
2-4-1 市民協働事務用プリンタートナーカートリッジ　買入 令和2年4月15日 物品買入 19,800 ダイトク商事　徳田　稔喜 令和2年5月14日

2-4-2 市民協働事務用手提げ袋ほか１２点　買入 令和2年4月15日 物品買入 58,275 株式会社シービジョン 令和2年5月14日

2-4-3 地域における安全・安心事業用　訓練用トリアージタグ　買入 令和2年4月15日 物品買入 54,500 株式会社カナガワ 令和2年5月14日

2-4-4 こどもサポートネット事業用　オフィスデスク用センター引出しほか１点買入 令和2年4月15日 物品買入 50,800 株式会社光楠 令和2年5月14日

2-4-5 こどもサポートネット事業用レインコートほか15点　買入 令和2年4月15日 物品買入 39,817 株式会社カナガワ 令和2年5月14日

2-4-6 こどもサポートネット事業広報用チラシ　印刷 令和2年4月15日 物品買入 49,400 リースト大阪株式会社 令和2年5月14日

2-4-7 政策企画課広報担当パソコン用ソフトの買入 令和2年4月23日 物品買入

2-5-1 生活支援担当業務用ファイルワゴン（２段）ほか6点　買入 令和2年5月15日 物品買入

2-5-2 生活支援担当業務用システムトナーカートリッジ　買入 令和2年5月15日 物品買入 277500 NEICS合同会社 令和2年6月2日

2-5-3 生活支援担当業務シュレッダー　買入 令和2年5月15日 物品買入 136,000 関西文具株式会社 令和2年6月2日

2-5-4 放置自転車対策用自着シール式警告エフ印刷業務 令和2年5月15日 印刷請負 343,000 株式会社宣成社 令和2年6月2日

2-5-5 地域防犯業務にかかるアルコールチェッカー　買入 令和2年5月15日 物品買入 3,050 株式会社カナガワ 令和2年6月2日

2-5-6 地域防犯業務用半袖ポロシャツ他5点買入 令和2年5月15日 物品買入 165,300 ミズシマスポーツ株式会社 令和2年6月2日

2-5-7 地域における安全・安心事業用　クラフト紙手提袋　買入 令和2年5月15日 物品買入 9,280 関西文具株式会社 令和2年6月2日

2-5-8 保健福祉センター事業用プリンタートナーカートリッジ　買入 令和2年5月15日 物品買入 33,000 ダイトク商事　徳田　稔喜 令和2年6月2日

2-5-9 保健福祉業務用蛍光ペンほか１０点　買入 令和2年5月15日 物品買入 29,140 株式会社カナガワ 令和2年6月2日

2-5-10 子育て支援担当事務用トナーカートリッジ　買入 令和2年5月15日 物品買入 52,110 株式会社オフィスアトムズ 令和2年6月2日

2-5-11 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用トナーカートリッジ　買入 令和2年5月15日 物品買入 276,900 株式会社オフィスアトムズ 令和2年6月2日

2-5-12 区役所事務用電話機ほか１点　買入 令和2年5月15日 物品買入 204,200 NEICS合同会社 令和2年6月2日

2-5-13 保険年金担当事務用クリヤーブックほか３点　買入 令和2年5月15日 物品買入 6,650 株式会社シービジョン 令和2年6月2日

2-5-14 こどもサポートネット事業用自転車買入 令和2年5月29日 物品買入 81,400 株式会社カナガワ 令和2年6月5日

2-6-1 総務課事務用PDF編集加工ソフト　買入 令和2年6月12日 物品買入

2-6-2 庁舎管理用　垂直式救助袋使用方法案内板　買入 令和2年6月12日 物品買入 2,400 キンパイ商事株式会社 令和2年6月24日

2-6-3 区役所事務用手指消毒剤　（その３）　買入 令和2年6月12日 物品買入

2-6-4
政策企画課広聴事業用　淀川区マスコットキャラクターデザイン付きボールペン

買入
令和2年6月12日 物品買入 249,240 株式会社チヂキ　大阪店 令和2年6月24日

2-6-5 淀川区地域防災リーダー用ゴム半長靴　買入 令和2年6月12日 物品買入 181,920 宝永株式会社 令和2年6月24日

2-6-6 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用OAラベル他18点　買入 令和2年6月12日 物品買入

