニチロ

18 平成28年4月28日 旭水苑 水処理用薬品（高分子凝集剤）

\628(1kgあたり) 株式会社

19 平成28年4月28日 旭水苑 水処理用薬品（消泡剤）

\525(1kgあたり) 社

20 平成28年4月28日 旭水苑 水処理用活性炭（新炭）

\555(1kgあたり) 社

21 平成28年4月28日 旭水苑 水処理用活性炭（再生炭）

\350(1kgあたり) 社

ＨＣＬ計吸収液及び等価液（クリーンセンターまに
22 平成28年4月28日 わ）

\21,000(1缶/1本合計)

ナカ産業

アタカメンテナンス株式会
大阪支店
アタカメンテナンス株式会
大阪支店
アタカメンテナンス株式会
大阪支店
中外テクノス 株式会社
岡山営業所

23 平成28年4月28日 黒短靴購入（消防総務課）

¥114,400 株式会社

赤木商店

24 平成28年4月28日 活動靴購入（消防総務課）

¥162,640 株式会社

赤木商店

25 平成28年4月28日 編上靴購入（消防総務課）

¥200,000 株式会社

赤木商店

26 平成28年4月28日 救助服購入（消防総務課）

¥410,000 興和産業

株式会社

27 平成28年4月28日 夏制服購入（消防総務課）

¥221,740 興和産業

株式会社
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28 平成28年4月28日 救急服購入（消防総務課）

¥421,200 興和産業

29 平成28年4月28日 半袖・長袖Tシャツ購入（消防総務課）

¥283,300 昭和被服総業

30 平成28年4月28日 冬制服購入（消防総務課）

¥123,900 興和産業

株式会社

31 平成28年4月28日 旭水苑 有害ガス検知器

¥150,000 有限会社

利久教材

32 平成28年4月28日 パンフレット印刷（真庭市イベント情報）

¥364,000 作陽印刷工業株式会社

33 平成28年5月2日 災害対応特殊救急自動車（警防課）

株式会社
株式会社

¥28,200,000 岡山日産自動車株式会社

公害計用校正ガス（ＮＯ，ＣＯ，ＳＯ２，Ｏ２，Ｎ２ボ
34 平成28年5月13日 ンベ）（クリーンセンターまにわ）

¥134,400 山営業所

中外テクノス株式会社 岡

35 平成28年5月16日 フェイスシールド（訓練用）

¥102,000 株式会社

メディウェル

36 平成28年5月16日 ＡＥＤパッド（ＦＲ３用）

¥145,800 株式会社

メディウェル

37 平成28年5月16日 ＡＥＤ用充電式バッテリー（FR3用）

¥158,400 株式会社

メディウェル

38 平成28年5月16日 心電図モニタ用ディスポ電極

¥142,500 株式会社

メディウェル

39 平成28年5月16日 火災予防防火標語横断幕

¥147,500 光栄広告社

40 平成28年5月17日 壁掛エアコン購入

¥135,500 中山電器

41 平成28年5月17日 勝山図書館用木製回転式書架購入

¥194,500 営業所

42 平成28年5月17日 足温泉館ロッカー購入

¥189,000 東真産業株式会社

43 平成28年5月17日 ワイヤレスアンプ購入（月田小学校）

¥125,900 有限会社

44 平成28年5月17日 体育用マット

¥116,000 有限会社名和香美堂

45 平成28年5月17日 グランド土壌安定剤購入

¥225,000 原

日笠商事株式会社 真庭

武田電器商会

商店

46 平成28年5月23日 地籍調査事業現地調査用車両（国土調査室）

¥1,059,400 清水自動車工業

47 平成28年5月23日 乗用芝刈り機

¥1,600,000 池田商事株式会社

48 平成28年5月23日 真庭市指定収集用ごみ袋（環境課）

¥11,650,500 中国衛材株式会社

地域おこし協力隊活動車両リース業務【軽箱バ
49 平成28年5月23日 ン】

\31,000(月額) 津山営業課

トヨタレンタリース新岡山

50 平成28年5月24日 デジタル印刷機リース（都市住宅課）

\14,300(月額) マニワ事務機
日笠商事株式会社 真庭

51 平成28年5月24日 印刷機リース契約（月田小学校）

\5,500(月額) 営業所

地域おこし協力隊活動用パソコンリース０１（交流
52 平成28年5月24日 定住推進課）

\3,000(月額) 株式会社ランネット

地域おこし協力隊活動用パソコンリース０２（交流
53 平成28年5月24日 定住推進課）

\3,100(月額) 株式会社ランネット
¥85,000 株式会社ランネット

54 平成28年5月24日 ノートパソコン購入（北房中学校）
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¥144,600 株式会社

