競争見積徴取結果一覧表（物品）
見積徴取日・入札日

件

名

介護用品（紙おむつ等）購入及び支給【後期】
187 平成28年10月4日 （高齢者支援課）

落

落札金額(税抜）

札

業

者

有限会社ケアサポートふくし

¥1,751,930 ま

制御システム用ハードディスクドライブ購入（クリー
188 平成28年10月5日 ンセンターまにわ）

¥231,200 株式会社ランネット

189 平成28年10月5日 ノートパソコン購入（債権回収対策課）

¥202,000 株式会社ランネット

小型動力ポンプ積載車購入（久世４－２）（危機管
190 平成28年10月6日 理課）

¥4,543,700 工場

有限会社 真庭自動車整備

小型動力ポンプ積載車購入（勝山１－７）（危機管
191 平成28年10月6日 理課）

¥4,498,500 東真産業株式会社

小型動力ポンプ積載車購入（勝山２－２）（危機管
192 平成28年10月6日 理課）

¥4,503,500 中田エンヂニアリング

小型動力ポンプ付積載車購入（蒜山２－１）（危機
193 平成28年10月6日 管理課）

¥3,994,100 有限会社

小型動力ポンプ付積載車購入（北房３－４）（危機
194 平成28年10月6日 管理課）

¥5,790,700 牧山モータース

小型動力ポンプ付積載車購入（落合１－１）（危機
195 平成28年10月6日 管理課）

¥5,886,200 場

小型動力ポンプ付積載車購入（落合６－４）（危機
196 平成28年10月6日 管理課）

¥5,886,200 オートセンター株式会社

石坂モータース

有限会社森自動車整備工

197 平成28年10月12日 給食用ステンレスワゴン購入（子育て支援課）

¥156,000 東真産業株式会社

198 平成28年10月12日 調理用ガステーブル購入（子育て支援課）

¥100,000 東真産業株式会社

199 平成28年10月12日 調理用キャビネットテーブル購入（子育て支援課）

¥124,000 東真産業株式会社

200 平成28年10月12日 美川こども園物置購入（子育て支援課）

¥315,000 池田農機

株式会社

201 平成28年10月13日 明るい家庭づくり作文集印刷製本（くらし安全課）

¥165,000 有限会社

勝山印刷

明るい家庭づくり作文集参加賞購入（くらし安全
202 平成28年10月13日 課）

¥134,160 有限会社

高井文研堂

203 平成28年10月13日 ジェットヒーター購入（川上小学校）

¥205,800 中山電器

204 平成28年10月20日 消防団員用活動服（上下服）購入（危機管理課）

-

使い捨て舌圧子付鼻鏡及び使い捨て耳鏡購入
205 平成28年10月20日 （学校教育課）

¥519,600 株式会社

ハイランドおちあい業務用冷凍冷蔵庫購入（落合
206 平成28年10月20日 振興局）

¥250,500 大宝石油産業株式会社

ハイランドおちあい食品消毒保管庫購入（落合振
207 平成28年10月20日 興局）

¥232,140 株式会社道満石油店

208 平成28年10月20日 ハイランドおちあい製氷機購入（落合振興局）

¥205,000 株式会社道満石油店

真庭市防災マップ作成（印刷製本及び広告等構
209 平成28年10月25日 成）（危機管理課）

不成立

¥1,390,000 有限会社

津山医研

勝山印刷

真庭市人権啓発資料「ふれあい No１２」印刷製
210 平成28年10月25日 本（くらし安全課）

¥173,000 真庭印刷工業

ひるぜん高原サイクリングMAP印刷（産業政策
211 平成28年10月25日 課）

¥165,000 有限会社

勝山印刷

212 平成28年10月25日 業務用ガスレンジ・オーブン購入（落合振興局）

¥155,000 池田農機

株式会社

213 平成28年10月26日 除雪車エッジ等消耗品購入（ＴＣＭ）

¥342,445 工場
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株式会社

有限会社 真庭自動車整備

競争見積徴取結果一覧表（物品）
見積徴取日・入札日

件

名

落札金額(税抜）

落

札

業

者

有限会社 真庭自動車整備

214 平成28年10月26日 除雪車エッジ等消耗品購入（日立）

¥159,972 工場

215 平成28年10月26日 除雪車エッジ等消耗品購入（ＣＡＴ）

¥257,076 工場

216 平成28年10月26日 除雪車エッジ等消耗品購入（いすゞ自動車）

¥302,754 原商店

217 平成28年10月26日 除雪車エッジ等消耗品購入（ＵＤトラックス）

¥112,240 原商店

218 平成28年10月27日 真庭市成人式記念品購入（くらし安全課）

