
30-4-1 介護保険認定審査会用お茶 買入 平成30 年4 月13 日 物品買入 12,600 株式会社カナガワ 平成30年4月24日

30-4-2 保健福祉業務用ラミネートフィルムほか4 点 買入 平成30 年4 月13 日 物品買入 5,512 株式会社カナガワ 平成30年4月24日

30-4-3 保健福祉センター事業用セロハンテープほか１１点 買入 平成30 年4 月13 日 物品買入 55,958 株式会社カナガワ 平成30年4月24日

30-4-4 市民協働型自転車利用適正化事業用スクレーパーほか１点 買入 平成30 年4 月13 日 物品買入 7,950 株式会社岡野 平成30年4月24日

30-4-5 放置自転車対策用自着シール式警告エフ印刷 平成30 年4 月13 日 印刷請負 307,500 株式会社宣成社 平成30年4月24日

30-4-6 種から育てる地域の花づくり支援事業用ゴーヤの苗外５点 買入 平成30 年4 月13 日 物品買入 84,600 丸石園芸株式会社 平成30年4月24日

30-4-7 種から育てる地域の花づくり支援事業用使い切り手袋Ｌ外２点 買入 平成30 年4 月13 日 物品買入 16,950 株式会社カナガワ 平成30年4月24日

30-4-8 区政会議用お茶 買入 平成30 年4 月13 日 物品買入 4,864 株式会社カナガワ 平成30年4月24日

30-5-1 統計調査用ゼンリン住宅地図１点　買入 平成30年5月11日 物品買入 15,750 株式会社カナガワ 平成30年5月23日

30-5-2 統計調査用プリンタトナーカートリッジ　買入 平成30年5月11日 物品買入 6,600 ダイトク商事 平成30年5月23日

30-5-3 統計調査用朱色鉛筆外4点　買入 平成30年5月11日 物品買入 3,065 株式会社カナガワ 平成30年5月23日

30-5-4 地域包括センター運営協議会及び障がい支援区分認定審査会用お茶　買入 平成30年5月11日 物品買入 5,292 株式会社カナガワ 平成30年5月23日

30-5-5 淀川区がん検診・特定健診医療機関マップの印刷 平成30年5月11日 印刷請負 53,500 株式会社ミラテック 平成30年5月23日

30-5-6 種から育てる地域の花づくり支援事業用メネデール液外４点 買入 平成30年5月18日

30-5-7 種から育てる地域の花づくり支援事業用矮性羽毛ケイト種外6点買入 平成30年5月18日

30-5-8 地域防災リーダー装備品用防災作業服上衣ほか5点　買入 平成30年5月18日 物品買入 353,220 近畿官公需被服協同組合 平成30年5月29日

30-5-9 地域防災リーダー用ゴム半長靴ほか1点買入 平成30年5月18日 物品買入 111,700 宝永株式会社 平成30年5月29日

平成30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)

不調(応札なし)

契約金額
（税抜）円

契約の相手方 決定日



平成30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

30-6-1 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用シュレッダー用ごみ袋他20点買入 平成30 年6月8 日 物品買入 251,062 株式会社カナガワ 平成30年6月20日

30-6-2 学校体育施設開放事業用卓球台2台　買入 平成30 年6月8 日 物品買入 152,700 株式会社チャンピオン 平成30年6月20日

30-6-3 学校体育施設開放事業用防球ネット　買入 平成30 年6月8 日 物品買入 117,000 ミズシマスポーツ株式会社 平成30年6月20日

30-6-4 がん検診並びに特定健診受診啓発用ポスター及びチラシ 印刷 平成30 年6月8 日 印刷請負 44,714 有限会社マック・アド・カンパニー 平成30年6月20日

30-6-5 乳幼児発達相談体制強化事業用折りたたみジャングルジムほか２点 買入 平成30 年6月8 日 物品買入 16,000 株式会社斎藤教販 平成30年6月20日

