入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号
2019001006

件名
リーフレット「わかれば安心 国民年金」他の
購入

2019001244 検査消耗品（ポリ袋 外２品）
2019001291

プール残留塩素測定試験紙、ビニールプール
消毒薬

2019001318 窓あき封筒（高齢受給者証等送付用）の印刷
2019001331

保育園 保育教材 パステルゴザシート ほ
か

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

498,960 株式会社コンヴィヴ

令和元年05月16日

27,102 タカヤマケミカル株式会社

令和元年05月13日

契約方法
一者随契
見積合せ

令和元年05月13日

496,152 岡野薬品株式会社 長野営業所

見積合せ

令和元年05月13日

154,224 有限会社エスピーセンター

見積合せ

令和元年05月13日

56,646 有限会社長野世界文化社

見積合せ

2019001341 保育園 事務用品 ラミネーター ほか

令和元年05月13日

106,171 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019001343 防災行政無線戸別受信機

令和元年05月13日

372,600 株式会社三友情報システム 長野支店

見積合せ

2019001357 柳町保育園 保育教材 木製玩具

令和元年05月13日

2019001366 Perfectshot EXTaq(Loading dye mix) ほか

令和元年05月16日

2019001370 感染症用使い捨てエプロン

令和元年05月13日

30,088 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

令和元年05月13日

66,206 有限会社日本幼年教育研究社

見積合せ

柳町、昭和保育園 保育教材 ままごと玩具
ほか
保育園 電化製品（掃除機・デジカメ・ＣＤラジ
2019001408
カセ・冷蔵庫ほか）
2019001399

83,592 有限会社なるに屋
239,652 アズサイエンス株式会社 長野営業所

149,089 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

令和元年05月13日

見積合せ
見積合せ

見積合せ

2019001409 保育園 折り紙

令和元年05月13日

71,053 株式会社蔦友

見積合せ

2019001410 電話機 外 3件

令和元年05月13日

28,555 株式会社タツノ 長野支店

見積合せ

2019001419 保育園 薬品（ピューラックス）

令和元年05月13日

95,580 株式会社小林薬局

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

2019001429 除草剤

令和元年05月13日

2019001432 柳町、保科保育園 保育教材 ドミノ ほか

令和元年05月13日

2019001436

柳町、寺尾、昭和保育園 保育教材 ままごと
玩具 ほか

契約額

相手方名称

163,296 株式会社アグロ信州 長野営業所
68,904 株式会社長野チャイルド
164,154 学研・田儀商事

令和元年05月13日

契約方法
見積合せ
見積合せ
見積合せ

2019001438 安全靴

令和元年05月13日

34,797 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019001439 平成３０年度 上水道事業統計年報

令和元年05月17日

550,800 有限会社長野プリントサービス

見積合せ

2019001440 デジタル酸素濃度計

令和元年05月13日

74,952 轟産業株式会社 長野営業所

見積合せ

2019001441 応急給水栓一式

令和元年05月15日

456,624 株式会社本久

見積合せ

2019001443 平成３０年度下水道事業統計年報

令和元年05月17日

591,300 有限会社長野プリントサービス

見積合せ

令和元年05月17日

540,000 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019001455

サッカーゴール（千曲川リバーフロントスポー
ツガーデン）

2019001479 検査試薬（FASTKITエライザVer.Ⅲ 小麦）

令和元年05月13日

63,666 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ

検査試薬（モリナガFASPEKエライザⅡ 小
麦）

令和元年05月13日

57,499 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019001483

380,370 カシヨ商事株式会社

見積合せ

2019001484 トナー・イメージドラム等

令和元年05月15日

2019001492 火おこし器 HI ほか

令和元年05月13日

54,216 有限会社東雲堂

見積合せ

2019001496 ページヘルパーＴ ほか

令和元年05月13日

71,096 株式会社蔦友

見積合せ

2019001501 ハンマドリル

令和元年05月13日

53,784 株式会社アトム通信工事

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

2019001541 小・中学校配布チラシ（えこねくしょん）
2019001543

柳町、山王保育園 保育教材 ままごと玩具
ほか

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

99,187 富士印刷株式会社

令和元年05月13日

114,966 信州ブックス株式会社

令和元年05月13日

契約方法
見積合せ
見積合せ

令和元年05月13日

58,752 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

令和元年05月13日

52,920 株式会社青山クリエート

見積合せ

2019001590 返信用封筒の印刷

令和元年05月13日

56,700 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019001593 子ども情報誌「ホリデー」57号の印刷