55 平成28年5月25日 ロープレスキュー資器材

業

者

岡山森田ポンプ

¥86,930 （有）よこや商店

56 平成28年5月25日 シュレッダー購入（上水田小）
57 平成28年5月25日 ひな段（勝山小学校）

¥192,820 有限会社

58 平成28年5月25日 英語科デジタル教科書購入（北房中学校）

¥190,000 池田教材有限会社

59 平成28年5月25日 ハーモニーディレクター購入（北房中学校）

¥117,000 池田教材有限会社

60 平成28年5月25日 交換用電極（クリーンセンターまにわ）

¥190,800 池田農機

利久教材

株式会社

¥80,400 （有）よこや商店

61 平成28年5月25日 折りたたみテーブル（勝山小学校）
62 平成28年5月25日 湯原温泉郷散策マップ「さんぽみち」印刷
63 平成28年6月2日 水路用害虫駆除薬剤（錠剤）（環境課）

¥138,000 有限会社

勝山印刷

¥1,500,000 株式会社十字屋
¥922,000 作陽印刷工業株式会社

64 平成28年6月2日 真庭市封筒印刷（総務課）
デジタルフルカラー複合機リース契約（上水田小
65 平成28年6月9日 学校）

\14,970(月額) 池田教材有限会社

デジタルフルカラー複合機リース契約（クリーンセ
66 平成28年6月9日 ンターまにわ）

\9,300(月額) 株式会社ランネット

デジタルフルカラー複合機リース契約（呰部小学
67 平成28年6月9日 校）

\15,670(月額) 池田教材有限会社

デジタルフルカラー複合機リース契約（本庁総務
68 平成28年6月9日 課）

69 平成28年6月9日 ランチルーム用両開書庫購入（落合中学校）

\123,730(月額) マニワ事務機
¥54,900 （有）よこや商店

70 平成28年6月9日 食器戸棚（勝山小学校）

¥188,900 （有）よこや商店

71 平成28年6月9日 物置購入（木山小学校）

¥113,000 池田農機

72 平成28年6月9日 ダストボックス購入（勝山中学校）

¥100,000 営業所

73 平成28年6月9日 カウンター（デジタイマー）購入（落合中学校）

¥114,200 有限会社アリモトスポーツ

株式会社

株式会社 ホンムラ 真庭

74 平成28年6月9日 ソフトボール用具セット購入（勝山中学校）

¥68,150 有限会社アリモトスポーツ

75 平成28年6月9日 防球フェンス購入（勝山中学校）

¥125,700 ヒルゼンスポーツ

76 平成28年6月9日 熱電対（クリーンセンターまにわ）

¥187,000 営業所

ゴミクレーン設備消耗部品（クリーンセンターまに
77 平成28年6月9日 わ）

¥311,500 営業所

美津吉商事株式会社 真庭

真庭市「青少年育成センターだより」印刷製本業
78 平成28年6月9日 務

美津吉商事株式会社 真庭

¥12,900 富岡印刷株式会社

79 平成28年6月14日 自動体外式除細動器（AED）購入

¥220,000 小川器械株式会社

80 平成28年6月14日 救急隊員感染防護衣

¥314,000 株式会社

81 平成28年6月14日 給食用絵柄付食器（うどん丼）購入（落合中学校）

¥139,250 キッチンハウスさかい
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¥185,000 有限会社名和香美堂