30-6-6 保健福祉・介護保険業務用布テープほか１４点 買入 平成30 年6月8 日 物品買入 62,770 株式会社カナガワ 平成30年6月20日

30-6-7 すこやか大阪２１推進事業用マスク一式 買入 平成30 年6月8 日 物品買入 57,000 株式会社ノベルコ 平成30年6月20日

30-6-8 保健福祉センター事業用ゴム印ほか２点 買入 平成30 年6月8 日 物品買入 1,257 株式会社カナガワ 平成30年6月20日

30-6-9 小学生補習充実事業用脚付両面ホワイトボード 買入 平成30 年6月8 日 物品買入 19,750 株式会社カナガワ 平成30年6月20日

30-6-10 生活支援担当業務用データ印 買入 平成30 年6月8 日 物品買入 1,180 株式会社カナガワ 平成30年6月20日

30-6-11 事務用品（国民健康保険：管理担当）２穴パンチほか５点 買入 平成30 年6月8 日 物品買入 19,164 株式会社カナガワ 平成30年6月20日

30-6-12 総務課事務用プリンタートナーカートリッジ 買入 平成30 年6月8 日 物品買入 128,700 関西文具株式会社 平成30年6月20日

30-6-13 庁舎管理用蛍光灯 買入 平成30 年6月8 日 物品買入 11,500 株式会社カナガワ 平成30年6月20日

30-6-14 総務課事務用インデックス外2点 買入 平成30 年6月8 日 物品買入 5,499 株式会社カナガワ 平成30年6月20日

30-6-15 生活支援担当業務用蛍光マーカーほか １２点 買入 平成30 年6月8 日 物品買入 49,434 株式会社カナガワ 平成30年6月20日

30-6-16 生活支援担当業務用システムトナーカートリッジ 買入 平成30 年6月8 日 物品買入 6,600 ダイトク商事 平成30年6月20日

30-6-17 保健福祉センター事業用ホッチキスほか１４点 買入 平成30 年6月8 日 物品買入 43,289 株式会社カナガワ 平成30年6月20日

30-6-18 子育て支援相談業務用プリンタラベルほか４点 買入 平成30 年6月8 日

30-6-19 国民健康保険事務用デスクトップサイドパネル 買入 平成30 年6月8 日 物品買入 28,000 関西文具株式会社 平成30年6月20日

案件中止（仕様書誤り）



平成30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

30-7-1 淀川区子育て講座“ゆめちゃん☆ハッピールーム”周知チラシ印刷 平成30年7月13日 印刷請負 28,500 有限会社マック・アド・カンパニー 平成30年7月26日

30-7-2 介護保険認定審査会用お茶　買入 平成30年7月13日 物品買入 13,056 株式会社カナガワ 平成30年7月26日

30-7-3 保健福祉業務用プリンタートナーカートリッジ　買入 平成30年7月13日 物品買入 143,250 株式会社オフィスアトムズ 平成30年7月26日

30-7-4 地域安全対策業務啓発用自転車ひったくり防止カバー買入 平成30年7月13日 物品買入 280,000 サンエス技研株式会社 平成30年7月26日

30-7-5 庁舎管理用国旗・大阪市旗　買入 平成30年7月13日 物品買入 57,000 株式会社チヂキ　大阪店 平成30年7月26日

30-7-6 女性の健康づくりのための講演会ポスター及びチラシ　印刷 平成30年7月13日 印刷請負 31,350 有限会社マック・アド・カンパニー 平成30年7月26日

30-7-7 種から育てる地域の花づくり支援事業用ビオラ種ブルー外９点　買入 平成30年7月13日 物品買入 44,030 赤松種苗株式会社 平成30年7月26日

30-7-8 種から育てる地域の花づくり支援事業用３号苗ジニア・プロフュージョン白外７点買入 平成30年7月13日 物品買入 34,800 丸石園芸株式会社 平成30年7月26日



