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1 令和3年3月12日 042 デジタルフルカラー複合機リース（落合振興局） \8,687(月額) 日笠商事株式会社　真庭営業所

2 令和3年3月16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

3 令和3年3月16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

4 令和3年3月16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

5 令和3年3月16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

6 令和3年3月16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

7 令和3年3月16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

8 令和3年3月16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

9 令和3年3月16日 008 水処理用薬品（低食塩次亜塩素酸ソーダ）購入
（旭水苑） \440(10kg) 株式会社シンニチロ

10 令和3年3月16日 009 水処理用薬品（ポリ硫酸第二鉄）購入（旭水
苑） \379(10kg) 株式会社シンニチロ

11 令和3年3月16日 010 水処理用薬品（液体苛性ソーダ）購入（旭水
苑） \295(10kg) 株式会社シンニチロ

12 令和3年3月16日 011 水処理用薬品（塩化第二鉄）購入（旭水苑） \448(10kg) 網干産業株式会社

13 令和3年3月16日 012 水処理用薬品（活性炭）購入（旭水苑） \225(1kg) 株式会社　ナカ産業

14 令和3年3月16日 013 水処理用薬品(高分子凝集剤）購入（旭水
苑） \588(1kg) 株式会社シンニチロ

15 令和3年3月16日 014 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

16 令和3年3月16日 015 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

17 令和3年3月16日 016 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

18 令和3年3月16日 017 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） \47(1kg) 株式会社赤木商店　建材部

19 令和3年3月16日 018 北房地区水道施設　硫酸購入（水道課） \63(1kg) 株式会社　ナカ産業

20 令和3年3月16日 019 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

21 令和3年3月16日 021 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）

22 令和3年3月16日 022 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

23 令和3年3月16日 023 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）

24 令和3年3月16日 024 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）

25 令和3年3月16日 025 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

26 令和3年3月16日 026 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） \53(1kg) 株式会社　ナカ産業

27 令和3年3月16日 027 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）

28 令和3年3月18日 028 北房地区水道施設　ポリ塩化アルミニウム購入
（水道課） \1,080(20kg) 株式会社　ナカ産業

29 令和3年3月18日 029 北房地区水道施設　次亜塩素酸ナトリウム購入
（水道課） \1,080(20kg) 株式会社　ナカ産業

30 令和3年3月18日 030 勝山地区水道施設　次亜塩素酸ナトリウム購入
（水道課） \1,120(20kg) 中国衛材株式会社
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31 令和3年3月18日 031 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

32 令和3年3月18日 032 蒜山地区水道施設　次亜塩素酸ナトリウム購入
（水道課） \1,240(20kg) 株式会社　ナカ産業

33 令和3年3月18日 033 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

34 令和3年3月18日 034 水道用　DPDマジック購入（水道課） \1,900(200包) 中国衛材株式会社

35 令和3年3月18日 035 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

36 令和3年3月18日 036 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

37 令和3年3月19日 037 寝具リース（消防総務課） \3,950(日額) 株式会社小山商会　岡山営業所

38 令和3年3月19日 038 救急情報管理システムリース（警防課） \720,000 株式会社ワコー商事 

39 令和3年3月19日 041 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 令和3年3月22日 020 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

41 令和3年3月22日 039 真庭市立小中学校デジタルドリル購入（学校教育
課） \2,059,200 株式会社　両備システムズ 真庭営業所

42 令和3年3月22日 040 AR作成アプリケーションライセンス購入（学校教育
課） \1,136,500 株式会社　両備システムズ 真庭営業所

43 令和3年4月13日 044 デジタル印刷機リース(北房振興局) \9,735(月額) マニワ事務機

44 令和3年4月27日 045 救急服購入（消防総務課） \276,700 株式会社大東　落合営業所

45 令和3年4月27日 046 救助隊用防火帽購入 ― 不成立（応札なし）

46 令和3年4月27日 057 救助用ロープ（警防課） \238,500 有限会社　真庭消防設備

47 令和3年4月27日 058 セミドライスーツ（警防課） ― 不調

48 令和3年4月28日 050 学校給食配送車購入（教育総務課） \19,650,000 勝山サービスセンター

49 令和3年4月28日 051 ひるぜんワイナリー用バッテリーフォークリフト(蒜山振
興局) \950,000 相互自動車株式会社

50 令和3年4月28日 052 オゾンガス発生装置購入（警防課） ― 不調

51 令和3年4月28日 053 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）リース（警防
課） \42,560(月額) セコム株式会社