¥420,000 東真産業株式会社

ゴミクレーンバケット開閉用油圧シリンダー購入
219 平成28年10月31日 （クリーンセンターまにわ）

¥414,000 営業所

220 平成28年10月31日 消防団員用安全靴購入（危機管理課）

¥243,600 株式会社赤木商店

221 平成28年10月31日 消防団員用Ｔシャツ購入（危機管理課）

¥101,200 昭和被服総業

222 平成28年10月31日 消防団員用活動服（上下服）購入（危機管理課）

¥892,680 有限会社トライ企画

有限会社 真庭自動車整備

223 平成28年11月1日 除雪車チェーン等消耗品購入（建設課）

美津吉商事株式会社 真庭

株式会社

¥2,078,900 相互自動車株式会社
株式会社 ホンムラ 真庭営

¥301,000 業所

224 平成28年11月1日 単柱式スノーポール購入（建設課）

¥1,787,200 原商店

225 平成28年11月1日 凍結防止剤購入（建設課）
226 平成28年11月1日 除雪車エッジ等消耗品購入（コマツ）（建設課）

¥485,016 原商店

教育用情報機器リース（久世中学校）（学校教育
227 平成28年11月7日 課）

\123,900(月額) ベ－ションズ 真庭営業所

教育用情報機器リース（勝山中学校）（学校教育
228 平成28年11月7日 課）

\127,400(月額) ベ－ションズ 真庭営業所

デジタルフルカラー複合機リース契約（久世中学
229 平成28年11月7日 校）

230 平成28年11月7日 デジタル印刷機リース契約（湯原振興局）

株式会社両備システムイノ
株式会社両備システムイノ

\27,933(月額) マニワ事務機
\7,900(月額) マニワ事務機
三共リース株式会社 真庭営

231 平成28年11月7日 久世駅仮設トイレ借上げ（財産活用課）

¥134,000 業所

232 平成28年11月8日 蒜山中学校小型除雪機借上（教育総務課）

¥220,720 業所

233 平成28年11月8日 蒜山中学校スノーモービル借上（教育総務課）

¥315,950 業所

回転式破砕機用部品購入（クリーンセンターまに
234 平成28年11月8日 わ）

¥830,000 日立造船株式会社

235 平成28年11月8日 偽造防止用紙作成（市民課）

¥343,000 作陽印刷工業株式会社

「農業所得の収支計算について」印刷製本（税務
236 平成28年11月8日 課）

¥122,000 有限会社

237 平成28年11月9日 消防写生大会参加賞購入（予防課）

¥125,550 有限会社名和香美堂

観光施設管理用草刈り機及びチェーンソー購入
238 平成28年11月9日 （美甘振興局）

¥143,000 池田農機

239 平成28年11月9日 苗木購入（林業・バイオマス産業課）
デジタルフルカラー複合機リース契約（議会事務
240 平成28年11月10日 局）
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三共リース株式会社 真庭営
三共リース株式会社 真庭営

¥47,250 株式会社

勝山印刷

株式会社
菱川グリーン

日笠商事株式会社 真庭営

\52,358(月額) 業所

競争見積徴取結果一覧表（物品）
見積徴取日・入札日

件

名

デジタルフルカラー複合機リース契約（落合こども
241 平成28年11月10日 園）

落札金額(税抜）

-

落

\9,185(月額) 業所

デジタルフルカラー複合機リース契約（中和保育
243 平成28年11月10日 園）

\7,755(月額) 業所

日笠商事株式会社 真庭営

¥172,800 富岡印刷株式会社
\50,831(月額) マニワ事務機

デジタルフルカラー複合機リース契約（落合こども
246 平成28年11月16日 園）

\10,616(月額) 業所

日笠商事株式会社 真庭営

¥1,125,000 吉備商事株式会社

248 平成28年11月17日 ハイランドおちあい食器洗浄機購入（落合振興局）

¥471,000 池田農機

249 平成28年11月21日 クリアファイル購入（くらし安全課）

¥168,000 有限会社トライ企画

250 平成28年11月21日 川上こども園調理台購入（子育て支援課）

¥116,000 森田電器

米来幼稚園遊戯室ガス暖房機購入（子育て支援
251 平成28年11月21日 課）

¥361,500 株式会社道満石油店

252 平成28年11月21日 八束こども園幼児用イス購入（子育て支援課）
253 平成28年11月24日 デジタルフルカラー複合機リース契約（水道課）
コミュニティバス用タイヤチェーン購入（くらし安全
254 平成28年11月24日 課）