平成30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

30-8-1 子育て支援担当事務用ラベルプリンタほか６点　買入 平成30年8月10日 物品買入 61,570 株式会社カナガワ 平成30年8月28日

30-8-2 子育て支援担当事務用ゴム印買入 平成30年8月10日 物品買入 4,230 株式会社カナガワ 平成30年8月27日

30-8-3 生活支援担当業務用ホッチキス針ほか１６点　買入 平成30年8月10日 物品買入 46,820 株式会社カナガワ 平成30年8月27日

30-8-4 子ども未来輝き事業用低反射パネルほか１点　買入 平成30年8月10日 物品買入 4,500 株式会社カナガワ 平成30年8月28日

30-8-5 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用書籍１２点　買入 平成30年8月10日

30-8-6 生活保護業務用自転車　買入 平成30年8月10日 物品買入 99,900 株式会社カナガワ 平成30年8月27日

30-8-7 庁舎管理用アーチスタンド　買入 平成30年8月10日 物品買入 16,080 プランニングゆう 平成30年8月27日

30-8-8 地域防犯啓発用携帯ストラップ　買入 平成30年8月10日 物品買入 66,000 株式会社ノベルコ 平成30年8月27日

30-8-9 保健福祉・介護保険業務用ボールペンほか９点　買入 平成30年8月10日 物品買入 8,590 株式会社カナガワ 平成30年8月27日

30-8-10 子育て支援室相談業務用プリンタラベルほか４点　買入 平成30年8月10日 物品買入 20,274 株式会社カナガワ 平成30年8月27日

30-8-11 健康づくり展げる講座用ハンドミラー　ほか11点買入 平成30年8月10日 物品買入 61,183 株式会社カナガワ 平成30年8月27日

30-8-12 統計調査用トナーカートリッジ　買入 平成30年8月10日 物品買入 6,700 株式会社カナガワ 平成30年8月27日

30-8-13 地域防災リーダー装備品用防災作業服上衣ほか5点の買入（その２） 平成30年8月10日 物品買入 183,560 近畿官公需被服協同組合 平成30年8月27日

30-8-14 地域防災リーダー用ゴム半長靴ほか1点の買入（その２） 平成30年8月10日 物品買入 61,490 宝永株式会社 平成30年8月27日

30-8-15 津波避難ビル備蓄用飲料水　買入 平成30年8月10日 物品買入 191,520 株式会社ミヨシ 平成30年8月27日

30-8-16 特定健康診査受診勧奨用ぬいぐるみ　買入 平成30年8月10日 物品買入 214,000 石元商事株式会社 平成30年8月27日

30-8-17 国民健康保険事務用多色ボールペン外5点　買入 平成30年8月10日 物品買入 17,906 株式会社カナガワ 平成30年8月27日

30-8-18 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用スタンプ台他６点の買入 平成30年8月10日 物品買入 23,269 株式会社カナガワ 平成30年8月27日

30-8-19 総務課事務用クリアーケースほか10点　買入 平成30年8月10日 物品買入 48,210 株式会社カナガワ 平成30年8月27日

30-8-20 統計調査用調査票配付用・提出用窓付封筒印刷 平成30年8月10日 印刷請負 51,000 ナカシン印刷株式会社 平成30年8月27日

30-8-21 地域健康講座用レインコートほか1点　買入 平成30年8月10日

30-8-22 保健福祉センター事業用ラミネーターほか１１点　買入 平成30年8月10日 物品買入 23,819 株式会社カナガワ 平成30年8月27日

不調（応札なし）

不調（応札なし）



平成30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

30-9-1 国民健康保険業務用プリンタートナーカートリッジ外2点 買入 平成30年9月14日 物品買入 209,250 株式会社オフィスアトムズ 平成30年9月28日

30-9-2 庁舎管理用蛍光灯他1点 買入 平成30年9月14日 物品買入 30,520 株式会社カナガワ 平成30年9月28日

30-9-3 第37回淀川区こども文化のまつり事業用文具セット他１点 買入 平成30年9月14日 物品買入 214,200 関西文具株式会社 平成30年9月28日