令和元年05月13日

146,124 富士印刷株式会社

見積合せ

令和元年05月13日

466,311 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

令和元年05月13日

165,132 有限会社小池印刷

見積合せ

2019001602 チェックマンＣＰＶほか

令和元年05月17日

154,526 アクティ株式会社 長野県営業部

見積合せ

2019001609 中条診療所 トナー ほか

令和元年05月13日

55,944

2019001618 刈払機

令和元年05月13日

35,316 株式会社前田製作所 長野営業所

見積合せ

2019001619 ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ LC/MS用 3L ほか

令和元年05月13日

64,951 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019001624 AEDトレーナー

令和元年05月24日

415,800 協和医科器械株式会社

見積合せ

2019001625 消防局 日用品（洗剤等）

令和元年05月13日

124,704 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019001643 記録紙（B9573AN-KC）

令和元年05月17日

2019001582 介護支援事業（ファイルメーカーソフト）
2019001585

食品ロス・プラスチック廃棄物削減啓発チラシ
の印刷

平成31年度長野上水内体育大会（夏季大会）
用消耗品（スポーツ用品）
平成31年度長野上水内中学校体育大会プロ
2019001598
グラムの印刷
2019001596

ＰＨＣメディコムネットワークス株式会社 首都圏・
見積合せ
甲信越営業本部 甲信越営業部 長野営業所

59,616 吉澤精機工業株式会社 長野支店
3

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

2019001648

寺尾、山王保育園 保育教材 安心クッション
ほか

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

26,740 有限会社長野世界文化社

令和元年05月13日

契約方法
見積合せ

2019001651 ごみ集積所掲示用看板

令和元年05月13日

105,840 株式会社東洋安全防災

見積合せ

2019001656 信更小 ポータブルアンプ

令和元年05月13日

198,180 有限会社長野映研

見積合せ

2019001662 料金受取人払封筒の印刷

令和元年05月17日

2019001663 保育園 事務用品（修正テープほか）

令和元年05月13日

363,574 株式会社ヒシヤ

見積合せ

令和元年05月15日

231,616 有限会社日本幼年教育研究社

見積合せ

2019001679

保育園 保育教材 ままごと・砂あそび玩具
ほか

40,046 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019001682 （KH）移植鏝 ほか

令和元年05月13日

49,040 株式会社平林金物店

見積合せ

2019001684 (KH)マーキングスプレー塗料

令和元年05月13日

57,542 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019001689

第25回参議院議員通常選挙 投票所入場券
の印刷

1,272,024 トッパン・フォームズ株式会社 長野営業所

令和元年05月20日

760,860 株式会社コウサカ

一者随契
見積合せ

2019001695 消防局 救急服（夏用）

令和元年05月20日

2019001696 プロジェクター

令和元年05月13日

2019001707 消防局 アポロキャップ

令和元年05月17日

577,800 信濃衣料株式会社

見積合せ

2019001710 常時啓発活動用ティッシュ

令和元年05月13日

121,597 株式会社共和コーポレーション

見積合せ

2019001714 窓あき封筒（児童扶養手当用）の印刷

令和元年05月13日

74,520 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019001715 消防局 文房具

令和元年05月17日

34,171 株式会社柳沢商店

見積合せ

61,020 エイブイシーシステムズ株式会社
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019001716 消防局 救助隊員用ヘルメット

令和元年05月20日

307,800 株式会社コウサカ

見積合せ

2019001717 消防局 消防吏員用ヘルメット

令和元年05月20日

596,160 株式会社コウサカ

見積合せ

2019001720 Dynabeads GC-Combo(50 tests)

令和元年05月16日

374,544 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019001721 職員被服（支給品）の購入