者

日笠商事株式会社 真庭営

245 平成28年11月16日 デジタルフルカラー複合機リース契約（環境課）

247 平成28年11月17日 小型動力ポンプ購入（久世１－３）（危機管理課）

業

不調

デジタルフルカラー複合機リース契約（八束こども
242 平成28年11月10日 園）

244 平成28年11月10日 平成２９年度住民税申告相談日程表（税務課）

札

¥91,680 有限会社

株式会社

利久教材

\38,680(月額) マニワ事務機
¥94,850 東真産業株式会社

255 平成28年11月30日 ジェットヒーター購入（川上小学校）

¥200,000 中山電器

256 平成28年11月30日 紙折り機購入（蒜山振興局）

¥106,000 業所

久世学校給食共同調理場食缶購入（教育総務
257 平成28年11月30日 課）

¥167,300 東真産業株式会社

258 平成28年12月6日 書類保管用ラック購入（国土調査室）

¥266,000 （有）よこや商店

259 平成28年12月6日 業務用焼却炉購入（蒜山振興局）

-

真庭市スポーツ推進委員会広報紙「げんき」印刷
260 平成28年12月6日 （スポーツ・文化振興課）

¥114,950 富岡印刷株式会社

日笠商事株式会社 真庭営

261 平成28年12月6日 ペット用うんち処理袋購入（環境課）
デジタルフルカラー複合機リース契約（河内小学
262 平成28年12月12日 校）

不成立

¥69,580 有限会社名和香美堂
\13,716(月額) マニワ事務機

263 平成28年12月13日 ＡＥＤトレーニングユニット購入（警防課）

¥368,600 株式会社

264 平成28年12月13日 真庭市人権作品集印刷製本（生涯学習課）

¥189,400 富岡印刷株式会社

無停電電源装置本体及びバッテリーパック購入
265 平成28年12月13日 （水道課）

¥177,000 株式会社ランネット

266 平成28年12月14日 図書室用書架購入（落合小学校）

¥198,000 有限会社名和香美堂

バレーボール支柱・ネット購入（スポーツ・文化振
267 平成28年12月14日 興課）

¥160,000 クリアスポーツ株式会社
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メディウェル

競争見積徴取結果一覧表（物品）
見積徴取日・入札日

件

名

落札金額(税抜）

落

札

業

者

焼却炉燃焼火格子部品購入（クリーンセンターま
268 平成28年12月15日 にわ）

¥768,000 日立造船株式会社

269 平成28年12月20日 印鑑登録証（プラスチックカード式）作成（市民課）

¥132,000 富岡印刷株式会社

メール監視用ウイルス対策ソフトライセンス更新
270 平成28年12月22日 （秘書広報課）

¥759,500 ベ－ションズ 真庭営業所

端末用ウイルス対策ソフトライセンス更新（秘書広
271 平成28年12月22日 報課）

-

272 平成28年12月22日 道路維持作業車購入（湯原振興局）
273 平成28年12月26日 デジタル印刷機リース（湯原小学校）

株式会社両備システムイノ
不成立

¥4,200,000 蒜山タクシー株式会社
\7,800(月額) マニワ事務機

274 平成28年12月26日 設計積算業務用パソコン購入（勝山振興局）

¥156,000 株式会社ランネット

275 平成28年12月26日 げんき輝き手帳印刷製本（高齢者支援課）

¥266,000 富岡印刷株式会社

276 平成28年12月26日 防災ヘルメット購入（教育総務課）

¥129,000 株式会社赤木商店

277 平成28年12月26日 ピトー管購入（旭水苑）

¥240,100 株式会社大東

落合営業所

278 平成28年12月26日 下水道用ゲートバルブ購入（旭水苑）

¥270,840 株式会社大東

落合営業所

端末用ウイルス対策ソフトライセンス更新（秘書広
279 平成28年12月28日 報課）

¥484,500 株式会社ランネット