2-6-7 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用トナーカートリッジ　買入 令和2年6月12日 物品買入 133,620 NEICS合同会社 令和2年6月24日

2-6-8 地域健康講座用油性マーカー　他18点の買入 令和2年6月12日 物品買入 25,880 株式会社シービジョン 令和2年6月24日

2-6-9 地域における安全・安心事業用　養生テープほか３点　買入 令和2年6月12日 物品買入 122,400 株式会社岡野 令和2年6月24日

2-6-10 生活支援担当業務用ファイルワゴン（２段）ほか７点　買入 令和2年6月12日 物品買入 71,530 株式会社シービジョン 令和2年6月24日

2-6-11 乳幼児健診用デジタル体重計　買入 令和2年6月12日 物品買入 42,500 株式会社カナガワ 令和2年6月24日

2-6-12 保健福祉業務用ロール紙買入 令和2年6月12日 物品買入 28,000 椿本商事株式会社 令和2年6月24日

2-6-13 保健福祉業務用クラフトテープほか８点買入 令和2年6月12日 物品買入 18,960 関西文具株式会社 令和2年6月24日

不調（予定価格超過）

令和２年度　淀川区役所　物品供給等公募型比較見積り合わせ契約結果

案件番号 案件名称 HP掲載日
契約の
種類

不調（応札なし）

契約金額
（税抜）円

契約の相手方 決定日

不調（予定価格超過）

案件中止

不調（応札なし）



令和２年度　淀川区役所　物品供給等公募型比較見積り合わせ契約結果

案件番号 案件名称 HP掲載日
契約の
種類

契約金額
（税抜）円

契約の相手方 決定日

2-6-14 保健福祉センター事業用携帯電話端末　借入 令和2年6月12日 物品買入

2-6-15 保育事務用レターケース他7点　買入 令和2年6月12日 物品買入 20,378 株式会社カナガワ 令和2年6月24日

2-6-16 保健福祉センター事業用発券機用ロール紙の買入 令和2年6月12日 物品買入 28,000 椿本商事株式会社 令和2年6月24日

2-6-17 政策企画課広報担当パソコン用ソフトの買入 令和2年6月12日 物品買入

2-6-18 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用ОＡラベル他１８点 買入 令和2年6月25日 物品買入 122,940 関西文具株式会社 令和2年7月1日

2-7-1 市民協働事務用トナーカートリッジほか５点の買入 令和2年7月10日 物品買入 138,200 株式会社オフィスアトムズ 令和2年7月21日

2-7-2 生活支援担当業務用データ印　買入 令和2年7月10日 物品買入 2,100 株式会社シービジョン 令和2年7月21日

2-7-3
青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第62条に規定する継続検査及び整備

並びに必要事務の代行業務
令和2年7月10日 その他 83,220 株式会社村上自動車工業所 令和2年7月21日

2-7-4 学校体育施設開放事業用トスバッティングフェンス　買入 令和2年7月10日 物品買入 48,000 ミズシマスポーツ株式会社 令和2年7月21日

2-7-5 国民健康保険業務用プリンタートナーカートリッジほか1点　買入 令和2年7月10日 物品買入 172,000 ジェイテック株式会社 令和2年7月21日

2-7-6 すこやか大阪２１推進事業用マスク一式 買入 令和2年7月10日 物品買入

2-7-7 種から育てる地域の花づくり支援事業用ビオラ種外５点買入 令和2年7月10日 物品買入 33,000 丸石園芸株式会社 令和2年7月21日

2-7-8 訪問指導用 ベビースケール 買入 令和2年7月10日 物品買入

2-7-9 窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用ライフプラン結婚・出生記念カード 買入 令和2年7月10日 物品買入

2-7-10 保健福祉業務用つづりひもほか１２点買入 令和2年7月10日 物品買入 39,779 株式会社カナガワ 令和2年7月21日

2-7-11 区役所事務用 手指消毒剤（その４） 買入 令和2年7月27日 物品買入

2-7-12 区役所事務用不織布マスク 買入 令和2年7月27日 物品買入 89,000 株式会社エム・イー・サイエンス 令和2年8月4日

2-7-13 区役所事務用フェイスシールド　買入 令和2年7月27日 物品買入 174,000 株式会社コウエイ 令和2年8月5日

2-7-14 こどもサポートネット事業用　定規ほか１３点　買入 令和2年7月27日 物品買入 48,280 関西文具株式会社 令和2年8月4日

2-7-15 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用ライフプラン結婚・出生記念カードの買入 令和2年7月27日 物品買入 19,600 有限会社マック・アド・カンパニー 令和2年8月4日