令和元年05月13日

30,499 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019001740 調理用被服(長袖ジャンパー) （第三）

令和元年05月17日

51,040 長野リネンサプライ株式会社

見積合せ

2019001741 消防局 夏服

令和元年05月20日

401,922 株式会社小林ポンプ防災

見積合せ

2019001748 消防局 活動用雨衣

令和元年05月17日

459,000 信濃衣料株式会社

見積合せ

2019001757 消防局 黒短靴（安全靴）

令和元年05月20日

406,782 株式会社コウサカ

見積合せ

2019001758 消防局 黒短靴（紳士靴）

令和元年05月21日

302,940 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

2019001759 消防局 編上靴（革製）

令和元年05月17日

97,200 ミドリ安全長野株式会社

見積合せ

2019001760 消防局 編上靴（布製）

令和元年05月17日

529,200 有限会社デンダ

見積合せ

2019001762 消防局 編上長靴

令和元年05月20日

338,580 株式会社北信ポンプ 長野営業所

見積合せ

2019001763 オイルギヤポンプ DG3-20-MNO.4 特)

令和元年05月17日

96,876 有限会社ハタヤ商店 中野営業所

見積合せ

2019001765 実験用ミニコンロほか

令和元年05月17日

2019001773

長野市公共施設マネジメントニュース・レター
vol.10の印刷

110,980 有限会社長野教育システム
41,040 株式会社青山クリエート

令和元年05月17日
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見積合せ
見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

2019001774 印刷機（理想オルフィス）用インク

令和元年05月20日

2019001776 園芸三脚

令和元年05月17日

32,270 株式会社平林金物店

見積合せ

2019001784 トータルカウンタほか（西）

令和元年05月17日

24,251 スズデン株式会社 長野営業所

見積合せ

2019001793 令和元年度 青少年健全育成事業の概要

令和元年05月17日

55,080 有限会社小池印刷

見積合せ

2019001794 印刷機用ロールマスタ－

令和元年05月17日

184,680 株式会社柳沢商店

見積合せ

2019001800 消防局 ネームプレート

令和元年05月17日

155,314 株式会社西條被服

見積合せ

令和元年05月20日

332,640 株式会社蔦友

見積合せ

2019001804

Windows Server Standard（２コア）2019ライセ
ンス

431,568 株式会社柏与ビジネスセンター

契約方法

55,404 有限会社長野ファクス商会

見積合せ

見積合せ

2019001815 ローパーティション

令和元年05月17日

2019001824 消防局 階級章

令和元年05月17日

121,716 有限会社デンダ

見積合せ

2019001839 WISC－Ⅳ知能検査 記録用紙 ほか

令和元年05月22日

485,399 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019001841 納入済通知書兼納付書（５０３）の印刷

令和元年05月10日

302,400 中外印刷株式会社

一者随契

2019001853 1.5ml試料びんASSY(100個入) ほか

令和元年05月17日

112,698 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019001860 川田小学校 Apple iPad

令和元年05月17日

38,232 エイブイシーシステムズ株式会社

見積合せ

令和元年05月17日

54,432 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

令和元年05月17日

55,512 株式会社北信ポンプ 長野営業所

見積合せ

2019001863

検査消耗品（Bond-Elut固相抽出カラム 外１
品）

2019001869 消防局 消防手帳
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入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019001870 (1/2”DR)ソケットレンチセット

令和元年05月17日

43,448 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019001872 消防局 エンブレム（制服用）

令和元年05月17日

47,520 株式会社北信ポンプ 長野営業所

見積合せ

2019001876

検査消耗品（Inert Sep 固相抽出カラム 外
１品）

170,208 株式会社アセラ 長野支店

令和元年05月17日

見積合せ

2019001878 消防局 白手袋

令和元年05月17日

30,672 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019001880 消防局 警笛

令和元年05月17日

39,960 有限会社デンダ

見積合せ

2019001890 水道用ＰＥ管・ポリソケット

令和元年05月24日

2019001893 ラインエース ほか

令和元年05月17日

35,715 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019001902 芹田支所 罫引きホワイトボード

