入札（見積）結果報告書
令和1年12月27日現在
契約番号
2019005219

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

JR長野駅設置 デジタルサイネージ配信管理
令和元年12月10日
用PC及び表示端末

3,872,000

相手方名称

契約方法

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東日
指名競争入札
本本部長野営業所

2019007991 バレーボール用支柱及び支柱カバー

令和元年12月18日

2019008031 第一学校給食センター 調理用品 ほか

令和元年12月13日

866,943 株式会社中西製作所 長野営業所

指名競争入札

2019008396 micro:bitをはじめようキット

令和元年12月12日

879,945 株式会社ヒシヤ

指名競争入札

2019008445 スクールキャップ

令和元年12月12日

2019008530

1,917,960 株式会社中屋スポーツ

1,112,925 株式会社シーエスコーポレーション

情報セキュリティ自己点検システム用サーバ
令和元年12月12日
機器

759,000 株式会社ヒシヤ

指名競争入札

指名競争入札
指名競争入札

2019008535 水銀測定装置

令和元年12月24日

1,793,000 高山理化精機株式会社 長野支店

指名競争入札

2019008668 し尿処理手数料システム物品購入

令和元年12月12日

1,193,280 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

一者随契

2019009054 Dynabeads GC-Combo(50 tests)

令和元年12月12日

381,480 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019009077 Micosoft Windows Access 2019

令和元年12月06日

143,550 株式会社ヒシヤ

見積合せ

563,200 株式会社北信ポンプ 長野営業所

見積合せ

118,800 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019009128

テロ対応資機材 携帯型生物剤検知装置（バ
令和元年12月02日
イオガーディアン）用テストストリップ

2019009133 窓あき封筒（大・小）の印刷

令和元年12月06日

2019009138 ﾄﾅｰの購入

令和元年12月06日

20,174 カシヨ商事株式会社

見積合せ

2019009156 苗木、球根、培養土ほか

令和元年12月03日

368,797 株式会社大丸屋商店

見積合せ

2019009176 【ステンレス キッチンワゴン２段】

令和元年12月06日

37,840 株式会社丸吉小林商店
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年12月27日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

285,120 株式会社アトム通信工事

契約方法

2019009179 交流電流計ほか

令和元年12月05日

2019009192 【モノクロプリンタ】

令和元年12月06日

55,000 株式会社光陽

見積合せ

2019009197 色上質紙

令和元年12月06日

35,750 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019009205 （第四）短靴

令和元年12月11日

2019009237 中・第2回 座敷箒 ほか

令和元年12月06日

87,725 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019009244 シックハウス対策シート

令和元年12月06日

35,640 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019009245 塩ビパイプ

令和元年12月13日

27,582 株式会社武田長野

見積合せ

2019009251 粗大ごみシール（減免用）

令和元年12月06日

93,280 ホクト産業株式会社

見積合せ

2019009257 自動開封機

令和元年12月06日

286,000 株式会社トヤ・ジムキ

見積合せ

2019009267 フロアーマットＤＸ各種 他１件

令和元年12月06日

143,000 信州ブックス株式会社

見積合せ

2019009275 水位計ほか

令和元年12月11日

551,463 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019009285 デジタル印刷機（大岡公民館）

令和元年12月16日

319,000 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019009296 事業所税申告書（第44号様式）の印刷

令和元年12月10日

235,950 中外印刷株式会社

見積合せ

2019009299 エスプラインTP ほか

令和元年12月09日

332,568 土屋メディカル株式会社

見積合せ

2019009311 （第四）三徳包丁

令和元年12月13日

195,800 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

215,930 ミドリ安全長野株式会社
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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12月27日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019009319 油圧作動油ほか

令和元年12月06日

81,510 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019009326 FRPﾊﾞｯﾄ ほか

令和元年12月06日

28,237 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

2019009327 CRM 2-MIB ｼﾞｪｵｽﾐﾝ混合標準液 5A

令和元年12月06日

164,934 株式会社理学 長野営業所

見積合せ

33,198 有限会社長野世界文化社

見積合せ

2019009330

豊野さつき、寺尾保育園 保育教材 スマート
令和元年12月06日
ゲイト２ ほか

2019009337 子ども情報誌「ホリデー」59号の印刷
2019009347

171,600 富士印刷株式会社

令和元年12月06日

パンフレット「防ごうロコモティブシンドローム」
令和元年12月04日
ほか

51,700 株式会社ライズファクトリー

一者随契

2019009352 ポリエチレンパイプ

令和元年12月06日

2019009361 クラフトパッカーほか

令和元年12月06日

39,052 株式会社柏与ビジネスセンター

見積合せ

2019009362 昭和保育園 ワーキングカート１型

令和元年12月06日

31,900 株式会社ミタカ 長野営業所

見積合せ

2019009371 故障通報装置用バッテリー ほか

令和元年12月13日

74,580 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019009376 介護保険被保険者証用窓開き封筒の印刷