30-9-4 介護予防健康教育用パンフレット 印刷 平成30年9月14日 印刷請負 21,000 有限会社マック・アド・カンパニー 平成30年9月28日

30-9-5 地域安全対策業務用手提げ紙袋 他１点買入れ 平成30年9月14日 物品買入 11,960 関西文具株式会社 平成30年9月28日

30-9-6 大阪市淀川区「子育ていろいろお問い合わせ先一覧カード」の編集加工・印刷 平成30年9月14日 印刷請負 15,000 有限会社マック・アド・カンパニー 平成30年9月28日

30-9-7 子育て支援事業用乳児用玩具６点 買入 平成30年9月14日 物品買入 18,610 株式会社カナガワ 平成30年9月28日

30-9-8 子育て支援事業用大型絵本等４点 買入 平成30年9月14日 物品買入 28,870 有限会社大阪東こどものとも社 平成30年9月28日

30-9-9 壮年健康教育用（特定健診受診啓発）　ﾎﾟｽﾀｰ　ほか1点印刷 平成30年9月14日 印刷請負 52,275 有限会社マック・アド・カンパニー 平成30年9月28日

30-9-10 種から育てる地域の花づくり支援事業用育苗培土外３点 買入 平成30年9月14日 物品買入 58,600 赤松種苗株式会社 平成30年9月28日

30-10-1 絵本展「ものづくりのちから」用広報物等編集・印刷 平成30年10月12日 印刷請負 83,350 有限会社マック・アド・カンパニー 平成30年10月24日

30-10-2 学校体育施設開放事業用卓球台１台　買入 平成30年10月12日 物品買入 75,000 ミズシマスポーツ株式会社 平成30年10月24日

30-10-3 生活支援担当事務用シャッター式保管庫　買入 平成30年10月12日 物品買入 130,000 関西文具株式会社 平成30年10月24日

30-10-4 保健福祉・介護保険業務用液状のりほか１１点　買入 平成30年10月12日 物品買入 18,540 株式会社カナガワ 平成30年10月24日

30-10-5 介護保険認定審査会用お茶　買入 平成30年10月12日 物品買入 16,320 株式会社カナガワ 平成30年10月24日

30-10-6 保育担当事務用回転ゴム印日付スタンプほか16点買入 平成30年10月12日 物品買入 95,121 株式会社カナガワ 平成30年10月24日

30-10-7 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用書籍１２点　買入（その２） 平成30年10月12日 物品買入

30-10-8 地域防犯啓発用鍵式ワイヤーロック買入 平成30年10月12日 物品買入 106,000 株式会社ノベルコ 平成30年10月24日

30-10-9 在宅医療・介護講演会チラシほか２点　印刷 平成30年10月12日 印刷請負 33,440 有限会社マック・アド・カンパニー 平成30年10月24日

30-10-10 在宅医療・介護連携推進のための研修会チラシの印刷について 平成30年10月12日 印刷請負 17,100 有限会社マック・アド・カンパニー 平成30年10月24日

30-10-11 子育て相談業務 幼児用玩具他３点 買入 平成30年10月12日 物品買入

30-10-12 成人の日記念のつどい事業にかかる花束外２点　買入 平成30年10月12日 物品買入

30-10-13 淀川区成人の日記念のつどい事業にかかる小判抜きビニール手提げ袋外４点　買入 平成30年10月12日 物品買入 40,700 株式会社カナガワ 平成30年10月24日

不調（応札なし）

不調（応札なし）

不調（応札なし）



平成30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

30-10-14 地域防災活動用ＯＡ賞状用紙ほか６点買入 平成30年10月12日 物品買入 83,809 株式会社カナガワ 平成30年10月24日



平成30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

30-10-15 保険年金担当事務用浸透印ほか13点買入 平成30年10月12日 物品買入 51,552 株式会社カナガワ 平成30年10月24日

30-10-16 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 平成30年10月12日 物品買入 136,000 関西文具株式会社 平成30年10月24日

30-10-17 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 平成30年10月12日 物品買入 298,000 株式会社カナガワ 平成30年10月24日

30-10-18 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用シャープペンシル替芯他２０点買入 平成30年10月12日 物品買入 81,352 株式会社カナガワ 平成30年10月24日