令和元年05月17日

34,560 株式会社蔦友

見積合せ

2019001912 フラットファイルほか

令和元年05月17日

57,412 有限会社竹村文具店

見積合せ

2019001920 長野市立博物館夏のイベントチラシ

令和元年05月17日

167,443 富士印刷株式会社

見積合せ

2019001936 ｺﾘﾗｰﾄ100PA 200個入

令和元年05月17日

182,476 土屋メディカル株式会社

見積合せ

2019001937 貯蔵量水器（旧簡水３）

令和元年05月17日

275,400 昭和企業株式会社 長野支店

見積合せ

2019001939

PP製スクリューバイアル 1.5mL (1000本入)
ほか

2019001940 東北中学校美術教室用机
2019001956

「真田邸 単館入場券（大人・個人）」の一冊１
００枚綴りの入場券伝票の印刷

175,890 宮下鋼機株式会社

見積合せ

令和元年05月17日

62,046 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

令和元年05月24日

77,760 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

令和元年05月09日

85,536 日の丸印刷株式会社

一者随契
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入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号
2019001961

件名
「真田邸 単館入場券（小・中学生・個人）」の
一冊１００枚綴りの入場券伝票の印刷

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

令和元年05月09日

25,380 日の丸印刷株式会社

一者随契

2019001998 救助活動用グローブ

令和元年05月17日

93,020 有限会社デンダ

見積合せ

2019002006 介護支援事業（事務用品）

令和元年05月17日

70,956 株式会社蔦友

見積合せ

国民健康保険高齢受給者証（年次更新用）の
印刷

令和元年05月17日

102,600 長野印刷商工株式会社

見積合せ

2019002014 電源装置ＡＤＳ－２０Ｖ ヤガミ
国民健康保険高齢受給者証（月次用）、国民
2019002018 健康保険特定疾病療養受療証及び国民健康
保険限度額適用認定証の印刷
2019002024 消防局 ラジオハーネス

令和元年05月24日

198,720 有限会社東雲堂

見積合せ

令和元年05月17日

134,773 有限会社エスピーセンター

見積合せ

令和元年05月17日

42,930 株式会社三友情報システム 長野支店

見積合せ

2019002025 車輌盗難防止チェーンほか

令和元年05月24日

82,560 株式会社平林金物店

見積合せ

2019002026 予防接種ディスポザブル注射器、注射針

令和元年05月27日

2019002027 ミニバス２・Ｇ

令和元年05月24日

68,688 学研・田儀商事

見積合せ

2019002032 生ごみ堆肥発酵基材

令和元年05月17日

36,892 株式会社八百音

見積合せ

2019002033 サンポカー

令和元年05月24日

62,100 学研・田儀商事

見積合せ

2019002039 真田邸 パンフレットの印刷

令和元年05月16日

75,600 富士印刷株式会社

一者随契

2019002046 ピートモス ほか

令和元年05月28日

209,952 株式会社大丸屋商店

見積合せ

2019002056 川田小 綱引きロープ巻取器

令和元年05月17日

2019002013

205,416 土屋メディカル株式会社

53,784 株式会社中屋スポーツ
8

見積合せ

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

160,963 株式会社共和コーポレーション

契約方法

2019002064 参議院議員通常選挙啓発用ティッシュ

令和元年05月17日

2019002065 iPad（第６世代） Wi-Fiモデル

令和元年05月24日

38,448 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019002067 参議院議員通常選挙啓発用のぼり旗

令和元年05月17日

84,564 株式会社共和コーポレーション

見積合せ

2019002070 「市誌研究ながの」第２７号の印刷・製本

令和元年05月21日

698,500

2019002071 選挙啓発用うちわ

令和元年05月23日

256,608 株式会社共和コーポレーション

2019002072 新公文書館パンフレットの印刷

令和元年05月20日

66,960

2019002075 防疫剤

令和元年05月24日

51,840 株式会社信防エディックス

見積合せ

2019002094 有機溶剤対応型ゴーグル ほか

令和元年05月24日

23,427 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019002100 三陽中 学校用箏セット