52 令和3年4月28日 054 活動服購入（消防総務課） \1,263,300 株式会社大東　落合営業所

53 令和3年4月28日 055 救助服購入（消防総務課） \751,600 株式会社大東　落合営業所

54 令和3年4月28日 056 夏活動服（ポロシャツ型）購入（消防総務課） ― 不調

55 令和3年5月6日 047 半袖・長袖Tシャツ購入（消防総務課） \175,110 有限会社サンソーイング

56 令和3年5月6日 048 ゴミクレーン用ブレーキディスク（クリーンセンターまに
わ） \319,000 美津吉商事株式会社 真庭営業所

57 令和3年5月6日 049 壁掛エアコン購入 \200,000 有限会社　カネサダ設備

58 令和3年5月6日 066 冬制服購入（消防総務課） \153,640 興和産業株式会社

59 令和3年5月11日 067 洗車機車体下部ノズル購入（警防課） \248,800 美津吉商事株式会社　真庭営業所

60 令和3年5月11日 068 墜落制止用器具購入（警防課） \242,000 有限会社名和香美堂
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61 令和3年5月11日 069 久世エスパスセンター紙折機購入（スポーツ・文化
振興課） \330,000 日笠商事株式会社　真庭営業所

62 令和3年5月11日 070 ボッチャゲーム用ボールセット購入（スポーツ・文化
振興課） \130,200 クリアスポーツ株式会社

63 令和3年5月13日 059 真庭市指定収集用ごみ袋購入（環境課） \14,395,040 中国衛材株式会社

64 令和3年5月13日 065 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） \3,400(10kg) 矢切薬品株式会社

65 令和3年5月14日 060 コミュニティバス用中型バス購入（くらし安全課） \18,450,000 有限会社落合自動車整備工場

66 令和3年5月14日 061 タブレット端末用付属品一式購入（議会事務
局） \1,035,000 株式会社ランネット

67 令和3年5月14日 062 介護用品（紙おむつ等）購入及び支給【前期】
（高齢者支援課） \2,437,396 有限会社ケアサポートふくしま

68 令和3年5月14日 063 スポーツ用車いす購入（スポーツ・文化振興課） ― 不成立（応札なし）

69 令和3年5月14日 064 気化式冷風機リース（教育総務課） \518,800 三共リース株式会社真庭営業所

70 令和3年5月18日 058-1 流水救助用セミドライスーツ購入（警防課） \232,000 株式会社岡山ホンムラ真庭営業所

71 令和3年5月21日 046-1 救助隊用防火帽購入 \257,600 興和産業株式会社

72 令和3年5月21日 071 デジタル印刷機リース（落合小学校） \8,300(月額) 日笠商事株式会社　真庭営業所

73 令和3年5月21日 072 デジタルフルカラー複合機リース（北房小学校） \38,200(月額) 池田教材有限会社

74 令和3年5月21日 073 デジタルフルカラー複合機リース（クリーンセンターま
にわ） \8,600(月額) 株式会社ランネット

75 令和3年5月25日 052 オゾンガス発生装置購入　再入札（警防課） ― 不調

76 令和3年5月25日 056 夏活動服（ポロシャツ型）購入　再入札（消防
総務課） \523,800 株式会社赤木商店 建材部

77 令和3年5月25日 097 デジタルフルカラー複合機リース（消防総務課） \34,000(月額) 日笠商事株式会社　真庭営業所

78 令和3年5月25日 098 蒜山CLT建築物電話交換機等設備購入設置
（産業政策課） \450,000 株式会社　橋本通信工業

79 令和3年5月27日 074 焼却炉燃焼火格子部品購入（クリーンセンターま
にわ） \925,200 日立造船株式会社

80 令和3年5月27日 075 胴ベルト型（第1種） \990,000 有限会社　真庭消防設備

81 令和3年5月27日 076 フルボディハーネス \731,500 株式会社岡山ホンムラ　真庭営業所

82 令和3年5月27日 077 電気自動車購入（ＮＯ，１）（財産活用課） \3,020,529 光本モータース

83 令和3年5月27日 078 軽四貨物自動車購入（ＮＯ，２）（財産活用
課） \1,108,578 有限会社藤本モータース

84 令和3年5月27日 079 軽四貨物自動車購入（ＮＯ，３）（財産活用
課） \1,106,578 有限会社藤本モータース

85 令和3年5月27日 080 軽四貨物自動車購入（ＮＯ，４）（財産活用
課） \859,873 合同会社インタラクションガレージ

86 令和3年5月27日 081 軽四貨物自動車購入（ＮＯ，５）（財産活用
課） \905,132 野崎モータース

87 令和3年5月27日 082 軽四乗用自動車購入（ＮＯ，６）（財産活用
課） \835,890 有限会社カーオート林

88 令和3年5月27日 083 はんとう棒購入（川上小学校）（教育総務課） \780,000 ヒルゼンスポーツ

89 令和3年5月27日 084 はんとう棒購入（天津小学校）（教育総務課） \785,000 関西遊具株式会社

90 令和3年5月27日 085 雲梯購入（樫邑小学校）（教育総務課） ― 不調
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91 令和3年5月27日 086 滑台付ジャングルジム・はんとう棒購入（中和小学
校）（教育総務課） \1,850,000 ヒルゼンスポーツ