2-8-1 区役所事務用手指消毒剤（その５）　買入 令和2年8月5日 物品買入 207,000 株式会社ミヨシ 令和2年8月7日

2-8-2 学校体育施設開放事業用多目的支柱　買入 令和2年8月7日 物品買入 106,500 ミズシマスポーツ株式会社 令和2年8月25日

2-8-3 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用ライフプラン出生・結婚記念フォトフレーム　買入 令和2年8月7日 物品買入 190,400 関西文具株式会社 令和2年8月25日

2-8-4 生活支援担当業務用輪ゴムほか２３点　買入 令和2年8月7日 物品買入 58,005 株式会社カナガワ 令和2年8月25日

2-8-5 政策企画課広報担当パソコン用ソフト　買入 令和2年8月7日 物品買入 95,760 株式会社大塚商会 令和2年8月26日

2-8-6 生活支援担当業務用ゴム印ほか１点　買入 令和2年8月7日 物品買入 3,850 株式会社カナガワ 令和2年8月25日

2-8-7 新たな地域コミュニティ支援事業用データ（PC）用CD-R他２点　買入 令和2年8月7日 物品買入 9,335 株式会社カナガワ 令和2年8月25日

2-8-8 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用スタンプ台他７点　買入 令和2年8月7日 物品買入 43,420 関西文具株式会社 令和2年8月25日

2-8-9 新たな地域コミュニティ支援事業用プリンター両面印刷ユニット　買入 令和2年8月7日 物品買入 18,970 NEICS合同会社 令和2年8月25日

2-8-10 庁舎管理用塩化ビニールシート　買入 令和2年8月7日 物品買入 55,500 株式会社カナガワ 令和2年8月25日

2-8-11 庁舎管理用サーキュレーター　買入 令和2年8月7日 物品買入

2-8-12 地域における安全・安心事業用　淀川区防災マップ案内リーフレット印刷 令和2年8月7日 印刷請負

2-8-13 保健福祉業務用事務机ほか1点　買入 令和2年8月7日 物品買入

2-8-14 地域安全対策業務用自転車　買入 令和2年8月7日 物品買入

不調（応札なし）

案件中止

不調（予定価格超過）

不調（予定価格超過）

案件中止

不調（応札なし）

不調（応札なし）

不調（応札なし）

案件中止

案件中止



令和２年度　淀川区役所　物品供給等公募型比較見積り合わせ契約結果

案件番号 案件名称 HP掲載日
契約の
種類

契約金額
（税抜）円

契約の相手方 決定日

2-9-1 庁舎管理用住宅家具用洗剤ほか１点 買入 令和2年9月8日 物品買入 114,000 株式会社岡野 令和2年9月15日

2-9-2 庁舎管理用雑巾ほか３点　買入 令和2年9月8日 物品買入

2-9-3 区役所事務用手指消毒剤（その６）　買入 令和2年9月8日 物品買入 154,800 関西文具株式会社 令和2年9月18日

2-9-4 総務課事務用トナーカートリッジほか５点　買入 令和2年9月8日 物品買入 125,300 ダイトク商事　徳田　稔喜 令和2年9月15日

2-9-5 大阪市廃止・特別区設置住民投票用お茶　買入 令和2年9月8日 物品買入 31,048 株式会社カナガワ 令和2年9月15日

2-9-6 地域安全事業用カラーレーザープリンタートナーカートリッジ買入 令和2年9月11日 物品買入 55,000 ダイトク商事　徳田　稔喜 令和2年9月24日

2-9-7 地域安全対策業務用自転車　買入（その２） 令和2年9月11日 物品買入 114,500 株式会社カナガワ 令和2年9月24日

2-9-8 地域における安全・安心事業用　淀川区防災マップ案内リーフレット　印刷 令和2年9月11日 印刷請負 15,000 ロータリー印刷株式会社 令和2年9月24日