令和元年05月24日

161,028 株式会社美鈴楽器

2019002123 長野市緑を豊かにする計画

令和元年05月27日

751,680

2019002125 長野市緑を豊かにする計画パンフレット

令和元年05月24日

2019002128 綿内小学校 パーティションホワイトボード

令和元年05月24日

42,984 株式会社蔦友

見積合せ

2019002130 草刈機

令和元年05月24日

45,360 株式会社奥山工機

見積合せ

2019002134 長靴

令和元年05月24日

31,104 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019002136 牧柵用資材（ゲート）

令和元年05月24日

社会福祉法人ながのコロニー 指定障害者就労
継続支援Ａ型事業所 長野福祉工場

社会福祉法人ながのコロニー 指定障害者就労
継続支援Ａ型事業所 長野福祉工場

社会福祉法人ながのコロニー 指定障害者就労
継続支援Ａ型事業所 長野福祉工場
社会福祉法人ながのコロニー 指定障害者就労
112,320
継続支援Ａ型事業所 長野福祉工場

105,274 株式会社平林金物店
9

見積合せ

一者随契
見積合せ
一者随契

見積合せ
見積合せ
見積合せ

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019002149 卓上型超音波洗浄機

令和元年05月24日

145,800 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019002156 「みんなのあんしん介護保険」の印刷

令和元年05月30日

201,096 富士印刷株式会社

見積合せ

2019002168 スチームクリーナー兼用解凍器

令和元年05月24日

111,240 昭和企業株式会社 長野支店

見積合せ

令和元年05月24日

125,280 株式会社上條器械店 長野営業所

見積合せ

2019002172

ep TIPS LoRetention Dualfilter 50-1000μL
ほか

2019002174 料金後納郵便物差出票の印刷
2019002179

シカジーニアス分子疫学解析POTキット(黄色
ブドウ球菌用) ほか

51,732 日の丸印刷株式会社

令和元年05月24日

352,479 土屋メディカル株式会社

令和元年05月27日

見積合せ
見積合せ

2019002184 蛍光灯ほか

令和元年05月24日

42,417 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019002192 芋井小 炊飯器

令和元年05月24日

27,432 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019002197 選挙管理委員会用封筒（定型・角２）

令和元年05月24日

201,312 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019002198 物置（古里子どもプラザ）

令和元年05月24日

170,294 株式会社平林金物店

見積合せ

2019002201 洗剤 ほか

令和元年05月24日

80,356 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019002203 松代小 エンジン刈払機

令和元年05月24日

38,880 株式会社奥山工機

見積合せ

2019002205 松代小 充電式インパクトドライバ

令和元年05月24日

35,910 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019002206 松代小 スクールミシン