280 平成29年1月6日 平成29年度真庭市保健だより印刷（健康推進課）

¥206,000 真庭印刷工業

281 平成29年1月6日 窓あき封筒印刷（健康推進課）

¥156,000 作陽印刷工業株式会社

282 平成29年1月10日 業務用焼却炉購入（蒜山振興局）

¥981,740 株式会社道満石油店

真庭市長選挙及び真庭市議会議員選挙 投票関
283 平成29年1月11日 係用紙作成

¥409,100 作陽印刷工業株式会社

284 平成29年1月11日 表彰状印刷（真庭市長・消防団長）（危機管理課）

¥181,000 作陽印刷工業株式会社

平成29年度真庭市当初予算書印刷製本（財政
285 平成29年1月11日 課）

¥230,000 有限会社

教育用情報機器リース（樫邑小学校）（学校教育
286 平成29年1月12日 課）

株式会社

勝山印刷

株式会社両備システムイノ

\41,000(月額) ベ－ションズ 真庭営業所

287 平成29年1月12日 モーノポンプ部品購入（旭水苑）

¥970,000 田口ポンプ工業所

288 平成29年1月13日 書籍購入（教育総務課）

¥354,640 有限会社名和香美堂

289 平成29年1月17日 理科教育振興備品購入（蒜山中学校）

¥164,500 有限会社

落合図書館返却本ブックポスト及びカート購入（落
290 平成29年1月17日 合振興局）

¥251,000 （有）よこや商店

291 平成29年1月17日 津黒高原荘客室用冷蔵庫購入（蒜山振興局）

¥276,900 森田電器

292 平成29年1月17日 登山用ストック購入（蒜山振興局）

¥321,600 クリアスポーツ株式会社

293 平成29年1月18日 平成２９年度ごみ収集カレンダー印刷（環境課）

¥300,500 真庭印刷工業

294 平成29年1月18日 背負式消火水のう購入（危機管理課）

¥306,000 業所
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利久教材

株式会社

株式会社 ホンムラ 真庭営

競争見積徴取結果一覧表（物品）
見積徴取日・入札日

件

名

落札金額(税抜）

落

札

業

295 平成29年1月18日 臭気成分測定器購入（環境課）

¥103,800 有限会社

利久教材

296 平成29年1月19日 自治会回覧板購入（総務課）

¥145,940 有限会社

ふくもと

297 平成29年1月19日 ガスフライヤー購入（河内小学校）

¥142,000 株式会社道満石油店

298 平成29年1月24日 八束こども園幼児用イス購入②（子育て支援課）

¥90,000 有限会社

利久教材

有限会社 真庭自動車整備

299 平成29年1月24日 バス用エンジンオイル購入（くらし安全課）

¥109,600 工場

300 平成29年1月26日 生涯学習情報誌印刷（生涯学習課）

¥280,000 富岡印刷株式会社

301 平成29年1月30日 図書室用回転式書架購入（勝山中学校）

者

¥85,000 有限会社トライ企画

302 平成29年1月30日 図書室用書架購入（勝山中学校）

-

303 平成29年1月30日 ガステーブル購入（蒜山振興局）

¥172,000 有限会社

304 平成29年1月31日 真庭市農業委員会広報誌印刷

¥150,500 真庭印刷工業

不調
小谷石油店
株式会社

第2次真庭市教育振興基本計画印刷製本（教育
305 平成29年1月31日 総務課）

¥86,000 有限会社

「ゆるるか中和の人々」印刷製本（交流定住推進
306 平成29年1月31日 課）

¥90,000 富岡印刷株式会社

勝山印刷

307 平成29年2月1日 ガス式立体炊飯器購入（教育総務課）

¥390,000 池田農機

308 平成29年2月1日 包丁マナ板殺菌庫購入（教育総務課）

¥180,000 東真産業株式会社

株式会社

309 平成29年2月1日 冷蔵ショーケース購入（美甘振興局）

¥59,800 有限会社トライ企画

310 平成29年2月1日 紙折機購入(落合中学校)