30-10-19 庁舎管理用折り畳みテーブル　買入 平成30年10月12日 物品買入 43,000 株式会社カナガワ 平成30年10月24日

30-10-20 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 平成30年10月12日 印刷請負 20,900 有限会社マック・アド・カンパニー 平成30年10月24日

30-10-21 庁舎管理用パーテーションほか２点買入 平成30年10月12日 物品買入 不調（応札なし）



平成30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

30-11-1 庁舎管理用パーテーションほか１点 買入 平成30年11月9日 物品買入 145,000 株式会社カナガワ 平成30年11月21日

30-11-2 庁舎管理用メディカルスクリーン　買入 平成30年11月9日 物品買入 104,100 株式会社カナガワ 平成30年11月21日

30-11-3 庁舎管理用車いす　買入 平成30年11月9日 物品買入 34,000 株式会社エム・イーサイエンス 平成30年11月21日

30-11-4 ｖ窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用書籍１０点　買入 平成30年11月9日 物品買入 48,875 株式会社かんぽう 平成30年11月21日

30-11-5 地域防犯業務にかかる防寒着（ロゴ入り）買入れ 平成30年11月9日 物品買入 40,400 ミズシマスポーツ株式会社 平成30年11月21日

30-11-6 防犯啓発用ラベル入りネットクリーナー 買入れ 平成30年11月9日 物品買入 86,400 株式会社フシミ 平成30年11月21日

30-11-7 特定健康診査受診勧奨用ポケットティッシュ　買入 平成30年11月9日 物品買入 39,200 アート印刷株式会社 平成30年11月21日

30-11-8 子育て相談業務 幼児用玩具他2点 買入 平成30年11月9日 物品買入

30-11-9 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 平成30年11月9日 物品買入 46,000 株式会社サトウ花店 平成30年11月21日

30-11-10 第45回淀川区新春たこあげ大会用トロフィー外３点　買入 平成30年11月9日 物品買入 176,093 関西文具株式会社 平成30年11月21日

30-11-11 庁舎管理用消火訓練用放射器具ほか１点　買入 平成30年11月9日 物品買入 30,000 真弓興業株式会社 平成30年11月21日

30-11-12 淀川区災害対策本部機能充実事業用タイピン型マイクロホン外２点　買入 平成30年11月9日 物品買入 270,700 株式会社カナガワ 平成30年11月21日

30-11-13 統計調査用フラットファイルほか３点買入 平成30年11月9日 物品買入 8,728 株式会社カナガワ 平成30年11月21日

30-11-14 選挙事務用ドラムカートリッジ外１点の買入の実施並びに経費の支出について 平成30年11月9日 物品買入 67,250 株式会社オフィスアトムズ 平成30年11月21日

30-11-15 選挙啓発用パンチングメタルパーテーション　買入 平成30年11月9日 物品買入

30-11-16 遠隔手話通訳用タブレット型端末 借入 平成30年11月9日 物品買入

不調（価格超過）

仕様書誤りにより取り下げ

不調（価格超過）



平成30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

30-12-1 就学システム端末用プリンタトナー　買入 平成30年12月14日 物品買入 113,200 株式会社オフィスアトムズ 平成30年12月27日

30-12-2 庁舎管理用蛍光灯他２点　買入 平成30年12月14日 物品買入 67,500 エレクト商事株式会社 平成30年12月27日

30-12-3 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　買入 平成30年12月14日 物品買入

30-12-4 生活支援担当業務用蛍光マーカーほか１８点　買入 平成30年12月14日 物品買入 45,140 関西文具株式会社 平成30年12月27日

30-12-5 生活保護業務用自転車買入 平成30年12月14日 物品買入 233,100 株式会社カナガワ 平成30年12月27日

30-12-6 生活支援担当業務用プリンタートナーカートリッジ　買入 平成30年12月14日 物品買入 187,200 株式会社オフィスアトムズ 平成30年12月27日