92 令和3年6月1日 111 真庭市封筒印刷 \304,000 作陽印刷工業株式会社

93 令和3年6月3日 063 スポーツ用車いす購入（スポーツ・文化振興課）　
再入札 \850,000 有限会社名和香美堂

94 令和3年6月3日 108 自給式空気呼吸器（消防本部警防課） \376,000 株式会社岡山ホンムラ　真庭営業所

95 令和3年6月3日 109 アルトサクソフォン購入（落合中学校） \368,000 有限会社名和香美堂　

96 令和3年6月3日 110 ランニングマット購入（落合中学校） \164,500 有限会社トライ企画　

97 令和3年6月3日 112 一眼レフカメラ購入（消防本部予防課） ― 不調

98 令和3年6月3日 114 地籍調査用プラスチック標識杭購入（国土調査
室） \250,000 株式会社　リプロ　

99 令和3年6月8日 099 高圧温水洗浄機及び車体下部ノズル購入（消防
本部警防課） \388,000 池田農機株式会社

100 令和3年6月8日 100 ガス式低輻射立体炊飯器購入（教育委員会教
育総務課） \949,000 東真産業株式会社

101 令和3年6月8日 101 水道事業水道メーター器購入（水道課） \8,132,580 株式会社大東落合営業所

102 令和3年6月8日 102 避難標識作成購入（危機管理課） \1,197,760 サカケンプラス株式会社

103 令和3年6月8日 103 災害用備蓄食料及び飲料購入（危機管理課） \1,496,100 有限会社トライ企画

104 令和3年6月8日 104 避難所用アルミロールマット購入（危機管理課） \800,000 株式会社ニッチ

105 令和3年6月9日 113 救急隊員用感染防止衣購入（消防本部警防
課） \417,000 株式会社メディウェル

106 令和3年6月11日 085 雲梯購入（樫邑小学校）（教育総務課） ― 不調

107 令和3年6月15日 087 落合学校給食共同調理場　厨房備品購入（1）
（教育総務課） \7,471,000 梶岡建設株式会社

108 令和3年6月15日 088 落合学校給食共同調理場　厨房備品購入（2）
（教育総務課） \8,198,000 梶岡建設株式会社

109 令和3年6月15日 089 落合学校給食共同調理場　厨房備品購入（3）
（教育総務課） \12,944,000 梶岡建設株式会社

110 令和3年6月15日 090 落合学校給食共同調理場　厨房備品購入（4）
（教育総務課） \11,571,000 梶岡建設株式会社

111 令和3年6月15日 091 落合学校給食共同調理場　厨房備品購入（5）
（教育総務課） \14,864,000 梶岡建設株式会社

112 令和3年6月15日 092 落合学校給食共同調理場　厨房備品購入（6）
（教育総務課） \13,883,000 梶岡建設株式会社

113 令和3年6月15日 093 落合学校給食共同調理場　厨房備品購入（7）
（教育総務課） \6,400,000 梶岡建設株式会社

114 令和3年6月15日 094 落合学校給食共同調理場　厨房備品購入（8）
（教育総務課） \13,711,000 梶岡建設株式会社

115 令和3年6月15日 095 落合学校給食共同調理場　厨房備品購入（9）
（教育総務課） \1,475,000 梶岡建設株式会社

116 令和3年6月15日 096 落合学校給食共同調理場　厨房備品購入
（10）（教育総務課） \483,000 梶岡建設株式会社

117 令和3年6月15日 105 湯元温泉館空調設備購入（湯原振興局） ― 不成立（応札なし）

118 令和3年6月15日 115 可動式学生机椅子セット購入（美川小学校） \292,000 日笠商事株式会社　真庭営業所

119 令和3年6月15日 117 マグネットスクリーン購入（蒜山中学校） \192,000 有限会社　利久教材　

120 令和3年6月17日 116 湯原振興局エアコン購入設置（湯原振興局） \125,000 有限会社　武田電器商会　
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121 令和3年6月17日 129 デジタルフルカラー複合機リース（スポーツ・文化振
興課） \10,900(月額) 日笠商事株式会社　真庭営業所