¥87,200 （有）よこや商店
株式会社 ホンムラ 真庭営

311 平成29年2月6日 救助ロープ購入（警防課）

¥147,000 業所

312 平成29年2月6日 消防救助隊員用手袋購入（警防課）

¥163,000 東洋ポンプ株式会社

313 平成29年2月7日 国保年金医療用窓あき封筒印刷（市民課）

¥141,700 真庭印刷工業

314 平成29年2月7日 平成29年度がん検診票印刷（健康推進課）

¥171,000 作陽印刷工業株式会社

315 平成29年2月7日 電動契印機購入（市民課）

¥134,000 業所

316 平成29年2月7日 バルブ一式購入（旭水苑）

¥443,160 株式会社大東

真庭市長選挙及び真庭市議会議員選挙・選挙公
317 平成29年2月8日 報印刷

¥238,000 富岡印刷株式会社

318 平成29年2月8日 家庭ごみ分別の手引き印刷製本（環境課）

-

319 平成29年2月8日 緊急通報装置機器購入（高齢者支援課）

¥686,000 コムパス株式会社

320 平成29年2月8日 カーブミラー購入（くらし安全課）

¥382,420 松尾工業株式会社

321 平成29年2月8日 事務用什器購入（勝山振興局）

¥653,900 株式会社

株式会社

日笠商事株式会社 真庭営

5/9

落合営業所

不調

佐田建美

競争見積徴取結果一覧表（物品）
見積徴取日・入札日

件

名

322 平成29年2月9日 消防団用軽量ホース購入（危機管理課）
323 平成29年2月9日 消火栓用器具及び同格納箱購入（危機管理課）

落

落札金額(税抜）

札

業

者

株式会社 ホンムラ 真庭営

¥665,000 業所

¥1,214,800 池田農機

株式会社

324 平成29年2月9日 製氷機購入（蒜山振興局）

¥436,000 東真産業株式会社

325 平成29年2月9日 ガスレンジ購入（蒜山振興局）

¥320,000 東真産業株式会社

326 平成29年2月13日 図書室用書架購入（勝山中学校）

¥158,580 業所

327 平成29年2月13日 作業用移動台購入（遷喬学校給食共同調理場）

¥145,000 東真産業株式会社

真庭市人権作品集参加記念品購入（生涯学習
328 平成29年2月13日 課）

¥216,880 （有）よこや商店

日笠商事株式会社 真庭営

329 平成29年2月14日 投票用紙読取分類機増設ユニット購入（総務課）

株式会社ムサシ 中四国支

¥1,800,000 店

計装コンプレッサー部品購入（クリーンセンターま
330 平成29年2月16日 にわ）

¥131,770 業所

株式会社 ホンムラ 真庭営

331 平成29年2月16日 ヘッドライト購入（警防課）

¥203,200 有限会社トライ企画

332 平成29年2月16日 インハレーター購入（警防課）

¥129,600 株式会社

333 平成29年2月16日 久世中学校給食用食器購入（教育総務課）

¥385,000 キッチンハウスさかい

334 平成29年2月17日 電池式電磁流量計購入（旭水苑）

¥630,000 池田農機

メディウェル

株式会社

北日本コンピューターサービ
株式会社

¥3,370,000 ス

335 平成29年2月17日 生活保護システム更新（福祉課）
336 平成29年2月17日 家庭ごみ分別の手引き印刷製本（環境課）

¥655,000 有限会社

337 平成29年2月17日 自動体外式除細動器リース（健康推進課）

\37,730（月額） 小川器械株式会社
¥277,500 有限会社

338 平成29年2月20日 加湿器購入（勝山小学校）

勝山印刷

大倉電器店

¥95,200 株式会社道満石油店

339 平成29年2月20日 ブルーヒーター購入（川東小学校）
340 平成29年2月20日 電子ミシン購入（天津小学校）

¥114,000 有限会社名和香美堂

341 平成29年2月20日 スクールロッカー購入（湯原中学校）

¥130,000 有限会社

津黒いきものふれあいの里等パンフレット印刷（蒜
342 平成29年2月21日 山振興局）

利久教材

¥97,000 作陽印刷工業株式会社
有限会社インテリアセンター

343 平成29年2月21日 カーテン購入（教育総務課）

¥249,000 フクシマ

344 平成29年2月23日 書架製作（生涯学習課）

¥136,000 有限会社

デジタルテレビ及び移動式テレビスタンド購入（北
345 平成29年2月23日 房中学校）

¥173,000 株式会社ランネット

櫻井たんす本店

346 平成29年2月23日 屋内掲示板購入（勝山振興局）

¥39,400 （有）よこや商店

347 平成29年2月23日 ワゴン購入（勝山振興局）

¥70,500 （有）よこや商店

348 平成29年2月23日 スチール整理棚購入（勝山振興局）
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¥229,450 マニワ事務機