30-12-7 生活支援担当事務用セルビング書庫　買入 平成30年12月14日 物品買入 133,500 関西文具株式会社 平成30年12月27日

30-12-8 市民協働課事務用プリンタートナーカートリッジ　買入 平成30年12月14日 物品買入 57,200 有限会社スリーエス 平成30年12月27日

30-12-9 学校体育施設開放事業用テニス支柱　買入 平成30年12月14日 物品買入 48,000 ミズシマスポーツ株式会社 平成30年12月27日

30-12-10 地域安全対策啓発用配布物品（ティッシュ）買入 平成30年12月14日 物品買入 50,000 株式会社チヂキ　大阪店 平成30年12月27日

30-12-11 市民協働課事務用カラー用紙他７点　買入 平成30年12月14日 物品買入 73,694 関西文具株式会社 平成30年12月27日

30-12-12 種から育てる地域の花づくり支援事業用育苗培土外７点買入 平成30年12月14日 物品買入 93,400 株式会社三章園 平成30年12月27日

30-12-13 子育て支援担当事務用シュレッダー　８点買入 平成30年12月14日 物品買入 118,374 株式会社カナガワ 平成30年12月27日

30-12-14 政策企画課事務用マチ付封筒ほか２１点　買入 平成30年12月14日 物品買入 259,648 株式会社カナガワ 平成30年12月27日

30-12-15 国民健康保険事務用　ステープルほか３点　買入 平成30年12月14日 物品買入 3,250 関西文具株式会社 平成30年12月27日

30-12-16 淀川区地域別防災計画　印刷 平成30年12月14日 印刷請負 68,000 株式会社ミラテック 平成30年12月27日

30-12-17 介護予防健康教育用パンフレット　印刷（その２） 平成30年12月14日 印刷請負 14,100 株式会社フォーラムＫ 平成30年12月27日

30-12-18 遠隔手話通訳用タブレット型端末　借入（その２） 平成30年12月14日 物品借入 189,600 ソフトバンク株式会社 平成30年12月27日

30-12-19 選挙啓発用オリジナルクリアファイル　買入 平成30年12月14日 物品買入 26,500 株式会社アサヒ企画 平成30年12月27日

30-12-20 選挙啓発用パンチングメタルパーテーション買入(その２) 平成30年12月14日 物品買入 45,600 関西文具株式会社 平成30年12月28日

30-12-21 保健福祉センター事業用養生用テープほか２０点　買入 平成30年12月14日 物品買入 67,055 関西文具株式会社 平成30年12月27日

30-12-22 地域健康講座用カラー用紙　ほか29点　買入 平成30年12月14日 物品買入 53,778 株式会社カナガワ 平成30年12月27日

30-12-23 子育て支援事業用カラーパネルシアター等８点　買入 平成30年12月14日 物品買入 17,769 有限会社大阪東こどものとも社 平成30年12月27日

不調（価格超過）



平成30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

30-12-24 総務課事務用テープのり他12点　買入 平成30年12月14日 物品買入 60,786 株式会社カナガワ 平成30年12月27日



平成30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

30-1-1 ＡＥＤ用電極パッドほか１点　買入 平成31年1月14日 物品買入 184,500 株式会社アダチ 平成31年1月23日

30-1-2 防犯啓発用鉛筆セット買入 平成31年1月14日 物品買入 75,000 サンエス技研株式会社 平成31年1月23日

30-1-3 介護保険認定審査会用お茶　買入 平成31年1月14日 物品買入 24,480 株式会社カナガワ 平成31年1月23日

30-1-4 淀川区自立支援協議会広報用のぼり旗一式 買入 平成31年1月14日 物品買入

30-1-5 学校体育施設開放事業用移動式多目的支柱　買入 平成31年1月14日 物品買入 44,500 ミズシマスポーツ株式会社 平成31年1月23日

30-1-6 地域安全対策事業用「安全マップ付下敷き」印刷 平成31年1月14日 印刷請負 233,463 有限会社マック・アド・カンパニー 平成31年1月23日

30-1-7 国民健康保険業務用プリンタートナーカートリッジ外2点　買入 平成31年1月14日 物品買入 233,145 株式会社オフィスアトムズ 平成31年1月23日