122 令和3年6月22日 052-1 オゾンガス発生装置購入（警防課） \1,410,000 株式会社メディウェル

123 令和3年6月22日 118 モーノポンプ部品購入（旭水苑） \1,081,900 株式会社岡山ホンムラ真庭営業所

124 令和3年6月22日 119 道の駅醍醐の里冷蔵庫及び冷凍庫購入（落合
振興局） \401,000 東真産業株式会社

125 令和3年6月22日 121 グランド土壌安定剤購入（教育総務課） \1,176,000 原商店

126 令和3年6月22日 125 蒜山スポーツ公園サッカーゴール購入（蒜山振興
局） \500,000 クリアスポーツ株式会社

127 令和3年6月24日 120 重金属固定剤（キレート）購入（クリーンセンター
まにわ） \79,600(1缶) 矢切薬品株式会社

128 令和3年6月24日 122 携帯用水質計購入（下水道課） \580,000 真庭環境衛生管理株式会社

129 令和3年6月24日 123 真庭市行政情報告知端末購入（秘書広報課） \3,900,000 株式会社ランネット

130 令和3年6月24日 124 デジタル簡易無線機購入（危機管理課） \4,487,100 株式会社藤山電気工学社

131 令和3年6月25日 085-1 雲梯購入（樫邑小学校）（教育総務課） \604,000 関西遊具株式会社

132 令和3年6月25日 130 デジタル印刷機リース（遷喬小学校） \8,300(月額) マニワ事務機

133 令和3年6月25日 131 デジタル印刷機リース（月田小学校） \5,500(月額) 日笠商事株式会社　真庭営業所

134 令和3年6月25日 132 デジタル印刷機リース（総務課） \8,300(月額) マニワ事務機

135 令和3年6月29日 112-1 一眼レフカメラ購入（消防本部予防課） \240,000 株式会社　真庭運創研

136 令和3年7月2日 105 湯元温泉館空調設備購入（湯原振興局） \2,900,000 山縣電機工業株式会社

137 令和3年7月2日 126 投票用紙計数機購入（総務課） \1,440,000 株式会社ムサシ　中四国支店

138 令和3年7月2日 128 デジタルフルカラー複合機リース（真庭北部クリーン
センター） ― 不調

139 令和3年7月2日 133 デジタルフルカラー複合機リース（総務課） \24,200(月額) マニワ事務機

140 令和3年7月2日 134 紙折機リース（総務課） \7,500(月額) 日笠商事株式会社　真庭営業所

141 令和3年7月2日 140 軽四貨物自動車購入No.7（財産活用課） \1,074,395 有限会社　松原商会

142 令和3年7月5日 139 自動体外式除細動器リース（健康推進課・勝山
振興局） \80,400(月額) 有限会社　利久教材

143 令和3年7月5日 141 八束こども園エアコン購入（子育て支援課） \989,000 有限会社　カネサダ設備

144 令和3年7月5日 142 久世こども園エアコン購入（子育て支援課） \899,000 有限会社　カネサダ設備

145 令和3年7月5日 143 八束こども園消毒保管庫購入（子育て支援課） \299,000 東真産業株式会社

146 令和3年7月5日 144 耐火金庫購入（教育委員会教育総務課） \480,000 有限会社　よこや商店

147 令和3年7月7日 145 消防ポンプ自動車購入（危機管理課） \17,500,000 株式会社　吉谷機械製作所

148 令和3年7月13日 155 職員用下駄箱（ハイタイプロッカー）購入（勝山
中学校） \170,000 マニワ事務機

149 令和3年7月13日 156 緊急通報装置機器購入（高齢者支援課） ― 不落

150 令和3年7月15日 157 デジタルフルカラー複合機リース（草加部小学校） \8,800(月額) 池田教材有限会社
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151 令和3年7月15日 166 デジタルフルカラー複合機リース（北房中学校） \8,800(月額) 池田教材有限会社