令和元年05月24日

101,520 蛇の目ミシン工業株式会社 長野支店

見積合せ

2019002208 所蔵作品目録

令和元年05月30日

839,160 有限会社アッツーロ

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

2019002210 牧柵用資材（番線・有刺鉄線）

令和元年05月31日

2019002213 安全靴

令和元年05月24日

25,142 株式会社三共社

見積合せ

2019002215 気管挿管病院実習用用紙の印刷

令和元年05月24日

53,794 日の丸印刷株式会社

見積合せ

2019002217 雨合羽

令和元年05月24日

45,813 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019002219 松代小 つい立て

令和元年05月24日

39,852 有限会社東雲堂

見積合せ

2019002225 フォルダーラベル

令和元年05月24日

42,908 株式会社蔦友

見積合せ

2019002228 減圧濾過システム用トラップ（GT-300）ほか

令和元年05月24日

55,512 轟産業株式会社 長野営業所

見積合せ

2019002232 図書館装備用バーコードラベル（緑）の印刷

令和元年05月17日

37,800 株式会社図書館流通センター

一者随契

2019002236 市立長野高等学校 EPトナーカートリッジ

令和元年05月24日

167,151 カシヨ商事株式会社

見積合せ

エムウェーブ ナショナルトレーニングセン
ター用医科学測定機器

令和元年05月24日

794,880 株式会社中屋スポーツ

見積合せ

2019002240

104,960 株式会社平林金物店

契約方法
見積合せ

2019002260 ドラムカートリッジ

令和元年05月24日

48,600 株式会社柳沢商店

見積合せ

2019002265 トレーニングウェア（上下）

令和元年05月24日

42,228 株式会社長野スター商会

見積合せ

2019002270 松代小 スタンド型手洗いチェッカー

令和元年05月31日

61,560 有限会社東雲堂

見積合せ

2019002276 救急搬送経過記録の印刷

令和元年05月24日

111,294 富士印刷株式会社

見積合せ

2019002286 クリーンコート ほか

令和元年05月15日

104,220 株式会社図書館流通センター

一者随契
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入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019002287 バーコードラベル（図書・雑誌・点字用）

令和元年05月24日

31,752 株式会社図書館流通センター

見積合せ

2019002295 青木島小学校 電子式直線ミシン

令和元年05月31日

50,760 蛇の目ミシン工業株式会社 長野支店

見積合せ

2019002303

後期高齢者医療保険料 口座振替依頼書の
印刷

2019002307 真田宝物館単館 パンフレットの印刷
2019002309

真田宝物館であそぼ！2019パンフレットの印
刷

令和元年05月24日

112,320 有限会社マスダ印刷

見積合せ

令和元年05月16日

113,400 富士印刷株式会社

一者随契

令和元年05月24日

194,940 富士印刷株式会社

見積合せ

2019002310 揮発性有機化合物25種混合標準液 ほか

令和元年05月24日

82,112 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019002318 優良工事表彰状の印刷

令和元年05月24日

27,000 有限会社アッツーロ

見積合せ

2019002330 信州新町中 広域日本全図

令和元年05月31日

32,680 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019002335 長野中 ディスプレイスタンド

令和元年05月24日

2019002341 対面式おさんぽ車

令和元年05月24日

68,580 株式会社長野チャイルド

見積合せ

2019002343 塩化物ｲｵﾝ標準液ほか

令和元年05月31日

70,513 タカヤマケミカル株式会社

見積合せ

2019002344 白紙フォーム

令和元年05月24日

57,240 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019002347 市税還付充当通知用封筒

令和元年05月24日

136,080 有限会社エスピーセンター

見積合せ

令和元年05月24日

61,549 有限会社長野世界文化社

見積合せ

令和元年05月24日

53,136 富士印刷株式会社

見積合せ

柳町、昭和、綿内、真島保育園 保育教材
ままごと玩具 ほか
ポイ捨て・歩行喫煙等防止条例啓発用ポス
2019002353
ター
2019002350

151,200 株式会社ヤマダ電機 長野営業所
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

2019002360 ごみ集積庫（物置）
東条、東部保育園 保育教材 プール用品
ほか

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

190,976 株式会社平林金物店

令和元年05月31日

契約方法
見積合せ

令和元年05月24日

27,194 有限会社長野世界文化社

見積合せ

2019002375 事後検証票の印刷

令和元年05月24日

64,735 有限会社マスダ印刷

見積合せ

2019002376 トナーカートリッジ

令和元年05月24日

2019002378 福祉医療費給付金受給資格者証

令和元年05月24日

37,854 富士印刷株式会社

見積合せ

2019002382 消防局 全自動洗濯機

令和元年05月24日

36,936 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

令和元年05月24日

60,696 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

令和元年05月24日

39,096 株式会社ヒシヤ

見積合せ

令和元年05月24日

45,522 株式会社長野チャイルド

見積合せ

2019002393 白バラ会報用色紙

令和元年05月24日

82,755 株式会社蔦友

見積合せ

2019002396 南部小学校 プリンター

令和元年05月31日

93,420 タイガー情報機器株式会社

見積合せ

2019002398 消防局 防水型スピーカーマイクロホン

令和元年05月31日

61,560 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019002400 保育園 日用品（よしず ほか）