2-9-9 こどもサポートネット事業用　オリジナルクリアファイル　買入 令和2年9月11日 印刷請負 45,000 アート印刷株式会社 令和2年9月24日

2-9-10 保健福祉業務用事務机ほか１点買入（その２） 令和2年9月11日 物品買入 178,000 椿本商事株式会社 令和2年9月24日

2-9-11 国民健康保険事務用　ホッチキス針ほか１７点　買入 令和2年9月11日 物品買入 15,381 株式会社カナガワ 令和2年9月24日

2-9-12 介護予防健康教育用パンフレット印刷 令和2年9月11日 印刷請負 26,700 ロータリー印刷株式会社 令和2年9月24日

2-9-13 大阪市廃止・特別区設置住民投票にかかる期日前投票所用物品 借入 令和2年9月24日 物品借入 84,500
山王スペース＆レンタル株式会
社

令和2年9月30日

2-9-14 大阪市廃止・特別区設置住民投票にかかる従事者用寝具 借入 令和2年9月24日 物品借入 16,400 株式会社白光 令和2年9月30日

2-9-15

2-9-16 大阪市廃止・特別区設置住民投票用養生用テープほか６点　買入 令和2年9月24日 物品買入 114,080 関西文具株式会社 令和2年9月29日

2-9-17 庁舎管理用雑巾ほか２点買入 令和2年9月24日 物品買入 50,250 株式会社岡野 令和2年9月29日

2-9-18 大阪市廃止・特別区設置住民投票用クリップ付きペンシル　買入 令和2年9月24日 物品買入 33,400 株式会社カナガワ 令和2年9月29日

2-9-19 大阪市廃止・特別区設置住民投票にかかる投開票所用物品 借入 令和2年9月29日 物品借入 110,000 山王スペース＆レンタル株式会社 令和2年10月5日

2-10-1 淀川区生涯学習関連施設情報案内冊子 印刷 令和2年10月9日 印刷請負 48,000 有限会社マック・アド・カンパニー 令和2年10月20日

2-10-2 市民協働事務用プリンタートナーカートリッジほか1点　買入 令和2年10月9日 物品買入 55,300 有限会社スリーエス 令和2年10月20日

2-10-3 生活支援担当業務用ゴム印ほか２点の買入 令和2年10月9日 物品買入 6,230 株式会社永江印祥堂 令和2年10月20日

2-10-4 政策企画課事務用　DVD-RWほか７点　買入 令和2年10月9日 物品買入 21,260 関西文具株式会社 令和2年10月20日

2-10-5 保険年金担当事務用フラットファイル（背表紙伸縮タイプ）ほか7点買入 令和2年10月9日 物品買入

2-10-6 淀川区成人の日記念のつどい事業にかかる花束外２点　買入 令和2年10月9日 物品買入 62,000 株式会社サトウ花店 令和2年10月20日

2-10-7 淀川区成人の日記念のつどい事業にかかるプログラム印刷 令和2年10月9日 印刷請負 22,550 有限会社マック・アド・カンパニー 令和2年10月20日

2-10-8 淀川区成人の日記念のつどい事業用サーマルカメラ借入 令和2年10月9日 物品借入 120,000 株式会社映像機器システム社 令和2年10月20日

2-10-9 淀川区成人の日記念のつどい事業用持ち手付き手提げ袋他６点　買入 令和2年10月9日 物品買入 53,510 株式会社カナガワ 令和2年10月20日

2-10-10 地域安全事業用こども１１０番の家のプレート　買入 令和2年10月9日 物品買入 102,500 株式会社チヂキ　大阪店 令和2年10月20日

不調（応札なし）

欠番

不調（予定価格超過）



令和２年度　淀川区役所　物品供給等公募型比較見積り合わせ契約結果

案件番号 案件名称 HP掲載日
契約の
種類

契約金額
（税抜）円

契約の相手方 決定日

2-11-1 保健福祉センター事業用プリンタートナーカートリッジ他２点　買入 令和2年11月13日 物品買入 57,640 有限会社スリーエス 令和2年11月26日