152 令和3年7月19日 146 小型動力ポンプ積載車（落合6-1）購入（危機
管理課） \5,360,000 株式会社トラストワーク

153 令和3年7月19日 147 小型動力ポンプ積載車（落合1-4）購入（危機
管理課） \5,358,000 中村モータース

154 令和3年7月19日 148 小型動力ポンプ積載車（落合3-3）購入（危機
管理課） \5,358,000 中村モータース

155 令和3年7月19日 149 小型動力ポンプ積載車（北房2-3）購入（危機
管理課） \3,157,000 有限会社加藤モータース

156 令和3年7月19日 150 小型動力ポンプ積載車（湯原3-2）購入（危機
管理課） \5,360,000 有限会社石坂モータース蒜山店

157 令和3年7月19日 151 小型動力ポンプ積載車（湯原2-5）購入（危機
管理課） \5,358,000 有限会社クボタオート

158 令和3年7月19日 152 小型動力ポンプ積載車（湯原2-2）購入（危機
管理課） \5,358,000 有限会社クボタオート

159 令和3年7月19日 153 小型動力ポンプ（3台）購入（危機管理課） \3,690,000 有限会社真庭消防設備

160 令和3年7月19日 154 小型動力ポンプ（5台）購入（危機管理課） \6,100,000 東洋ポンプ株式会社

161 令和3年7月21日 163 セキュリティ対策ソフトライセンス更新（教育委員会
学校教育課） \1,694,000 株式会社両備システムズ　真庭営業所

162 令和3年7月21日 164 非常用排便袋購入（危機管理課） \264,000 有限会社トライ企画

163 令和3年7月27日 160 コミュニティバス用ワンボックス自動車購入（くらし安
全課） ― 不調

164 令和3年7月27日 161 落合学校給食共同調理場　食器購入（教育委
員会教育総務課） ― 不調

165 令和3年7月27日 162 落合学校給食共同調理場　食缶購入（教育委
員会教育総務課） ― 不調

166 令和3年7月27日 165 消防団員用活動服購入（危機管理課） ― 不調

167 令和3年7月27日 167 図書室用閲覧テーブル購入（勝山小学校） ― 不調

168 令和3年7月27日 168 会議用クロームブック購入（教育委員会教育総務
課） \226,000 株式会社両備システムズ　真庭営業所

169 令和3年7月29日 156-1 緊急通報装置機器購入（高齢者支援課） \429,000 株式会社橋本通信工業

170 令和3年7月29日 169 ＬＥＤ双眼実体顕微鏡購入（勝山中学校） \212,000 有限会社利久教材

171 令和3年7月30日 170 活性炭原水ポンプ・放流水ポンプ一式購入（旭水
苑） \244,000 池田農機株式会社

172 令和3年7月30日 171 使い捨て舌圧子付鼻鏡及び耳鏡購入（教育委
員会学校教育課） \356,400 有限会社トライ企画

173 令和3年8月5日 158 デジタルフルカラー複合機リース（会計課） \11,700(月額) マニワ事務機

174 令和3年8月5日 172 双眼実体顕微鏡購入（久世中学校） \258,000 有限会社利久教材

175 令和3年8月5日 173 鉄製スタンド購入（遷喬小学校） \253,000 有限会社利久教材

176 令和3年8月10日 165-1 消防団員用活動服購入（危機管理課） \22,536,000 有限会社トライ企画

177 令和3年8月10日 175 文化財収蔵施設収納棚製作購入（生涯学習
課） \9,079,800 株式会社佐田建美

178 令和3年8月16日 160-1 コミュニティバス用ワンボックス自動車購入（くらし安
全課） \3,446,536 ＯＮＥＡＵＴＯ

179 令和3年8月16日 161-1 落合学校給食共同調理場　食器購入（教育委
員会教育総務課） \8,235,850 東真産業株式会社

180 令和3年8月16日 162-1 落合学校給食共同調理場　食缶購入（教育委
員会教育総務課） \6,993,800 東真産業株式会社
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181 令和3年8月16日 176 デジタルフルカラー複合機リース（教育委員会教育
総務課） \17,950(月額) マニワ事務機