82 平成28年6月14日 ミシン購入（落合中学校）
83 平成28年6月14日 卓上スライド丸のこ購入（落合中学校）

¥68,300 池田農機

株式会社

84 平成28年6月14日 作品乾燥棚購入（落合中学校）

¥152,000 有限会社名和香美堂

85 平成28年6月14日 記録タイマー購入（落合中学校）

¥85,000 有限会社名和香美堂

86 平成28年6月14日 ポータブルワイヤレスアンプ購入（勝山中学校）

¥153,000 東真産業株式会社

87 平成28年6月14日 マリンバ購入（米来小学校）

¥202,700 ヨシダミュージック株式会社

デジタルフルカラー複合機リース契約（草加部小
88 平成28年6月15日 学校）

\15,990(月額) 東真産業株式会社

89 平成28年6月15日 デジタルフルカラー複合機リース（消防総務課）

\31,815(月額) 営業所

日笠商事株式会社 真庭

¥130,680 東真産業株式会社

90 平成28年6月15日 タブレット購入（美甘小学校）

¥83,600 キッチンハウスさかい

91 平成28年6月15日 給食用食器購入（木山小学校）
指導ライン入りコンビネーションマット購入（木山小
92 平成28年6月15日 学校）

¥104,700 有限会社名和香美堂

下処理用調理台および移動水切台購入（木山小
93 平成28年6月15日 学校）

¥103,000 東真産業株式会社

94 平成28年6月16日 回転式破砕機用部品（クリーンセンターまにわ）

¥1,104,000 日立造船株式会社

焼却炉乾燥火格子、燃焼火格子部品（クリーンセ
95 平成28年6月16日 ンターまにわ）

¥953,000 日立造船株式会社

96 平成28年6月16日 第２庁舎書籍ラック購入設置（勝山振興局）

¥496,000 （有）よこや商店

97 平成28年6月17日 久世図書館ＤＶＤ（生涯学習課）

¥147,700 有限会社名和香美堂

98 平成28年6月17日 文庫・新書用書架（久世中学校）

¥192,000 株式会社

佐田建美

99 平成28年6月17日 パンフレット印刷（勝山・久世 増刷）

¥288,000 有限会社

勝山印刷

¥208,000 有限会社

大倉電器店

¥88,000 有限会社

大倉電器店

100 平成28年6月27日 ジェットヒーター購入（蒜山中学校）
101 平成28年6月27日 冷凍冷蔵庫購入（蒜山中学校）

日笠商事株式会社 真庭

¥160,000 営業所

102 平成28年6月27日 紙折機購入（蒜山中学校）

¥63,200 有限会社名和香美堂

103 平成28年6月27日 展示板購入（蒜山中学校）
104 平成28年6月27日 合奏用アコーディオン購入（蒜山中学校）

¥338,400 池田教材有限会社
株式会社 ホンムラ 真庭

¥84,000 営業所

105 平成28年6月27日 糸鋸盤購入（落合小学校）
106 平成28年6月30日 とみはら茶（緑茶）ティーバッグ購入

¥4,200,000 とみはらお茶プロジェクト

107 平成28年6月30日 ポータブルＰＡシステム購入（富原小学校）

¥96,000 東真産業株式会社

108 平成28年6月30日 北房Ｂ＆Ｇ海洋センター用放送機器一式購入

¥96,150 有限会社
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109 平成28年7月4日 消防用ホース（50mm）（警防課）