令和元年12月06日

52,052 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019009381 第一学校給食センター スライサー刃（２）

令和元年12月13日

2019009385

197,120 株式会社左治木

見積合せ

真田宝物館 2020年４月～2021年３月 年間行
令和元年12月19日
事案内の印刷

見積合せ

166,100 株式会社中西製作所 長野営業所

見積合せ

255,200 富士印刷株式会社

見積合せ

2019009390 第一学校給食センター トレイ

令和元年12月13日

105,600 株式会社中西製作所 長野営業所

見積合せ

2019009401 肘付きチェアー

令和元年12月13日

539,880 株式会社ヒシヤ

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年12月27日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

2019009402 RISO EXインクF

令和元年12月16日

2019009404 クレモナロープ・皮手袋

令和元年12月13日

71,104 株式会社平林金物店

見積合せ

2019009406 折畳み担架

令和元年12月13日

67,870 協和医科器械株式会社

見積合せ

2019009408 収納ケース

令和元年12月13日

29,480 株式会社平林金物店

見積合せ

2019009410 第一学校給食センター 掃除機

令和元年12月13日

48,840 株式会社アトム通信工事

見積合せ

2019009411 第一学校給食センター 高圧洗浄機

令和元年12月13日

63,954 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019009412

第一学校給食センター 天ぷらバット用蓋収
納篭

280,324 タイガー情報機器株式会社

契約方法
見積合せ

令和元年12月13日

154,000 株式会社中西製作所 長野営業所

見積合せ

2019009413 第一学校給食センター エプロン

令和元年12月13日

143,396 株式会社サニクリーン甲信越

見積合せ

2019009416 第一学校給食センター キッチンワゴン

令和元年12月13日

113,850 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019009421 第一学校給食センター 清掃用品（２）

令和元年12月13日

23,159 株式会社平林金物店

見積合せ

2019009424 消防局 制服

令和元年12月17日

771,650 株式会社北信ポンプ 長野営業所

見積合せ

2019009426 消防局 夏服

令和元年12月16日

423,115 株式会社小林ポンプ防災

見積合せ

2019009428 消防局 活動服

令和元年12月16日

767,250 株式会社小林ポンプ防災

見積合せ

2019009429 消防局 救助服

令和元年12月16日

645,150 株式会社小林ポンプ防災

見積合せ

2019009433

野外彫刻ながのミュージアムガイドマップの印
令和元年12月13日
刷

97,900 ブンカ印刷株式会社
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年12月27日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019009440 エアコン

令和元年12月13日

173,723 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

2019009441 消防局 ヘルメット

令和元年12月13日

198,000 株式会社コウサカ

見積合せ

2019009445 レーザープリンタ用トナーカートリッジ

令和元年12月13日

74,800 株式会社蔦友

見積合せ

2019009447 パーティション

令和元年12月13日

123,200 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019009448 消防局 階級章及び消防長章

令和元年12月13日

39,215 有限会社デンダ

見積合せ

2019009449 市税催告封筒（滞納整理システム用）

令和元年12月13日

2019009452

第一学校給食センター 移動式サニタリーラッ
令和元年12月13日
ク

112,200 有限会社エスピーセンター

見積合せ

563,200 株式会社中西製作所 長野営業所

見積合せ

2019009460 法人用市税催告書（３３ＣＬ）印刷

令和元年12月03日

42,592 カシヨ株式会社

一者随契

2019009473 ブースター付全自動充電器（北部出張所）

令和元年12月20日

47,124 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019009475 活性炭マスク ほか

令和元年12月13日

50,721 株式会社アセラ 長野支店

見積合せ

令和元年12月13日

66,924 株式会社理学 長野営業所

見積合せ

2019009477 蒸留フラスコ 1,000mL

令和元年12月13日

58,344 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019009481 消防団積載車スタッドレスタイヤ

令和元年12月13日

26,400 株式会社タイヤショップ島田

見積合せ

2019009533 集積所掲示用ラミネートカレンダー

令和元年12月05日

312,180 蔦友印刷株式会社

一者随契

2019009534 資源物とごみの出し方保存版

令和元年12月05日

605,000 蔦友印刷株式会社

一者随契

2019009476

PP製スクリューバイアル 1.5mL (1000本入)
ほか
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入札（見積）結果報告書
令和1年12月27日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019009544 消火栓用ホース（大岡体育館）