令和元年05月24日

66,960 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019002373

2019002386

寺尾、七二会保育園 電化製品（洗濯機ほ
か）

2019002388 吸音スクリーン
2019002391

2019002402

山王、柳町、西部保育園 保育教材 砂場玩
具 ほか

皐月かがやきこども園、山王保育園ほか 保
育教材 プール、玩具 ほか

2019002405 特別展ポスター・ＤＭ

126,360 株式会社蔦友

402,148 学研・田儀商事

令和元年05月28日

58,428 株式会社青山クリエート

令和元年05月31日
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見積合せ

見積合せ
見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

皐月かがやき、山王、綿内保育園 日用品
（遮光ネット）
長野上水内中学校体育大会及び長野上水内
2019002410
中学校新人大会の賞状印刷
2019002406

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

令和元年05月24日

53,341 株式会社平林金物店

見積合せ

令和元年05月24日

61,560 有限会社小池印刷

見積合せ

令和元年05月31日

68,040 中外印刷株式会社

見積合せ

令和元年05月31日

44,280 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019002449 窓開き封筒（アドヘアのり付き）の印刷

令和元年05月31日

77,112 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019002455 戸隠診療所 ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞﾛｰｼｮﾝ0.3%

令和元年05月31日

2019002424 信州新町博物館 常設展リーフレット
2019002425

柳町、綿内保育園 電化製品（飛散防止 蛍
光ランプ）

「Adobe Photoshop Elements 2019」の購入
（地籍調査担当分）
「Adobe Photoshop Elements 2019」の購入
2019002460
（境界担当分）

137,889 株式会社スズケン 長野支店

見積合せ

令和元年05月31日

48,276 富士ゼロックス長野株式会社 営業統括部

見積合せ

令和元年05月31日

144,828 富士ゼロックス長野株式会社 営業統括部

見積合せ

2019002462 保育園 保育教材 ビニールプール ほか

令和元年05月31日

146,016 信州ブックス株式会社

見積合せ

2019002463 東北中学校プロジェクター

令和元年05月31日

102,492 カシヨ商事株式会社

見積合せ

2019002466 戸隠診療所 ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠500㎎

令和元年05月31日

29,160 アルフレッサ株式会社 長野支店

見積合せ

2019002481 消火栓用ホース（大岡体育館）

令和元年05月31日

30,240 株式会社北信ポンプ 長野営業所

見積合せ

2019002512 残留塩素測定用試薬 500包

令和元年05月31日

178,200 株式会社長野サラヤ商会

見積合せ

2019002515 保育園 ヤシノミ洗剤

令和元年05月31日

179,820 株式会社長野サラヤ商会

見積合せ

2019002517 保育園 薬品（ピューラックス）

令和元年05月31日

2019002457

69,660 株式会社小林薬局
14

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019002522 山王小学校 耐火金庫

令和元年05月31日

50,760 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019002525 若穂中 演示用空気の流れ実験器

令和元年05月31日

34,560 有限会社東雲堂

見積合せ

2019002526 山王小学校文化箏

令和元年05月31日

80,784 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019002530 篠ノ井支所 キャビネットほか

令和元年05月31日

2019002534 山王小学校 ブックトラック

令和元年05月31日

42,120 有限会社東雲堂

見積合せ

2019002535 篠ノ井支所 テレビ壁掛け用金具ほか

令和元年05月31日

68,040 エイブイシーシステムズ株式会社

見積合せ

2019002537 山王小学校 キャスター付スチール書架

令和元年05月31日

34,884 株式会社しんきょうネット

見積合せ

2019002539 山王小学校 パンフレットケース

令和元年05月31日

2019002540 横断旗

令和元年05月31日

2019002542 西条小 オルガン

令和元年05月31日

145,692 株式会社美鈴楽器

見積合せ

2019002550 ワイヤレスアンプ

令和元年05月31日

91,800 有限会社長野映研

見積合せ

2019002552 消火器

令和元年05月31日

95,040 株式会社ナショナル防災

見積合せ

2019002568 木材保護塗料

令和元年05月31日

76,140 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019002570 検査用器具（共通摺合せ三角フラスコほか）

