
4-4-1 地域における安全・安心事業用　防災啓発動画案内チラシ 印刷 令和4年4月15日 印刷請負 42,000 近電写真工業株式会社 令和4年4月26日

4-4-2 地域における安全・安心事業用　カラーレーザープリンタートナーカートリッジ感光体ユニット　他２点　買入 令和4年4月15日 物品買入 175,800 ＮＥＩＣＳ合同会社 令和4年4月26日

4-4-3 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用ОＡラベル他２３点　買入 令和4年4月15日 物品買入

4-4-4 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4年4月15日 物品買入 268,800 株式会社オフィスアトムズ 令和4年4月26日

4-4-5 庁舎管理用蛍光灯ほか２点　買入 令和4年4月15日 物品買入 108,000 株式会社サント電気 令和4年4月26日

4-4-6 淀川区子育て情報誌「ゆめキッズ」ほか１点　印刷 令和4年4月15日 印刷請負 184,640 近電写真工業株式会社 令和4年4月26日

4-4-7 保健福祉センター事業用FAXトナーカートリッジ　買入 令和4年4月15日 物品買入 49,455 株式会社ディエスジャパン 令和4年4月26日

4-5-1 地域防犯業務用半袖ポロシャツ他１点買入 令和4年5月13日 物品買入 38,200 ミズシマスポーツ株式会社 令和4年5月24日

4-5-2 放置自転車対策用自着シール式警告エフ印刷業務 令和4年5月13日

4-5-3 保健福祉業務用プリンタートナーカートリッジ　買入 令和4年5月13日 物品買入 194,600 株式会社ディエスジャパン 令和4年5月24日

4-5-4 戸籍事務用淀川区オリジナル婚姻届印刷 令和4年5月13日 印刷請負 16,300 近電写真工業株式会社 令和4年5月24日

4-5-5 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用ロール紙　買入 令和4年5月13日 物品買入 52,200 ニュー関西パーツ合同会社 令和4年5月24日

4-5-6 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用ОＡラベル他２２点　買入 令和4年5月13日 物品買入 144,480 関西文具株式会社 令和4年5月24日

4-5-7 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4年5月13日 物品買入 182,160 ＮＥＩＣＳ合同会社 令和4年5月24日

4-5-8 国民健康保険業務用プリンタートナーカートリッジ外1点　買入 令和4年5月13日 物品買入 239,240 株式会社ディエスジャパン 令和4年5月24日

4-5-9 国民健康保険事務用フラットファイル（背幅伸縮タイプ）外４点　買入 令和4年5月13日 物品買入 13,900 ＮＥＩＣＳ合同会社 令和4年5月24日

4-5-10 参議院議員通常選挙用養生用テープほか１８点　買入 令和4年5月13日 物品買入 163,820 関西文具株式会社 令和4年5月24日

4-5-11 参議院議員通常選挙用手指消毒剤　買入 令和4年5月13日 物品買入 49,500 信和アルコール産業株式会社 令和4年5月24日

4-5-12 参議院議員通常選挙従事者用お茶　買入（消費税率：８％） 令和4年5月13日 物品買入 32,780 ニュー関西パーツ合同会社 令和4年5月24日

4-5-13 参議院議員通常選挙にかかる期日前投票所用物品　借入 令和4年5月18日 物品借入 95,000 山王スペース＆レンタル株式会社 令和4年5月30日

4-5-14 参議院議員通常選挙にかかる投開票所用物品　借入 令和4年5月18日 物品借入 230,000 山王スペース＆レンタル株式会社 令和4年5月30日

4-5-15 参議院議員通常選挙にかかる従事者用寝具　借入 令和4年5月18日 物品借入 13,800 株式会社白光 令和4年5月30日

4-5-16 参議院議員通常選挙期日前・不在者投票事務用ラベルプリンター　買入 令和4年5月30日 物品買入 130,000 株式会社ムサシ大阪支店 令和4年6月7日

4-6-1 4歳児訪問事業用こども用歯ブラシほか２点　買入 令和4年6月10日 物品買入 223,560 関西文具株式会社 令和4年6月21日

4-6-2 ４歳児訪問事業用　味覚を育てる食育エプロンほか１点　買入 令和4年6月10日 物品買入 19,130 Miメイト 令和4年6月21日

4-6-3 小学生補習充実事業用脚付両面ホワイトボード他１点　買入 令和4年6月10日 物品買入 29,800 株式会社イザワ文教社 令和4年6月21日

4-6-4 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用品　シュレッダー　買入 令和4年6月10日 物品買入 14,750 水都環境サービス株式会社 令和4年6月21日