¥240,000 有限会社

110 平成28年7月4日 Ａ火災用泡消火薬剤（警防課）

¥162,000 東洋ポンプ株式会社

111 平成28年7月4日 ストレッチャー用ディスポシーツ（警防課）

¥165,100 株式会社

メディウェル

平成２７年度主要事業成果報告書印刷製本（総務
112 平成28年7月4日 課）

¥225,000 有限会社

勝山印刷

113 平成28年7月4日 封筒印刷（高齢者支援課）

¥146,000 真庭印刷工業

真庭消防設備

株式会社

¥4,980,000 津山重機工業株式会社

114 平成28年7月6日 ハンマーナイフ式草刈装置
デジタルフルカラー複合機リース契約（北部クリー
115 平成28年7月11日 ンセンター）

\6,950(月額) 株式会社ランネット

116 平成28年7月11日 デジタル印刷機リース契約（遷喬小学校）

\7,300(月額) マニワ事務機

エンジン式投光機リース（湯原振興局地域振興
117 平成28年7月11日 課）

三共リース株式会社 真庭

¥61,520 営業所

118 平成28年7月11日 空気ボンベ購入（警防課）

¥460,000 株式会社

外国語パンフレット印刷（英語、韓国語、中国語簡
119 平成28年7月13日 体字、中国語繁体字）（産業政策課）

¥245,000 作陽印刷工業株式会社

120 平成28年7月13日 美術用椅子購入（落合中学校）

¥110,000 マニワ事務機

121 平成28年7月13日 テレビ購入（湯原小学校）

¥67,500 森田電器

122 平成28年7月13日 ワイヤレスアンプ購入（湯原小学校）

¥93,500 森田電器

岡山森田ポンプ

美川こども園ワイヤレスアンプ・マイク購入（子育
123 平成28年7月13日 て支援課）

¥163,000 株式会社ランネット

平成27年度真庭市歳入歳出決算書印刷（会計
124 平成28年7月19日 課）

¥149,000 作陽印刷工業株式会社

125 平成28年7月19日 土壌安定剤購入（蒜山中学校）

¥262,500 原商店

126 平成28年7月19日 照度・輝度・放射照度計（予防課）

¥192,000 株式会社ランネット

127 平成28年7月19日 久世第二保育園避難車購入（子育て支援課）

¥110,600 有限会社

128 平成28年7月19日 片面傾斜型書架購入（二川小学校）

¥117,000 株式会社村松木工所

129 平成28年7月20日 土壌安定剤購入（久世中学校）

¥375,000 原商店

130 平成28年7月25日 ひまわり館業務用冷蔵庫購入（湯原振興局）

¥210,000 東真産業株式会社

131 平成28年7月25日 ひまわり館業務用冷凍庫購入（湯原振興局）

¥240,000 東真産業株式会社

デジタルフルカラー複合機リース契約（北房中学
132 平成28年8月1日 校）

133 平成28年8月1日 大判プリンターリース（生涯学習課）

利久教材

\20,150(月額) 池田教材有限会社
日笠商事株式会社 真庭

\6,400(月額) 営業所

134 平成28年8月1日 真庭市議会図書室パソコン購入

¥188,000 株式会社ランネット

Ｓｙｍａｎｔｅｃ Ｅｎｄｐｏｉｎｔ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ １２．１ライ
135 平成28年8月1日 センス更新（学校教育課）

¥403,700 ベ－ションズ 真庭営業所
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競争見積徴取結果一覧表（物品）
見積徴取日・入札日

件

名

落

落札金額(税抜）

札

業

者

¥375,500 株式会社ランネット

136 平成28年8月1日 プロジェクター購入（落合中学校）

¥3,750,000 原商店

137 平成28年8月3日 北部火葬場除雪車購入
138 平成28年8月3日 油圧装置用電動機購入（クリーンセンターまにわ）
まにわくん枝線利用促進チラシ印刷製本（くらし安
139 平成28年8月3日 全課）