182 令和3年8月19日 177 ドローン一式購入（教育委員会教育総務課） \386,940 株式会社真庭運創研

183 令和3年8月19日 178 百葉箱購入（米来小学校） \208,500 有限会社利久教材

184 令和3年8月24日 174 介護保険システム用サーバ及びパソコン等リース
（高齢者支援課） ― 不調

185 令和3年8月27日 181 ICレコーダー購入（教育総務課） \208,500 株式会社ランネット

186 令和3年8月27日 182 消防活動用ホース（50mm）購入（警防課） \210,000 東真産業株式会社

187 令和3年9月3日 174 介護保険システム用サーバ及びパソコン等リース
（高齢者支援課） ― 不調

188 令和3年9月6日 180 真庭市封筒印刷（総務課） \980,150 真庭印刷工業株式会社

189 令和3年9月7日 167-1 図書室用閲覧テーブル購入（勝山小学校） \263,250 有限会社利久教材

190 令和3年9月7日 183 落合学校給食共同調理場　事務机・椅子購入
（教育総務課） \2,306,280 マニワ事務機

191 令和3年9月7日 184 落合学校給食共同調理場　収納備品購入（教
育総務課） \914,860 マニワ事務機

192 令和3年9月7日 185 落合学校給食共同調理場　事務備品購入（教
育総務課） \685,660 マニワ事務機

193 令和3年9月7日 186 ラボ用電子てんびん購入（下水道課） \259,500 有限会社前田金物店

194 令和3年9月9日 179 介護用品（紙おむつ等）購入及び支給【後期】
（高齢者支援課） \2,115,186 有限会社ケアサポートふくしま 

195 令和3年9月14日 187 歩数計購入（健康推進課） \233,200 株式会社岡山ホンムラ真庭営業所

196 令和3年9月14日 188 カラーレーザープリンターリース（都市住宅課） \5,000(月額) マニワ事務機

197 令和3年9月17日 193 卓球台購入（スポーツ・文化振興課） \284,000 有限会社トライ企画

198 令和3年9月21日 194 デジタルフルカラー複合機リース（農林土木課） \60700(月額) 株式会社ランネット

199 令和3年9月21日 195 大判プリンターリース（生涯学習課） \6,400(月額) 日笠商事株式会社真庭営業所

200 令和3年9月28日 196 偽造防止用紙作成（市民課） \312,000 作陽印刷工業株式会社

201 令和3年9月30日 189 川上こども園大桃組エアコン購入（子育て支援
課） \308,950 有限会社カネサダ設備

202 令和3年9月30日 190 月田保育園遊戯室エアコン購入（子育て支援
課） \359,090 有限会社カネサダ設備

203 令和3年9月30日 191 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

204 令和3年9月30日 192 デスクトップ型ワークステーションリース（秘書広報
課） \29,000(月額) 株式会社ランネット

205 令和3年10月7日 203 ランチルーム用テーブル購入（落合中学校） \328,500 有限会社利久教材

206 令和3年10月11日 200 フルート購入（落合中学校） \151,000 有限会社利久教材

207 令和3年10月12日 204 デジタルフルカラー複合機リース（久世中学校） \55,565(月額) マニワ事務機

208 令和3年10月15日 197 落合学校給食共同調理場　洗濯乾燥室備品購
入（教育総務課） ― 不調

209 令和3年10月15日 198 湯原こども園エアコン購入（子育て支援課） \565,240 有限会社カネサダ設備

210 令和3年10月15日 199 耐切創性手袋購入（危機管理課） \303,960 有限会社真庭消防設備
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211 令和3年10月15日 201 旧二川小学校個別教室空調設備購入（湯原振
興局） \1,999,910 有限会社カネサダ設備