2-11-2 淀川区地域防災訓練用アルファ化米　買入 令和2年11月13日 物品買入 178,605 株式会社ミヨシ 令和2年11月26日

2-11-3 すこやか大阪２１推進事業用名入れシャープペンシル　買入 令和2年11月13日 物品買入 40,000 株式会社カナガワ 令和2年11月26日

2-11-4 地域安全事業用こども１１０番の家の旗買入 令和2年11月13日 物品買入 186,100 株式会社チヂキ 令和2年11月26日

2-11-5 保健福祉センター事業用カラー用紙ほか１６点　買入 令和2年11月13日 物品買入 29,644 株式会社カナガワ 令和2年11月26日

2-11-6 特定健康診査受診啓発用オリジナルジッパーケース買入 令和2年11月13日 物品買入 174,000 関西文具株式会社 令和2年11月26日

2-11-7 第47回淀川区新春たこあげ大会用トロフィー買入 令和2年11月13日 物品買入 9,200 株式会社カナガワ 令和2年11月26日

2-11-8 第47回淀川区新春たこあげ大会用紙コップ外２点　買入 令和2年11月13日 物品買入 10,630 株式会社カナガワ 令和2年11月26日

2-11-9 地域健康講座用コピー用紙　他２２点　買入 令和2年11月13日 物品買入 48,160 関西文具株式会社 令和2年11月26日

2-11-10 地域健康情報発信事業用マスクケース　印刷 令和2年11月13日 印刷請負 120,000 アート印刷株式会社 令和2年11月26日

2-11-11 保健福祉業務用総合福祉システム用プリンタートナーカートリッジほか１点買入 令和2年11月13日 物品買入 243,000 株式会社オフィスアトムズ 令和2年11月26日

2-11-12 保健福祉業務用テープのり（本体）ほか１１点買入 令和2年11月13日 物品買入 36,099 株式会社カナガワ 令和2年11月26日

2-11-13 政策企画課事務用レーザーポインターほか1点　買入 令和2年11月13日 物品買入 94,044 株式会社山昌 令和2年11月26日

2-11-14 淀川区役所記念写真撮影パネル及び関連備品の修繕 令和2年11月13日 物品修繕 91,500 関西文具株式会社 令和2年11月26日

2-11-15 第47回淀川区新春たこあげ大会用折りたためる収納ボックス外２点の買入 令和2年11月13日 物品買入 158,400 関西文具株式会社 令和2年11月26日