30-1-8 保健福祉業務・介護保険業務用プリンタートナーカートリッジ　買入 平成31年1月14日 物品買入 327,600 株式会社オフィスアトムズ 平成31年1月23日

30-1-9 壮年健康教育用パンフレット　印刷 平成31年1月14日 印刷請負 12,000 有限会社マック・アド・カンパニー 平成31年1月23日

30-1-10 窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用自動車臨時運行許可申請書・許可証　印刷 平成31年1月14日 印刷請負

30-1-11 淀川区災害対策本部機能充実事業用デジタルカメラ外２点買入 平成31年1月14日 物品買入 153,000 株式会社黒田生々堂 平成31年1月23日

30-1-12 政策企画課業務用自転車　買入 平成31年1月14日 物品買入

不調（価格超過）

不調（価格超過）

不調（価格超過）



平成30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

30-2-1 保健福祉・介護保険業務用ＦＡＸトナーカートリッジ 買入 平成31年2月8日 物品買入 11,200 ゼネラル株式会社　大阪支店 平成31年2月21日

30-2-2 保健福祉・介護保険業務用消しゴムほか１４点　買入 平成31年2月8日 物品買入 22,200 関西文具株式会社 平成31年2月21日

30-2-3 国民健康保険業務用付箋紙ほか９点　買入 平成31年2月8日 物品買入 61,119 株式会社カナガワ 平成31年2月21日

30-2-4 障がい支援区分認定審査会用お茶　買入 平成31年2月8日 物品買入 3,250 株式会社カナガワ 平成31年2月21日

30-2-5 2019年度淀川区役所宿直用寝具借入 平成31年2月8日 物品借入 120,000 株式会社白光 平成31年2月21日

30-2-6 市民協働課事務用ロール紙ほか２点買入 平成31年2月8日 物品買入 102,200 石元商事株式会社 平成31年2月21日

30-2-7 統一地方選挙従事者用お茶　買入 平成31年2月8日 物品買入 37,134 株式会社カナガワ 平成31年2月21日

30-2-8 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 平成31年2月8日 物品買入 57,270 ゼネラル株式会社　大阪支店 平成31年2月21日

30-2-9 淀川区地域別防災計画印刷（野中地域） 平成31年2月8日 印刷請負 94,300 有限会社マック・アド・カンパニー 平成31年2月21日

30-2-10 地域安全防犯業務用自転車バスケットカバー　買入 平成31年2月8日 物品買入 46,000 株式会社カナガワ 平成31年2月21日

30-2-11 生活支援担当業務用ビジネスバックほか３点　買入 平成31年2月8日 物品買入 22,950 株式会社カナガワ 平成31年2月21日

30-2-12 人権啓発推進事業用　黒色ボールペン他27点　買入 平成31年2月8日 物品買入 43,397 関西文具株式会社 平成31年2月21日

30-2-13 介護予防健康教育用液体のり　ほか５点　買入 平成31年2月8日 物品買入 30,129 株式会社カナガワ 平成31年2月21日

30-2-14 保健福祉業務用プリンタートナーカートリッジ　買入 平成31年2月8日 物品買入 46,800 株式会社オフィスアトムズ 平成31年2月21日

30-2-15 淀川区自立支援協議会広報用のぼり旗一式　買入（その２） 平成31年2月8日 物品買入 10,700 株式会社ノベルコ 平成31年2月21日

30-2-16 地域防災リーダー装備品用防災作業服上衣ほか5点　買入（その３） 平成31年2月8日 物品買入 327,300 近畿官公需被服協同組合 平成31年2月21日

30-2-17 地域防災リーダー用ゴム半長靴ほか1点　買入（その３） 平成31年2月8日 物品買入 122,700 宝永株式会社 平成31年2月21日

30-2-18 種から育てる地域の花づくり支援事業用ナデシコ（種）外６点買入 平成31年2月8日 物品買入 42,300 株式会社三章園 平成31年2月21日

30-2-19 ＬＧＢＴ啓発展示用ポスター　印刷 平成31年2月8日 印刷請負 7,500 株式会社ノベルコ 平成31年2月21日

30-2-20 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用自動車臨時運行許可申請書・許可証　印刷（その２） 平成31年2月8日 印刷請負 71,000 株式会社ミラテック 平成31年2月21日