令和元年05月31日

36,736 タカヤマケミカル株式会社

見積合せ

2019002582 若穂中 高枝カッター

令和元年05月31日

57,790 株式会社ナガノ機工

見積合せ

564,948 株式会社蔦友

105,840 有限会社東雲堂
94,500 株式会社シーエスコーポレーション
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見積合せ

見積合せ
見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019002584 若穂中 ブルーレイレコーダー

令和元年05月31日

31,428 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019002585 鍋屋田小 教授用掛図（歴史）

令和元年05月31日

52,920 有限会社長野教育システム

見積合せ

2019002587 ミニはさみ

令和元年05月31日

40,716 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019002590 山王小学校 ミシン

令和元年05月31日

2019002591 東北中学校 衝立式らくがきボード

令和元年05月31日

48,600 有限会社東雲堂

見積合せ

2019002592 柳原小学校 Apple iPad

令和元年05月31日

46,440 エイブイシーシステムズ株式会社

見積合せ

2019002594 かんたんアース

令和元年05月31日

38,340 トライアン株式会社

見積合せ

2019002599 戸隠診療所 ﾏｰｽﾞﾚﾝS配合顆粒ほか

令和元年05月31日

76,002 鍋林株式会社 長野営業所

見積合せ

2019002601 緑ヶ丘小学校 フロアケース

令和元年05月31日

50,436 株式会社タツノ 長野支店

見積合せ

2019002604 オート便器洗浄付タイプ便座

令和元年05月31日

78,062 宮下鋼機株式会社

見積合せ

2019002611 消防局 日用品（清掃用品等）

令和元年05月31日

39,171 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019002617 ウレア系グリス

令和元年05月31日

72,360 株式会社高見澤

見積合せ

2019002622 芹田支所 授乳チェア

令和元年05月31日

43,200 株式会社蔦友

見積合せ

令和元年05月31日

34,560 有限会社小池印刷

見積合せ

2019002639

（若穂隣保館）わかほ隣保館だより１１０号の
印刷

2019002656 芹田総合市民センター 傾斜５段書架

103,680 株式会社ミシンプラザ

116,640 株式会社蔦友

令和元年05月31日
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見積合せ

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年5月31日現在
契約番号

件名

契約日
（仮契約日を含む）

契約額

相手方名称

契約方法

2019002662 窓あき封筒の印刷（区内特別、料金後納）

令和元年05月31日

259,459 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019002676 農地パトロール用ベスト

令和元年05月31日

172,584 株式会社三共社

見積合せ

2019002679 コンパクトデジタルカメラ

令和元年05月31日

100,440 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019002682 デジタル一眼レフカメラ用スピードライト

令和元年05月31日

34,560 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

令和元年05月31日

57,024 北信米油株式会社

見積合せ

2019002702 消防局 インパクトドライバ

令和元年05月31日

28,944 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019002728 アルミブリッジほか

令和元年05月31日

29,412 株式会社平林金物店

見積合せ

令和元年05月31日

56,160 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019002755 東部、長沼保育園 砂遊び玩具 ほか

令和元年05月31日

31,482 有限会社長野世界文化社

見積合せ

2019002757 保育園 砂遊び玩具 ほか

令和元年05月31日

41,677 有限会社日本幼年教育研究社

見積合せ

2019002765 フロアシート

令和元年05月31日

2019002690

2019002742

ノーマルタイヤ（ホイール付） 若槻分団詰
所、若穂第１分団詰所、豊野第５分団詰所

芹田総合市民センター 脚付ホワイトボード
（使用予約表）

長野市空き家バンク制度等案内チラシの印
刷

185,598 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

令和元年05月28日

84,888 株式会社アイデスク

2019002876 窓あき封筒の印刷 区内特別（シール付）

令和元年05月28日

91,800

2019002883 医師・看護師確保パンフレット

令和元年05月30日

69,120 有限会社アッツーロ

一者随契

2019003045 文武学校 単館パンフレットの印刷

令和元年05月30日

89,100 富士印刷株式会社

一者随契

2019002865
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社会福祉法人ながのコロニー 指定障害者就労
継続支援Ａ型事業所 長野福祉工場

一者随契
一者随契