競争見積徴取結果一覧表（物品）
見積徴取日・入札日

件

名

349 平成29年3月1日 消防用中継水槽購入（危機管理課）
350 平成29年3月1日 ワイヤーシェルフ購入（落合小学校）

落

落札金額(税抜）

札

¥396,900 有限会社

業

者

真庭消防設備

¥73,400 有限会社名和香美堂

351 平成29年3月1日 『真庭市史料』第7巻印刷製本（生涯学習課）

¥227,000 作陽印刷工業株式会社

352 平成29年3月1日 まにわぐるぐるガイド印刷製本（産業政策課）

¥304,500 富岡印刷株式会社

353 平成29年3月1日 湯原温泉郷パンフレット印刷（湯原振興局）

-

354 平成29年3月2日 山岳救助用資器材購入（警防課）

¥225,600 株式会社

不調
岡山森田ポンプ

355 平成29年3月2日 証明書等交付請求書印刷（市民課）

¥88,000 富岡印刷株式会社

356 平成29年3月2日 税証明交付請求書印刷（市民課）

¥88,000 富岡印刷株式会社

357 平成29年3月2日 不法投棄監視カメラ購入（環境課）

¥158,000 株式会社ランネット
¥45,000 株式会社

358 平成29年3月8日 医療用エプロン購入（健康推進課）

津山医研

359 平成29年3月13日 湯原温泉郷パンフレット印刷（湯原振興局）

¥141,500 真庭印刷工業

360 平成29年3月13日 カーテン購入２－１（教育総務課）

¥403,940 ふとんのとみなが

真庭市長・市議会議員選挙開票作業用会議机レ
361 平成29年3月13日 ンタル

¥179,000 株式会社ＤＡＩ

362 平成29年3月15日 湯本温泉館衛生マット等賃貸借（湯原振興局）

¥453,700 有限会社コナン

株式会社

有限会社 富永ふとん店

株式会社 小山商会 岡山

\1,564（日額） 営業所

363 平成29年3月15日 寝具リース（消防総務課）
水処理用薬品（低食次亜塩素酸ソーダ）購入（旭
364 平成29年3月15日 水苑）

¥380(単価) 株式会社

365 平成29年3月15日 水処理用薬品（ポリ硫酸第二鉄）購入（旭水苑）

¥410(単価) 矢切薬品株式会社

366 平成29年3月15日 水処理用薬品（液体苛性ソーダ）購入（旭水苑）

¥250(単価) 株式会社

367 平成29年3月15日 水処理用薬品（塩化第二鉄）購入（旭水苑）

¥390(単価) 網干産業株式会社

368 平成29年3月15日 水処理用活性炭購入（旭水苑）

¥303(単価) 株式会社

369 平成29年3月15日 有害ガス除去用消石灰購入（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰまにわ）