30-2-21 統一地方選挙用事務用品（養生用テープほか１５点）　買入 平成31年2月8日 物品買入 152,063 株式会社カナガワ 平成31年2月21日

30-2-22 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（その２） 平成31年2月8日 印刷請負 28,000 有限会社マック・アド・カンパニー 平成31年2月21日

30-2-23 国民健康保険事務用カラー用紙ほか８点　買入 平成31年2月8日 物品買入 16,731 株式会社カナガワ 平成31年2月21日



平成30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

30-2-24 新たな地域コミュニティ支援事業用デジタルカメラ　買入 平成31年2月8日 物品買入 12,091 株式会社NTS 平成31年2月21日

30-2-25 選挙啓発用トナーカートリッジ外５点　買入 平成31年2月8日 物品買入 141,150 ゼネラル株式会社　大阪支店 平成31年2月21日

30-2-26 子どもの睡眠習慣改善事業に係る懸垂幕（睡眠啓発）買入 平成31年2月8日 物品買入 48,000 プランニングゆう 平成31年2月21日

30-2-27 統一地方選挙用コードリールほか1点　買入 平成31年2月8日 物品買入 39,240 株式会社NTS 平成31年2月21日

30-2-28 新たな地域コミュニティ支援事業用カラーレーザープリンター買入 平成31年2月8日 物品買入 33,500 関西文具株式会社 平成31年2月21日

30-2-29 淀川区災害対策本部機能充実事業用ラミネートフィルムほか８点　買入 平成31年2月8日 物品買入 178,050 株式会社カナガワ 平成31年2月21日

30-2-30 保健福祉センター事業用テープのり(詰め替え用)ほか２５点　買入 平成31年2月8日 物品買入 139,451 株式会社カナガワ 平成31年2月21日

30-2-31 栄養指導事業用ラップほか９点　買入 平成31年2月8日 物品買入 30,664 株式会社カナガワ 平成31年2月21日

30-2-32 政策企画課業務用自転車　買入（その２） 平成31年2月18日 物品買入 130,600 株式会社籠保 平成31年2月25日

30-2-33 総務課事務用プリンタートナーカートリッジ買入（その２） 平成31年2月18日 物品買入 135,750 株式会社カナガワ 平成31年2月25日

30-2-34 区役所事務用電話機 買入 平成31年2月18日 物品買入 160,000 株式会社スイタ情報システム 平成31年2月25日

30-2-35 総務課事務用アコーディオンスクリーン　買入 平成31年2月27日 物品買入 123,000 関西文具株式会社 平成31年3月6日

30-2-36 統一地方選挙従事者用寝具 借入 平成31年2月27日 物品借入 20,000 株式会社白光 平成31年3月6日

30-2-37 統一地方選挙にかかる投開票所用物品　借入 平成31年2月27日 物品借入 180,000 山王スペース&レンタル株式会社 平成31年3月6日

30-3-1 総務課事務用物品（ダンボールケースほか７点） 買入 平成31年3月8日 物品買入

30-3-2 統一地方選挙候補者氏名掲示　印刷 平成31年3月8日 物品買入 41,600 門那シーリング印刷株式会社 平成31年3月14日

30-3-3 総務課事務用南京錠　買入 平成31年3月11日 物品買入 113,200 株式会社ＮＴＳ 平成31年3月14日

30-3-4 大阪市長選挙及び大阪府知事選挙候補者氏名掲示　印刷 平成31年3月11日 物品買入 41,600 門那シーリング印刷株式会社 平成31年3月14日

30-3-5 コピー機用ステープル針　買入 平成31年3月14日 物品買入

30-3-6 総務課事務用ボールペンほか1点　買入 平成31年3月14日 物品買入

30-3-7 総務課事務用延長コード　買入 平成31年3月14日 物品買入 21,280 株式会社ＮＴＳ 平成31年3月18日

不調（応札なし）

不調（応札なし）

不調（価格超過）