4-6-5 国民健康保険業務用プリンタートナーカートリッジ　買入 令和4年6月10日 物品買入 222,400 株式会社ディエスジャパン 令和4年6月21日

4-6-6 保険年金業務用感熱ロール紙　買入 令和4年6月10日 物品買入 18,000 株式会社カナガワ 令和4年6月21日

4-6-7 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4年6月10日 物品買入 26,000 株式会社ディエスジャパン 令和4年6月21日

4-6-8 子育て支援事業用ボールペン　外６点　買入 令和4年6月10日 物品買入 35,500 株式会社カナガワ 令和4年6月21日

4-6-9 地域健康講座用コピー用紙　他6点　買入 令和4年6月10日 物品買入 14,800 株式会社カナガワ 令和4年6月21日

4-6-10 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4年6月10日 物品買入 172,860 デジタルランド株式会社大阪支店 令和4年6月21日

4-6-11 保健福祉センター事務用スティックのりほか１２点　買入 令和4年6月10日 物品買入 35,800 関西文具株式会社 令和4年6月21日

4-6-12 マイナンバーカード周知用チラシの印刷 令和4年6月17日 印刷請負 78,000 真生印刷株式会社 令和4年6月28日

4-7-1 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用品　インクカートリッジ他２点　買入 令和4年7月8日 物品買入 41,789 株式会社カナガワ 令和4年7月19日
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4-7-2 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用品　トナーカートリッジ　買入 令和4年7月8日 物品買入 30,800 株式会社カナガワ 令和4年7月19日

4-7-3 防犯啓発用自転車ひったくり防止カバー　買入 令和4年7月8日 物品買入 341,000 サンエス技研株式会社 令和4年7月19日

4-7-4 地域防犯業務用メッシュキャップ他１点　買入 令和4年7月8日 物品買入 18,953 株式会社吉川商店 令和4年7月19日

4-7-5 保健福祉センター事業用発券機用ロール紙　買入 令和4年7月8日

4-7-6 市民協働事務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4年7月8日 物品買入 38,192 株式会社カナガワ 令和4年7月19日

4-8-1 保健福祉センター事業用発券機用ロール紙　買入（その２） 令和4年8月5日 物品買入 43,000 株式会社カナガワ 令和4年8月23日

4-8-2 保健福祉センター事務用窓付き封筒ほか４点　買入 令和4年8月5日 物品買入 162,412 株式会社カナガワ 令和4年8月23日

4-8-3 生涯学習推進事業用大型封筒外18点　買入 令和4年8月5日 物品買入 33,260 株式会社カナガワ 令和4年8月23日

4-8-4 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4年8月5日 物品買入 268,800 株式会社ジャパンニューハン 令和4年8月23日

4-8-5 ひろげる講座用コピー用紙　外８点　買入 令和4年8月5日 物品買入 15,843 株式会社カナガワ 令和4年8月23日

4-8-6 庁舎管理用さすまた　買入 令和4年8月5日 物品買入 29,100 キンパイ商事株式会社 令和4年8月23日

4-8-7 政策企画課広報事業用　SDGs発見ノート　印刷 令和4年8月5日 印刷請負 143,000 アート印刷株式会社 令和4年8月23日

4-8-8 卓上封かん機用のりカセット　買入 令和4年8月5日 物品買入 58,800 株式会社ディライト 令和4年8月23日

4-9-1 生活支援担当業務用シュレッダー用ゴミ袋ほか１８点　買入 令和4年9月9日 物品買入 77,940 関西文具株式会社 令和4年9月20日

4-9-2 地域防犯業務用アルコールチェッカー買入 令和4年9月9日 物品買入 24,800 株式会社カナガワ 令和4年9月20日

4-9-3 総務課事務用名札ほか８点　買入 令和4年9月9日 物品買入 58,310 株式会社カナガワ 令和4年9月20日

4-9-4 生活支援担当業務用ダンボール箱の買入 令和4年9月9日 物品買入 6,000 株式会社カナガワ 令和4年9月20日

4-9-5 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4年9月9日 物品買入 208,850 株式会社岡野 令和4年9月20日

4-9-6 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用テープのり　外９点　買入 令和4年9月9日 物品買入 21,538 株式会社カナガワ 令和4年9月20日

不調（予定価格超過）