2-11-16 子育て支援担当事務用プリンタートナーカートリッジ　買入 令和2年11月13日 物品買入 22,400 有限会社スリーエス 令和2年11月26日

2-11-17 庁舎管理用蛍光灯ほか２点買入 令和2年11月13日 物品買入 55,450 株式会社カナガワ 令和2年11月26日

2-11-18 総務課事務用テープのり（詰め替え用）ほか10点　買入 令和2年11月13日 物品買入 26,967 株式会社シービジョン 令和2年11月26日

2-11-19 種から育てる地域の花づくり支援事業用ラミネートフィルム外９点 買入 令和2年11月24日 物品買入

2-11-20 種から育てる地域の花づくり支援事業育苗培土外４点　買入 令和2年11月24日 物品買入 75,000 丸石園芸株式会社 令和2年12月3日

2-12-1 国民健康保険業務用プリンタートナーカートリッジほか2点 令和2年12月11日 物品買入 194,600 ジェイテック株式会社 令和2年12月22日

2-12-2 遠隔手話通訳用タブレット型端末 借入 令和2年12月11日 物品借入

2-12-3 学校体育施設開放事業用卓球台　買入 令和2年12月11日 物品買入 118,000 ミズシマスポーツ株式会社 令和2年12月22日

2-12-4 学校体育施設開放事業用防球ネット　買入 令和2年12月11日 物品買入 89,400 ミズシマスポーツ株式会社 令和2年12月22日

2-12-5 はぐくみネット事業用色紙外３点の買入 令和2年12月11日 物品買入 7,180 関西文具株式会社 令和2年12月22日

2-12-6 生活支援担当業務シュレッダー　買入 令和2年12月11日 物品買入 121,200 関西文具株式会社 令和2年12月22日

2-12-7 生活支援担当業務用自転車　買入 令和2年12月11日 物品買入 320,000 株式会社カナガワ 令和2年12月22日

2-12-8 生活支援担当業務用ふせんほか２８点　買入 令和2年12月11日 物品買入 82,539 株式会社カナガワ 令和2年12月22日

不調（応札なし）

不調（応札なし）



令和２年度　淀川区役所　物品供給等公募型比較見積り合わせ契約結果

案件番号 案件名称 HP掲載日
契約の
種類

契約金額
（税抜）円

契約の相手方 決定日

2-1-1 保健福祉センター事業用シュレッダー 買入 令和3年1月15日 物品買入 177,200 株式会社カナガワ 令和3年1月26日

2-1-2 防災対策用防護服（つなぎタイプ）買入 令和3年1月15日 物品買入 69,600 株式会社グラップラー 令和3年1月26日

2-1-3 地域における安全・安心事業用 防災啓発用携帯トイレ 買入 令和3年1月15日 物品買入

2-1-4
公用車の道路運送車両法第62条に規定する継続審査（車検）及び整備並びに必要事務の

代行
令和3年1月15日 事業請負 52,850 株式会社村上自動車工業所 令和3年1月26日

2-1-5 保健福祉業務用総合福祉システム用プリンタートナーカートリッジ 買入 令和3年1月15日 物品買入 186,640 株式会社オフィスアトムズ 令和3年1月26日

2-1-6 種から育てる地域の花づくり支援事業用ラミネートフィルム外７点 買入 令和3年1月15日

2-1-7 よどっこ子育て相談事業用スティックのり外11点の買入 令和3年1月15日 物品買入 31,174 株式会社カナガワ 令和3年1月26日

2-1-8 新型コロナ禍における避難所用備蓄物資　飛沫防止パネルの買入 令和3年1月15日 物品買入 144,720 株式会社カナガワ 令和3年1月26日

2-1-9 国民健康保険事務用　ホッチキス針ほか12点　買入 令和3年1月15日 物品買入 15,530 株式会社カナガワ 令和3年1月26日

2-1-10 市民協働事務用スタンプ台ほか１０点買入 令和3年1月15日 物品買入 31,075 株式会社カナガワ 令和3年1月26日

2-1-11 地域安全対策事業用「安全マップ付下敷き」印刷 令和3年1月15日 印刷請負 154,440 有限会社マック・アド・カンパニー 令和3年1月26日

2-1-12 防災対策用備蓄物資（避難所用）養生テープ他２点買入 令和3年1月15日 物品買入 158,850 株式会社カナガワ 令和3年1月26日

2-1-13 令和２年度地域健康講座用テープカートリッジ　他２２点買入 令和3年1月15日 物品買入 53,317 株式会社カナガワ 令和3年1月26日

2-1-14 生活支援担当業務用カラーペーパーほか５点　買入 令和3年1月15日 物品買入 17,605 株式会社カナガワ 令和3年1月26日

2-1-15 生活支援担当業務用システムトナーカートリッジ　買入 令和3年1月15日 物品買入 279,960 株式会社オフィスアトムズ 令和3年1月26日

2-1-16 保健福祉業務用収納書架 買入 令和3年1月15日 物品買入

2-1-17 ポータブルワイヤレスピンマイク一式 買入 令和3年1月15日 物品買入

不調(応札なし)

不調(応札なし)

不調(応札なし)

不調(応札なし)



令和２年度　淀川区役所　物品供給等公募型比較見積り合わせ契約結果

案件番号 案件名称 HP掲載日
契約の
種類

契約金額
（税抜）円

契約の相手方 決定日

2-2-1 在宅医療・介護連携推進事業用オリジナルクリアファイル 印刷 令和3年2月12日 印刷請負 11,200 有限会社ウェイク 令和3年2月24日

2-2-2 地域防犯業務にかかるアルコールチェッカー　買入 令和3年2月12日 物品買入 15,500 株式会社カナガワ 令和3年2月24日

2-2-3 在宅医療・介護連携推進事業用チラシの編集及び印刷業務 令和3年2月12日 印刷請負 12,000 有限会社マック・アド・カンパニー 令和3年2月24日