令和元年12月20日

30,800 株式会社北信ポンプ 長野営業所

見積合せ

2019009559 占用更新許可申請書の印刷

令和元年12月13日

38,720 長野印刷商工株式会社

見積合せ

2019009565 検査試薬（農薬混合標準液PL-7-2、外５品） 令和元年12月13日

151,415 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

検査用消耗品（LCGC品質証明不活性バイア
令和元年12月13日
ル＆キャップ）

113,300 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019009568

2019009586 料金受取人払用封筒

令和元年12月20日

135,520 有限会社アッツーロ

見積合せ

2019009587 サクションホース ほか

令和元年12月13日

39,868 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019009590 教育センター カシオネームランドほか

令和元年12月13日

22,330 株式会社柳沢商店

見積合せ

2019009614

「長野市埋蔵文化財センター所報№30」の印
刷

127,050

令和元年12月11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

2019009622 医用電子血圧計 ほか

令和元年12月13日

47,850 協和医科器械株式会社

2019009623 窓あき封筒の印刷（シール付）

令和元年12月11日

99,000

2019009624

障害者タクシー利用券（令和２年度用）の印刷
令和元年12月17日
※台紙の作成含む

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
見積合せ
一者随契

249,480 カシヨ株式会社

見積合せ

591,360 株式会社平林金物店

見積合せ

2019009631 長野市消防団用耐切創手袋

令和元年12月16日

2019009632 酢酸ｴﾁﾙ濃縮5000(残農･PCB用) 3L ほか

令和元年12月13日

49,500 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019009633 Oasis HLBﾌﾟﾗｽｶｰﾄﾘｯｼﾞ 50個入

令和元年12月13日

124,740 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019009634 下水道用鉄蓋開放ジャッキ

令和元年12月20日

50,600 株式会社本久
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年12月27日現在
契約番号

件名

2019009645 篠ノ井支所 椅子

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

令和元年12月13日

343,200 株式会社蔦友

見積合せ

令和元年12月13日

496,694 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019009660 母子健康手帳

令和元年12月11日

836,000 株式会社メディカルランド

一者随契

2019009673 QIAamp Viral RNA MIni Kit(250) ほか

令和元年12月16日

218,960 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019009653

2019009693

市民税・県民税特別徴収義務者あて送付用
窓あき封筒の印刷

少年育成センター案内リーフレットの印刷(増
令和元年12月20日
し刷り)

2019009694 市税督促状（１０ＣＬ）

49,500 富士印刷株式会社
151,250 株式会社電算

令和元年12月25日

山王、共和、寺尾、昭和保育園 保育教材
令和元年12月13日
洗えるノンスリップマット ほか
農業委員会だより第89号の印刷（広報ながの
令和元年12月17日
2019009738
４月号付録）
2019009733

2019009746 長野市消防団 団長表彰受賞章（功績章）

35,172 学研・田儀商事
367,521 大日本法令印刷株式会社
29,920 株式会社アイワ徽章 長野支店

令和元年12月13日

2019009749 消防団用ゴム長靴（踏抜き防止板・先芯入り） 令和元年12月13日
2019009754 デジタルカメラ

令和元年12月13日

2019009763 窓あき封筒の印刷

令和元年12月20日

643,500 有限会社デンダ
36,300 株式会社ヤマダ電機 長野営業所
154,440 有限会社エスピーセンター

2019009765 Ｃａｎｏｎレーザープリンタ用トナーカートリッジ 令和元年12月13日

39,303 カシヨ商事株式会社

見積合せ
一者随契
見積合せ
見積合せ
見積合せ
見積合せ
見積合せ
見積合せ
見積合せ

2019009767 表彰状

令和元年12月11日

171,105 中外印刷株式会社

一者随契

2019009769 タイヤチェーン補修用クロスチェーン

令和元年12月20日

133,100 株式会社武重商会 長野居町営業所

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年12月27日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019009773 小・中学校配布チラシ（えこねくしょん）