¥113,000 池田農機

株式会社

¥69,000 富岡印刷株式会社

140 平成28年8月3日 多機能型ノズル購入（警防課）

¥231,500 東洋ポンプ株式会社

141 平成28年8月3日 プレッシャデマンド形空気呼吸器購入（警防課）

¥358,000 株式会社

岡山森田ポンプ

142 平成28年8月3日 ＡＥＤトレーナ３購入（警防課）

¥344,000 株式会社

メディウェル

143 平成28年8月8日 設計審査用パソコン購入（財産活用課）

¥222,000 株式会社ランネット

144 平成28年8月8日 サージカルマスク購入（警防課）

¥104,000 株式会社

メディウェル

145 平成28年8月8日 救急隊員用感染防止手袋購入（警防課）

¥107,800 株式会社

メディウェル

146 平成28年8月8日 A火災用泡消火薬剤購入（警防課）

¥200,000 株式会社

岡山森田ポンプ

児童用クロスカントリースキーセット購入（八束小
147 平成28年8月9日 学校）

¥123,000 ヒルゼンスポーツ

148 平成28年8月9日 理科教育振興備品購入（美甘小学校）

¥103,500 有限会社

利久教材

149 平成28年8月9日 理科教育振興備品購入（勝山小学校）

¥305,320 有限会社

利久教材

150 平成28年8月9日 理科教育振興備品購入（湯原中学校）

¥184,000 有限会社

利久教材

151 平成28年8月9日 理科教育振興備品購入（湯原小学校）

¥106,800 有限会社

利久教材

152 平成28年8月9日 物置購入（子育て支援課）

¥265,000 有限会社

真庭鉄工

特養やすらぎ特殊入浴装置リース（高齢者支援
153 平成28年8月18日 課）

154 平成28年8月18日 高齢者支援課システム用サーバ・パソコンリース

総合メディカル株式会社

\55,500（月額） 岡山支店

\105,000（月額） 株式会社ランネット

155 平成28年8月18日 フェイスタオル購入（健康推進課）

¥134,650 有限会社

156 平成28年8月18日 ハンカチタオル購入（健康推進課）

¥271,500 店

157 平成28年8月18日 県知事選投票所入場券用封筒印刷（総務課）

¥106,000 富岡印刷株式会社

富永ふとん店

有限会社 櫻井たんす本

株式会社 ホンムラ 真庭

158 平成28年8月22日 背負式消火水のう購入（危機管理課）

¥1,530,000 営業所

159 平成28年8月22日 小型動力ポンプ購入（北房4-3）（危機管理課）

¥1,125,000 吉備商事株式会社

160 平成28年8月22日 久世図書館書架設置（生涯学習課）

¥818,000 株式会社

真庭市コミュニティバス回数乗車券作製（くらし安
161 平成28年8月24日 全課）

¥130,000 富岡印刷株式会社

162 平成28年8月24日 フードカッター購入（蒜山学校給食共同調理場）

¥162,000 東真産業株式会社
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競争見積徴取結果一覧表（物品）
見積徴取日・入札日

件

名

163 平成28年8月24日 算数指導用備品購入（八束小学校）

落

落札金額(税抜）

札

¥84,900 有限会社

業

者

利久教材

164 平成28年8月24日 耐切創性手袋購入（危機管理課）

¥324,500 有限会社

165 平成28年8月25日 乳用牛用器具購入（農業振興課）

¥177,600 支店

166 平成28年8月25日 乳用牛用飼料添加物購入（農業振興課）

¥378,000 株式会社

167 平成28年8月25日 肉用牛用飼料添加物購入（農業振興課）

¥388,800 所

168 平成28年8月25日 理科教育振興備品購入（月田小学校）

¥151,500 有限会社

利久教材

169 平成28年8月25日 理科教育振興備品購入（蒜山中学校）

¥167,100 有限会社

利久教材

真庭消防設備

ＭＰアグロ株式会社 岡山
ジュウチク

株式会社アスコ 岡山営業

株式会社 図書館流通セン

\30（1枚あたり） ター

170 平成28年8月29日 ＩＣタグ購入（生涯学習課）
171 平成28年9月1日 デジタルフルカラー複合機リース契約（会計課）

\21,200（月額） 株式会社ランネット

デジタルフルカラー複合機リース契約（農林土木
172 平成28年9月1日 課）

\76,200（月額） 株式会社ランネット

地域おこし協力隊活動用パソコンリース０３（交流
173 平成28年9月1日 定住推進課）

\11,100（月額） 株式会社ランネット

174 平成28年9月1日 業務用冷蔵庫購入（蒜山振興局）

¥245,000 森田電器

175 平成28年9月1日 業務用食器洗浄機購入（蒜山振興局）

¥598,000 有限会社トライ企画

176 平成28年9月5日 非常用排便袋購入（危機管理課）

¥264,600 有限会社トライ企画

177 平成28年9月5日 備蓄食糧購入（危機管理課）

¥284,800 有限会社

真庭消防設備

178 平成28年9月5日 パンフレット印刷（まにわぐるぐるガイド）

¥310,000 有限会社

勝山印刷

179 平成28年9月5日 多目的キャスターワゴン購入（勝山小学校）

¥88,400 有限会社

ふくもと

株式会社大東 落合営業

180 平成28年9月5日 脱離液循環ポンプ用部品購入（旭水苑）

¥113,700 所

181 平成28年9月15日 理科教育振興備品購入（富原小学校）

¥156,100 有限会社

サイクロ減速機用電動機購入（クリーンセンターま
182 平成28年9月20日 にわ）

¥102,500 庭営業所

遷喬学校給食共同調理場物置購入（教育総務
183 平成28年9月20日 課）

¥150,000 池田農機

184 平成28年9月20日 道路維持刈払い機等購入（蒜山振興局）

¥121,900 庭営業所

真庭市防災マップ作成（印刷製本及び広告等構
185 平成28年9月27日 成）（危機管理課）

-

186 平成28年9月27日 窓空き封筒印刷（税務課）

¥222,000 作陽印刷工業株式会社
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利久教材

美津吉商事株式会社 真
株式会社

美津吉商事株式会社 真

不調