212 令和3年10月15日 202 旧二川小学校共用部空調設備購入（湯原振興
局） \1,703,350 有限会社カネサダ設備

213 令和3年10月15日 205 明るい家庭づくり作文参加賞購入（くらし安全
課） \157,200 有限会社高井文研堂

214 令和3年10月15日 206 明るい家庭づくり作文集印刷製本（くらし安全
課） \223,300 富岡印刷株式会社

215 令和3年10月19日 207 簡易集塵機購入（北房中学校） \176,000 マエダ金物株式会社

216 令和3年10月19日 208 凝集沈殿原水ポンプ購入（クリーンセンターまに
わ） \200,000 株式会社岡山ホンムラ真庭営業所

217 令和3年10月21日 213 スノーモービル借上（教育総務課） \315,950 三共リース株式会社真庭営業所

218 令和3年10月21日 214 小型除雪機借上（教育総務課） \361,340 三共リース株式会社真庭営業所

219 令和3年10月25日 209 ブラインド・ロールスクリーン購入（教育総務課） \327,200 株式会社佐田建美

220 令和3年10月25日 210 実験用オシロスコープ購入（久世中学校） \211,200 有限会社利久教材

221 令和3年10月26日 211 給食用食器購入（教育総務課） \1,584,000 有限会社トライ企画

222 令和3年10月26日 212 背負式消火水のう購入（危機管理課） ― 不調

223 令和3年10月28日 215 住民税申告相談日程表印刷（税務課） \200,000 富岡印刷株式会社

224 令和3年11月2日 197-1 落合学校給食共同調理場　洗濯乾燥室備品購
入（教育総務課） ― 不調

225 令和3年11月2日 216 プロジェクター購入（北房小学校） \170,000 株式会社ランネット

226 令和3年11月11日 217 除雪車(コマツ)エッジ等消耗品購入（建設課） \590,450 晴れの国岡山農協
真庭広域営農経済センター

227 令和3年11月11日 218 除雪車(TCM)エッジ等消耗品購入（建設課） \776,400 有限会社　古瀬工務店

228 令和3年11月11日 219 除雪車(トラック)エッジ等消耗品購入（建設課） \642,095 原　商店

229 令和3年11月11日 220 除雪車チェーン等消耗品購入（建設課） ― 不調

230 令和3年11月11日 221 凍結防止剤購入（建設課） \1,757,800 原　商店

231 令和3年11月11日 222 単柱式スノーポール購入（建設課） \367,400 有限会社　栗栖金物店

232 令和3年11月11日 223 落合共同調理場　防犯カメラ等電気製品購入
（教育総務課） \1,142,120 有限会社　武田電気商会

233 令和3年11月11日 224 のり付窓あき目隠し加工封筒（横開き三種）印
刷（税務課） \386,000 作陽印刷株式会社

234 令和3年11月15日 227 中和保育園デジタル複合機リース（子育て支援
課） \8,230(月額) 日笠商事株式会社　真庭営業所

235 令和3年11月15日 228 八束こども園デジタル複合機リース（子育て支援
課） \17,330(月額) 日笠商事株式会社　真庭営業所

236 令和3年11月15日 229 落合こども園デジタル複合機リース（子育て支援
課） \9,660(月額) 日笠商事株式会社　真庭営業所

237 令和3年11月15日 230 デジタルカラー複合機リース（議会事務局） \46,500(月額) 日笠商事株式会社　真庭営業所

238 令和3年11月22日 231 更衣ロッカー購入（落合中学校） \119,200 日笠商事株式会社　真庭営業所

239 令和3年11月22日 232 デジタルフルカラー複合機リース（河内小学校） \18,870(月額) マニワ事務機

240 令和3年11月24日 197-2 落合学校給食共同調理場　洗濯乾燥室備品購
入（教育総務課） \877,500 東真産業株式会社
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241 令和3年11月24日 233 ウイルス対策ソフトライセンス購入（秘書広報課） \1,409,500 株式会社ランネット