¥300(単価) 株式会社エイチケイ商会

落合浄化センター水処理及び脱水用薬品（ポリテ
370 平成29年3月15日 ツＬ）購入（下水道課）

¥50(単価) 社

美新浄化センター水処理用薬品（中和剤）購入
371 平成29年3月15日 （下水道課）

¥34(単価) 株式会社

372 平成29年3月15日 落合地区水道施設 液化炭酸ガス購入（水道課）

ナカ産業

ナカ産業

ナカ産業

真庭環境衛生管理株式会
ナカ産業

高山産業株式会社 久世支

¥145(単価) 店

久世地区水道施設 次亜塩素酸ナトリウム購入
373 平成29年3月15日 （水道課）

¥51(単価) 株式会社赤木商店

落合地区水道施設 ポリ塩化アルミニウム購入
374 平成29年3月15日 （水道課）

¥28(単価) 株式会社

落合地区水道施設 次亜塩素酸ナトリウム購入
375 平成29年3月15日 （水道課）

¥35(単価) 岡山営業所
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ナカ産業

株式会社オーヤラックス

競争見積徴取結果一覧表（物品）
見積徴取日・入札日

件

名

376 平成29年3月15日 真庭市水道施設 ピューラックス-Ｓ購入（水道課）

落

落札金額(税抜）

札

業

株式会社オーヤラックス

¥3,300(単価) 岡山営業所

377 平成29年3月15日 北房地区水道施設 硫酸購入（水道課）

¥58(単価) メッキン産業株式会社

378 平成29年3月15日 北房地区水道施設 苛性ソーダ購入（水道課）

¥31(単価) メッキン産業株式会社

379 平成29年3月15日 透明びん売却

¥8(単価) 日進興業株式会社

380 平成29年3月15日 茶色びん売却

¥7(単価) 日進興業株式会社

381 平成29年3月15日 ペットボトル売却（平成29年度前期）

¥100(単価) 株式会社

大下商店

382 平成29年3月15日 クリーンセンターまにわ古紙類売却

¥1,125,600 株式会社

大下商店

383 平成29年3月15日 真庭北部クリーンセンター古紙類売却

¥1,474,200 株式会社

大下商店

384 平成29年3月16日 水処理用薬品（塩化第二鉄）購入（旭水苑）

¥390(単価) 網干産業株式会社

385 平成29年3月16日 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

386 平成29年3月16日 足温泉館芳香剤等購入（湯原振興局）

¥141,050 有限会社コナン

387 平成29年3月16日 足温泉館衛生マット等賃貸借（湯原振興局）

¥228,800 有限会社コナン

388 平成29年3月16日 デジタル印刷機リース（中和小学校）

¥7,800(月額) 東真産業株式会社

389 平成29年3月16日 地籍端末用プリンターリース（税務課）

¥2,300(月額) マニワ事務機

390 平成29年3月16日 キレート剤購入（真庭北部クリーンセンター）
蒜山・美新浄化センターほか 塩素剤購入（下水
391 平成29年3月16日 道課）
美新浄化センター水処理用薬品（ポリ塩化アルミ
392 平成29年3月16日 ニウム）購入（下水道課）
美新浄化センター高分子凝集剤（脱水剤）購入
393 平成29年3月16日 （下水道課）

394 平成29年3月16日 蒜山浄化センターほか ポリテツ購入（下水道課）

¥420(単価) 株式会社

ナカ産業

真庭環境衛生管理株式会

¥9,500(単価) 社

¥48(単価) 株式会社

ナカ産業

真庭環境衛生管理株式会

¥5,500(単価) 社

真庭環境衛生管理株式会

¥50(単価) 社

北房地区水道施設 ポリ塩化アルミニウム購入
395 平成29年3月16日 （水道課）

¥1,200(単価) 株式会社

ナカ産業

北房地区水道施設 次亜塩素酸ナトリウム購入
396 平成29年3月16日 （水道課）

¥1,200(単価) 株式会社

ナカ産業

勝山地区水道施設 次亜塩素酸ナトリウム購入
397 平成29年3月16日 （水道課）

¥1,300(単価) 中国衛材株式会社

湯原地区水道施設 次亜塩素酸ナトリウム購入
398 平成29年3月16日 （水道課）

¥43(単価) メッキン産業株式会社

399 平成29年3月16日 勝山地区水道施設 食塩購入（水道課）

¥1,250(単価) 西本薬品株式会社

400 平成29年3月16日 水道用 ＤＰＤマジック購入（水道課）

¥1,900(単価) 中国衛材株式会社

401 平成29年3月16日 カラーレーザープリンターリース（水道課）
402 平成29年3月17日 保育園ガスフライヤー購入（子育て支援課）
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者

¥19,700(月額) マニワ事務機
¥108,000 東真産業株式会社

競争見積徴取結果一覧表（物品）
見積徴取日・入札日

件

名

落札金額(税抜）

落

札

業

403 平成29年3月17日 園庭用物置購入（子育て支援課）

¥367,000 株式会社道満石油店

404 平成29年3月17日 保育園保育備品購入１（子育て支援課）

¥373,100 有限会社

利久教材

405 平成29年3月17日 保育園保育備品購入２（子育て支援課）

¥259,700 有限会社

利久教材

406 平成29年3月17日 保育園保育備品購入３（子育て支援課）

¥320,000 有限会社名和香美堂

407 平成29年3月17日 保育園保育備品購入４（子育て支援課）

¥288,000 池田教材有限会社

408 平成29年3月17日 保育園保育備品購入５（子育て支援課）

¥215,000 池田教材有限会社

409 平成29年3月17日 保育園保育備品購入６（子育て支援課）

¥151,200 有限会社

利久教材

410 平成29年3月17日 保育園保育備品購入７（子育て支援課）

¥322,500 有限会社

利久教材

411 平成29年3月17日 間仕切りゲート購入（子育て支援課）

¥296,000 有限会社

利久教材
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者

