
3-4-1 庁舎管理用鋼製オープンヘッドドラム缶　買入 令和3年4月16日 物品買入 11,000 三洋商事株式会社大阪支店 令和3年4月27日

3-4-2 地域防犯業務用ゼンリン住宅地図　買入 令和3年4月16日 物品買入 22,000 アサミ情報システム株式会社 令和3年4月27日

3-4-3 広報発信業務用ノート型パソコン一式　買入 令和3年4月16日

3-4-4 専門的家庭訪問支援事業の延長事業用デジタル乳幼児体重計他１点の買入 令和3年4月16日 物品買入 109,200
株式会社エム・イー・サイエ

ンス
令和3年4月27日

3-4-5 生活支援担当業務用シュレッダー用ゴミ袋ほか６点　買入 令和3年4月16日 物品買入 32,500 株式会社シービジョン 令和3年4月27日

3-4-6 鍵式ワイヤーロック　買入 令和3年4月16日 物品買入 145,000 アート印刷株式会社 令和3年4月27日

3-4-7 防犯啓発用鉛筆セット　買入 令和3年4月16日 物品買入 76,000 サンエス技研株式会社 令和3年4月27日

3-4-8 区役所事務用椅子　買入 令和3年4月16日 物品買入 90,000 株式会社林寺商会 令和3年4月27日

3-4-9 庁舎管理用ペダル式アルコール噴霧スタンド　買入 令和3年4月16日 物品買入 78,000 株式会社岡野 令和3年4月27日

3-5-1 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の買入 令和3年5月14日 物品買入 279,960 株式会社オフィスアトムズ 令和3年5月26日

3-5-2 種から育てる地域の花づくり支援事業用育苗培土１点　買入 令和3年5月14日 物品買入 29,100 東美プランニング株式会社 令和3年5月26日

3-5-4 保健福祉センター事業用スポットクーラーほか１点　買入 令和3年5月14日 物品買入 62,000 株式会社𠮷川商店 令和3年5月26日

3-5-5 新たな地域コミュニティ支援事業用プリンタートナーカートリッジ他１点　買入 令和3年5月14日 物品買入 20,670 株式会社カナガワ 令和3年5月26日

3-5-6 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3年5月14日 物品買入 208,830 株式会社シービジョン 令和3年5月26日

3-5-7 ポータブルワイヤレスピンマイク一式　買入 令和3年5月14日 物品買入 59,000 プロリニア株式会社 令和3年5月26日

3-5-8 政策企画課事務用　ラミネートフィルム（Ａ３）他１点　買入 令和3年5月14日 物品買入 4,770 株式会社シービジョン 令和3年5月26日

3-5-9 広報発信業務用ノート型パソコン一式　買入（その２） 令和3年5月14日 物品買入 144,500 株式会社ピーエスシー 令和3年5月26日

3-5-10 放置自転車対策用自着シール式警告エフ印刷業務 令和3年5月24日

3-6-1 地域安全事業用ノート型パソコンの買入 令和3年6月11日 物品買入 234,900 株式会社オフィスアトムズ 令和3年6月23日

3-6-2 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3年6月11日 物品買入 184,000 株式会社オフィスアトムズ 令和3年6月23日

3-6-3 青色防犯パトロール車両用マグネットシート　買入 令和3年6月11日 物品買入 12,000 Rol 令和3年6月23日

3-6-4 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3年6月11日 物品買入 242,500 佐川印刷株式会社 令和3年6月23日

3-6-5 戸籍事務用淀川区オリジナル婚姻届印刷業務 令和3年6月11日 印刷請負 19,500 有限会社マック・アド・カンパニー 令和3年6月23日

3-6-6
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3年6月11日 物品買入 195,840 関西文具株式会社 令和3年6月23日

3-6-7 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3年6月11日 物品買入 60,000 ダイトク商事 令和3年6月23日

3-6-8 総務課事務用プロジェクターほか１点　買入 令和3年6月11日 物品買入 132,220 株式会社ディライト 令和3年6月23日

3-6-9 総務課事務用名札ほか18点　買入 令和3年6月11日 物品買入 76,470 株式会社カナガワ 令和3年6月23日

3-6-10 区役所事務用　手指消毒剤　買入 令和3年6月11日 物品買入 59,400 株式会社ミヨシ 令和3年6月23日

3-6-11 区役所事務用電話機　買入 令和3年6月11日 物品買入 196,000 田中工業株式会社 令和3年6月23日

3-6-12 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用スタンプ台他１８点　買入 令和3年6月11日 物品買入 218,098 株式会社シービジョン 令和3年6月23日