242 令和3年11月24日 234 美川小学校滑り台購入（教育総務課） \990,000 さんもく工業株式会社真庭営業所

243 令和3年11月25日 212-1 背負式消火水のう購入（危機管理課） \1,938,000 株式会社岡山ホンムラ真庭営業所

244 令和3年11月25日 220-1 除雪車チェーン等消耗品購入（建設） \2,156,049 原　商店

245 令和3年12月3日 235 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

246 令和3年12月3日 236 神庭の滝自然公園入園券印刷（勝山振興局） \159,500 富岡印刷株式会社

247 令和3年12月3日 237 デジタル印刷機リース（湯原振興局） \8,000 マニワ事務機

248 令和3年12月9日 238 のり付窓あき目隠し加工封筒（縦開き三種）印
刷（税務課） \219,600 真庭印刷工業株式会社

249 令和3年12月14日 239 シンクライアント端末購入（秘書広報課） \1,522,500 株式会社ランネット

250 令和3年12月15日 240 落合共同調理場　家電機器購入（教育総務
課） \314,300 有限会社武田電器商会

251 令和3年12月17日 241 「真庭市保健だより」印刷（健康推進課） ― 中止（仕様書不備が見つかったため）

252 令和3年12月24日 242 真庭市そばの館　POSレジスター購入（蒜山振興
局） \1,100,000 日笠商事株式会社　真庭営業所

253 令和3年12月24日 243 真庭市そばの館　厨房機器購入①（蒜山振興
局） \2,807,800 東真産業株式会社

254 令和3年12月24日 244 真庭市そばの館　厨房機器購入②（蒜山振興
局） \4,265,000 東真産業株式会社

255 令和3年12月24日 245 真庭市そばの館　厨房機器購入③（蒜山振興
局） \1,256,000 東真産業株式会社

256 令和3年12月24日 246 真庭市そばの館　そば関連機器購入（蒜山振興
局） ― 不調（価格超過のため）

257 令和3年12月28日 247 消防団表彰状印刷（危機管理課） \261,000 富岡印刷株式会社

258 令和4年1月6日 248 マグネットスクリーン購入（北房中学校） \165,000 株式会社ランネット

259 令和4年1月18日 241-1 「真庭市保健だより」印刷（健康推進課） ― 不調

260 令和4年1月18日 249 真庭市当初予算書印刷製本（財政課） \175,500 富岡印刷株式会社

261 令和4年1月18日 250 水量指示計購入（クリーンセンターまにわ） \294,000 池田農機株式会社

262 令和4年1月18日 251 天の川こども園　すべり台購入（子育て支援課） \512,000 有限会社名和香美堂

263 令和4年1月18日 254 落合共同調理場　物置等購入（教育総務課） ― 不調

264 令和4年1月18日 255 旧二川小学校　空調機器購入（湯原振興局） \1,620,000 山縣電機工業株式会社

265 令和4年1月20日 246-1 真庭市そばの館　そば関連機器購入（蒜山振興
局） \7,550,000 晴れの国岡山農業協同組合　真庭広域営

農経済センター

266 令和4年1月20日 253 八束公民館　放送設備購入（蒜山振興局） \1,131,500 有限会社大倉電器店

267 令和4年1月25日 252 真庭市そばの館　テーブル・椅子購入（蒜山振興
局） \3,492,900 株式会社佐田建美

268 令和4年1月25日 256 消火栓用器具及び格納箱購入（危機管理課） \779,260 池田農機株式会社

269 令和4年1月25日 257 湯原こども園　エアコン購入（子育て支援課） \420,000 池田農機株式会社

270 令和4年1月25日 259 消防団員用安全靴購入（危機管理課） \292,550 株式会社赤木商店建材部
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271 令和4年1月25日 260 教室用大型液晶テレビ購入（勝山小学校） \191,400 有限会社武田電器商会

272 令和4年1月25日 261 木山こども園　エアコン購入（子育て支援課） \216,000 有限会社武田電器商会

273 令和4年1月27日 258 デジタル印刷機リース（湯原小学校） \8,400(月額) マニワ事務機

274 令和4年1月27日 262 ネットワーク機器購入（秘書広報課） \368,500 株式会社ランネット

275 令和4年2月1日 263 生涯学習情報誌印刷（生涯学習課） \308,000 作陽印刷工業株式会社

276 令和4年2月1日 264 木製書架購入（生涯学習課） \312,000 マニワ事務機

277 令和4年2月8日 254-1 落合共同調理場　物置等購入（教育総務課） \714,000 池田農機株式会社

278 令和4年2月8日 265 真庭市そばの館　家具等購入（蒜山振興局） \794,000 株式会社佐田建美

279 令和4年2月8日 266 モーノポンプ部品購入（旭水苑） \1,077,000 株式会社岡山ホンムラ真庭営業所

280 令和4年2月8日 267 真庭中央食育センター　自動皮むき機等購入（教
育総務課） \737,000 キッチンハウスさかい

281 令和4年2月14日 268 ワイヤレス受信機購入（久世中学校） \173,000 有限会社武田電器商会

282 令和4年2月15日 269 パネル収納運搬車購入（北房振興局） \168,000 有限会社　よこや商店

283 令和4年2月21日 270 デジタルフルカラー複合機リース（福祉課） \9,200(月額) 日笠商事株式会社真庭営業所

284 令和4年2月21日 271 液晶テレビ等購入（スポーツ・文化振興課） \153,400 マニワ事務機

285 令和4年2月21日 272 真庭中央食育センター　スタンディングカート等購入
（教育総務課） \317,950 株式会社岡山ホンムラ真庭営業所

286 令和4年2月24日 274 真庭中央食育センター　調理器具等購入（教育
総務課） \770,000 東真産業株式会社

287 令和4年2月24日 275 真庭中央食育センター　事務机・収納備品購入
（教育総務課） \689,880 マニワ事務機

288 令和4年2月24日 276 真庭中央食育センター　サーマルカメラ等購入（教
育総務課） ― 不調

289 令和4年2月24日 277 真庭中央食育センター　エプロン等購入（教育総
務課） \443,300 有限会社トライ企画

290 令和4年2月24日 279 湯本温泉館　家具等備品購入（湯原振興局） \2,072,100 マニワ事務機

291 令和4年2月24日 280 倉庫用中量ラック購入（湯原振興局） \866,800 マニワ事務機

292 令和4年2月24日 281 文化財資料収蔵施設　整備用品購入（生涯学
習課） \1,262,450 有限会社よこや商店

293 令和4年2月28日 278 久世保育園　エアコン購入（子育て支援課） \638,900 有限会社武田電器商会

294 令和4年3月1日 282 プラスチックカード式印鑑登録証印刷（市民課） \115,000 富岡印刷株式会社

295 令和4年3月1日 283 真庭中央食育センター　移動台購入（教育総務
課） \320,000 東真産業株式会社

296 令和4年3月2日 273 プロジェクター購入（落合中学校） \152,000 日笠商事株式会社真庭営業所

297 令和4年3月3日 284 勝山健康増進施設水夢　電気ポリッシャー購入
（勝山振興局） \140,000 キッチンハウスさかい

298 令和4年3月10日 276-1 真庭中央食育センター　サーマルカメラ等購入（教
育総務課） \472,700 有限会社トライ企画

299 令和4年3月11日 285 給食配膳台購入（勝山小学校） \152,400 有限会社トライ企画