令和元年12月20日

163,542 富士印刷株式会社

見積合せ

2019009775 長野市民生委員・児童委員名簿の印刷

令和元年12月13日

96,800 有限会社小池印刷

見積合せ

2019009776 低振動タイヤチェーン

令和元年12月20日

119,350 株式会社タイヤショップ島田

見積合せ

2019009777 ホワイトボード

令和元年12月13日

103,620 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019009778 【豊野支所 長靴】

令和元年12月20日

32,912 株式会社三共社

見積合せ

2019009800 【豊野支所 フロアケース】

令和元年12月20日

81,400 株式会社蔦友

見積合せ

2019009805 保育園 薬品（ピューラックス）

令和元年12月13日

132,825 株式会社小林薬局

見積合せ

2019009826 保育園 日用品（ほうき等）

令和元年12月20日

269,500 株式会社丸吉小林商店

見積合せ

2019009827 口座再振替通知書 41CL

令和元年12月25日

187,000 株式会社電算

一者随契

エムウェーブ ナショナルトレーニングセン
令和元年12月20日
ター用ストップウォッチ
エムウェーブ ナショナルトレーニングセン
令和元年12月27日
2019009837
ター用インクタンクほか
前処理カートリッジフィルター 超純水製造装
令和元年12月23日
2019009843
置用 ほか
2019009835

52,800 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ

221,556 カシヨ商事株式会社

見積合せ

333,264 アズサイエンス株式会社 長野営業所

見積合せ

2019009844 定量ろ紙 No.5B φ150mm

令和元年12月20日

55,440 轟産業株式会社 長野営業所

見積合せ

2019009845 平底フラスコ 200mL ほか

令和元年12月20日

29,375 株式会社ナガノ機工

見積合せ

2019009850 大岡歯科診療所 キャストウェル ＭＣ 12%

令和元年12月20日

67,100 株式会社滝沢歯科器械店 長野営業所

見積合せ
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入札（見積）結果報告書
令和1年12月27日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019009852 ホームワークツールセット、コンベックス ほか 令和元年12月20日

29,194 有限会社梅木屋荒物雑貨店

見積合せ

2019009853 ざる置台ドライ式

令和元年12月20日

93,139 株式会社五幸商会

見積合せ

2019009854 若槻小 電気の利用実験ボードセット

令和元年12月20日

108,306 有限会社東雲堂

見積合せ

2019009861 滅菌シャーレ ほか

令和元年12月25日

256,520 株式会社上條器械店 長野営業所

見積合せ

令和元年12月11日

150,680 特定非営利活動法人 地域ケア政策ネットワーク 一者随契

2019009866 パールコア標準寒天培地 ほか

令和元年12月23日

356,455 アズサイエンス株式会社 長野営業所

2019009910 貯蔵量水器（上水13）

令和元年12月20日

48,400 株式会社マルニシ 長野店

見積合せ

令和元年12月20日

87,257 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019009863

2019009917

認知症サポーター養成講座用 標準教材及
び副読本

保健調査票、結核健康診断問診票及びアレ
ルギーカルテの印刷

見積合せ

2019009918 ダイオーマルチカラーペーパー ほか

令和元年12月20日

118,096 株式会社柳沢商店

見積合せ

2019009935 「令和２年度国民健康保険のしおり」の印刷

令和元年12月25日

204,600 富士印刷株式会社

見積合せ

2019009943 ベビーカー ＳＣ５１

令和元年12月20日

39,600 有限会社長野世界文化社

見積合せ

2019009960 【豊野支所 消火器】

令和元年12月20日

77,550 株式会社ナショナル防災

見積合せ

令和元年12月20日

55,000 岡野薬品株式会社 長野営業所

見積合せ

2019009968 付箋 ほか

令和元年12月20日

24,576 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019009973 トナーカートリッジ

令和元年12月27日

2019009962

エムウェーブ ナショナルトレーニングセン
ター用乳酸測定装置用センサーほか

494,423 カシヨ商事株式会社
9

見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年12月27日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019009994 水中ポンプ

令和元年12月20日

25,190 有限会社ハタヤ商店 中野営業所

見積合せ

2019009999 おむつ交換台

令和元年12月24日

403,370 協同組合長野シーアイ開発センター

見積合せ

2019010000 定形封筒（料金後納）の印刷

令和元年12月20日

120,890 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019010004 （理振）教材提示装置（城東小学校）