3-6-13 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　印刷 令和3年6月11日 印刷請負 19,600 有限会社マック・アド・カンパニー 令和3年6月23日

3-6-14 ポータブル電源（淀川区役所）買入 令和3年6月11日 物品買入 247,400 国華電機株式会社 令和3年6月23日

3-6-15 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3年6月11日 物品買入 209,440 株式会社オフィスアトムズ 令和3年6月23日

3-6-16 放置自転車対策用自着シール式警告エフ印刷業務（その３） 令和3年6月11日 印刷請負 332,500 株式会社宣成社 令和3年6月23日

3-6-17 市民協働事務用付箋ほか7点　買入 令和3年6月11日 物品買入 19,600 株式会社カナガワ 令和3年6月23日

3-6-18 　統計事務用バーコードリーダー　買入 令和3年6月11日 物品買入 22,200 佐川印刷株式会社 令和3年6月23日

契約金額
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3-7-1 市民協働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3年7月9日 物品買入 42,600 株式会社オフィスジャパン 令和3年7月21日

3-7-2 子育て支援事務用ステープル針　ほか10点　買入 令和3年7月9日 物品買入 45,600 関西文具株式会社 令和3年7月21日

3-7-3 市民協働事務用ラミネートフィルムほか7点　買入 令和3年7月9日 物品買入 36,100 株式会社カナガワ 令和3年7月21日

3-7-4 生活支援担当業務用輪ゴムほか　２０点　買入 令和3年7月9日 物品買入 62,540 関西文具株式会社 令和3年7月21日

3-7-5 卓上用飛沫防止アクリル板　買入 令和3年7月9日 物品買入 13,550 株式会社カナガワ 令和3年7月21日

3-7-6 保健福祉センター事務用テープのりほか24点　買入 令和3年7月9日 物品買入 79,200 株式会社カナガワ 令和3年7月21日

3-7-7 選挙事務用浸透印　外３点　買入 令和3年7月9日 物品買入 5,500 株式会社カナガワ 令和3年7月21日

3-7-8 統計事務用　宛名ラベル外９点　買入 令和3年7月9日 物品買入 30,300 株式会社カナガワ 令和3年7月21日

3-7-9 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）外1点買入 令和3年7月9日 物品買入 38,200 株式会社シービジョン 令和3年7月21日

3-7-10 種から育てる地域の花づくり支援事業用手袋外1点 買入 令和3年7月9日 物品買入 6,450 株式会社エム・イー・サイエンス 令和3年7月21日

3-7-11 種から育てる地域の花づくり支援事業用種外８点 買入 令和3年7月9日 物品買入

3-8-1 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3年8月6日 物品買入 30,000 ダイトク商事 令和3年8月25日

3-8-2 市民協働課事務用プリンタートナーカートリッジ　買入 令和3年8月6日 物品買入 30,000 ダイトク商事 令和3年8月25日

3-8-3 地域健康講座用コピー用紙　他18点　買入 令和3年8月6日 物品買入 29,720 株式会社カナガワ 令和3年8月25日

3-8-4 国民健康保険事務用　ホッチキス針ほか16点の買入 令和3年8月6日 物品買入 10,000 株式会社カナガワ 令和3年8月25日

3-8-5 保健福祉業務用ロール紙　買入 令和3年8月6日 物品買入 25,500 株式会社カナガワ 令和3年8月25日

3-9-1 衆議院議員総選挙用養生用テープほか１９点　買入 令和3年9月6日 物品買入 155,600 株式会社カナガワ 令和3年9月15日

3-9-2 衆議院議員総選挙用雑巾ほか２点　買入 令和3年9月6日 物品買入 27,000 株式会社カナガワ 令和3年9月15日

3-9-3 衆議院議員総選挙従事者用お茶　買入（消費税率：８％） 令和3年9月6日 物品買入 28,012 株式会社カナガワ 令和3年9月15日

3-9-4 衆議院議員総選挙用手指消毒剤　買入 令和3年9月6日 物品買入 76,419 合同会社リアルマーグ 令和3年9月15日

不調(応札なし)