2-2-4 特定健康診査受診啓発用ラミネーターほか16点買入 令和3年2月12日 物品買入 54,776 株式会社カナガワ 令和3年2月24日

2-2-5 保険年金担当事務用フラットファイル（背表紙伸縮タイプ）ほか14点　買入 令和3年2月12日 物品買入 27,429 株式会社カナガワ 令和3年2月24日

2-2-6 保健福祉センター事業用カラー用紙他１３点　買入 令和3年2月12日 物品買入 35,038 株式会社カナガワ 令和3年2月24日

2-2-7 避難所用 シューズカバー（使い捨て）の買入 令和3年2月12日 物品買入 177,000 ミドリ安全株式会社 令和3年2月24日

2-2-8 生活支援担当業務用システムトナーカートリッジ（その２）の買入 令和3年2月12日 物品買入 186,640 株式会社オフィスアトムズ 令和3年2月24日

2-2-9 生活支援担当業務用インクジェット複合機ほか１点買入 令和3年2月12日 物品買入 23,300 株式会社カナガワ 令和3年2月24日

2-2-10 庁舎管理用コーンバーほか１点　買入 令和3年2月12日 物品買入 25,000 株式会社岡野 令和3年2月24日

2-2-11 選挙事務用プリンタートナーカートリッジほか１点　買入 令和3年2月12日 物品買入 37,100 株式会社オフィスアトムズ 令和3年2月24日

2-2-12 総務課事務用プロジェクターほか２点　買入 令和3年2月12日 物品買入 240,650 株式会社ディライト 令和3年2月24日

2-2-13 こどもサポートネット事業用 クリヤーポケットリフィールほか６点 買入 令和3年2月12日

2-2-14 避難所用プラスチックバット　買入 令和3年2月12日 物品買入 49,500 株式会社岡野 令和3年2月24日

2-2-15 生活支援担当業務用ラック買入 令和3年2月12日 物品買入 7,800 株式会社カナガワ 令和3年2月24日

2-2-16 避難所用メジャー（計測器）ほか2点の買入 令和3年2月12日 物品買入 43,320 株式会社カナガワ 令和3年2月24日

2-2-17 政策企画課事務用イメージドラム（ブラック）ほか３点　買入 令和3年2月12日 物品買入 96,000 ダイトク商事　徳田　稔喜 令和3年2月24日

2-2-18 政策企画課事務用ラミネートフィルム（Ａ４）ほか１点　買入 令和3年2月12日 物品買入 4,320 株式会社カナガワ 令和3年2月24日

2-2-19 タブレット型サーマルカメラ買入 令和3年2月12日

2-2-20 地域における安全・安心事業用　携帯トイレ　買入 令和3年2月12日 物品買入 182,000 新光商事株式会社 令和3年2月24日

2-2-21 地域における安全・安心事業用　背抜き手袋 買入 令和3年2月12日 物品買入 142,500 宝永株式会社 令和3年2月24日

2-2-22 地域における安全・安心事業用　淀川区防災LINE案内文　印刷 令和3年2月12日 印刷請負 15,000 有限会社マック・アド・カンパニー 令和3年2月24日

2-2-23 市民協働型自転車利用適正化事業用カラーコピー用紙　買入 令和3年2月12日 物品買入 11,050 株式会社カナガワ 令和3年2月24日

2-2-24 種から育てる地域の花づくり支援事業用スチール製ラック　買入 令和3年2月12日

2-2-25 子育て支援事業用修正テープ本体ほか１２点の買入 令和3年2月12日 物品買入 72,775 株式会社カナガワ 令和3年2月24日

2-2-26 ポータブルワイヤレスピンマイク一式（その２）　買入 令和3年2月12日

2-2-27 令和３年度淀川区役所宿直用寝具借入業務 令和3年2月12日 物品借入 153,000 株式会社白光 令和3年2月24日

2-2-28 保健福祉業務用収納書架買入（その２） 令和3年2月17日 物品買入 102,900 関西文具株式会社 令和3年2月26日

2-2-29 ＡＥＤ用電極パッドほか２点買入 令和3年2月17日 物品買入 334,500 株式会社アダチ 令和3年2月26日

2-3-1 タブレット型サーマルカメラ買入（その２） 令和3年3月1日 物品買入 272,800 ジャトー株式会社 令和3年3月5日

案件中止

不調（予定価格超過）

不調（予定価格超過）

不調（応札なし）