令和元年12月20日

49,104 有限会社東雲堂

見積合せ

2019010005 （理振）大型星座早見盤（城東小学校）

令和元年12月20日

45,100 有限会社東雲堂

見積合せ

2019010006

（理振）内臓の大きさ体感モデル パーフェクト
令和元年12月20日
セット（城東小学校）

172,150 有限会社長野教育システム

見積合せ

531,949 第一企画株式会社

見積合せ

2019010007 上下水道局広報紙

令和元年12月23日

2019010010 中条診療所 リフィルリボン（黒） 詰替用

令和元年12月20日

73,700 株式会社千曲医療器

見積合せ

2019010016 令和元年度速報展 リーフレット

令和元年12月20日

48,400 有限会社アッツーロ

見積合せ

2019010027 令和元年度速報展 チラシ（A4）

令和元年12月20日

49,500 富士印刷株式会社

見積合せ

2019010044 戸隠診療所 ベオーバ錠50㎎

令和元年12月20日

2019010050 インフォメーションディスプレイほか

令和元年12月20日

71,500 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019010053 翻訳機

令和元年12月20日

32,340 株式会社アトム通信工事

見積合せ

令和元年12月20日

63,201 有限会社長野世界文化社

見積合せ

令和元年12月20日

336,600 大日本法令印刷株式会社

見積合せ

2019010054

皐月かがやきこども園、塩崎、豊栄保育園
毛糸 ほか

2019010060 教育センター 「長野市の教育」の印刷

181,610 鍋林株式会社 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12月27日現在
契約番号
2019010062

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

教育センター 電動ホッチキス・ＥＨ－７０Ｆ専
令和元年12月20日
用カートリッジ

2019010066 インクカートリッジ ほか

令和元年12月20日

2019010073 過塩素酸 特級 500g 60-62% ほか

令和元年12月20日

令和２年度固定資産税・都市計画税納税通
知書同封チラシの印刷
安茂里、中央、寺尾保育園 電化製品 掃除
2019010087
機ほか
エムウェーブ ナショナルトレーニングセン
2019010095
ター用血中乳酸測定装置用消耗品
窓あき封筒（在宅福祉介護料通知発送用）の
2019010098
印刷
2019010076

相手方名称

27,115 株式会社ヒシヤ
191,037 株式会社柏与ビジネスセンター
42,350 アズサイエンス株式会社 長野営業所
381,150 中外印刷株式会社

令和元年12月26日

79,640 株式会社ミタカ 長野営業所

令和元年12月20日

契約方法
見積合せ
見積合せ
見積合せ
見積合せ
見積合せ

令和元年12月20日

258,940 アプラン 株式会社

一者随契

令和元年12月20日

117,480 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019010106 主治医意見書返信用封筒(料金受取人払）

令和元年12月20日

86,240 栄光社印刷株式会社

2019010117 教育センター ＤＶＤ教材 №１

令和元年12月20日

154,660 長野映像株式会社

見積合せ

2019010119 教育センター ＤＶＤ教材 №２

令和元年12月23日

288,530 長野映像株式会社

見積合せ

2019010120 静電容量式レベルセンサ

令和元年12月20日

64,900 轟産業株式会社 長野営業所

見積合せ

2019010121 教育センター ＤＶＤ教材 №３

令和元年12月20日

50,050 有限会社長野映研

見積合せ

2019010122 保育園 紙製品

令和元年12月20日

88,013 株式会社ヒシヤ

見積合せ

2019010123 保育園 ポスターカラー

令和元年12月20日

48,125 株式会社蔦友

見積合せ

2019010128 安茂里、象山保育園 電化製品 加湿器

令和元年12月20日

81,400 株式会社ヤマダ電機 長野営業所

見積合せ
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見積合せ

入札（見積）結果報告書
令和1年12月27日現在
契約番号

件名

契約日

契約額

（仮契約日を含む）

相手方名称

契約方法

2019010137 窓あき封筒の印刷（区内特別、料金後納）

令和元年12月20日

286,440 有限会社エスピーセンター

見積合せ

2019010151 保育園 保育教材 カラー証書ファイル

令和元年12月20日

117,546 有限会社日本幼年教育研究社

見積合せ

2019010155 ハンド型メガホン

令和元年12月20日

2019010157 「Study Guide 2020」の印刷

令和元年12月20日

29,926 株式会社ナガノ機工
169,510 第一企画株式会社

2019010159 身体障害者手帳（カバー及び内用紙）の印刷 令和元年12月16日

343,200

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

見積合せ
見積合せ
一者随契

2019010167 寺尾、豊栄、鬼無里保育園 玩具 ほか

令和元年12月20日

33,099 有限会社日本幼年教育研究社

見積合せ

2019010304 大岡地区パンフレットの印刷

令和元年12月20日

85,140 カシヨ株式会社

一者随契

2019010336 小中・第2回 蛍光管

令和元年12月12日

2019010357 事業ごみパンフレット

令和元年12月18日

88,000 有限会社アッツーロ

一者随契

2019010365 「アルコール対策リーフレット」の印刷

令和元年12月25日

101,200 有限会社アッツーロ

一者随契

2019010590 資源物とごみの出し方保存版（英語・中国語） 令和元年12月26日

440,000 蔦友印刷株式会社

一者随契

2019010795 「介護保険料 還付通知書」の印刷

264,000 トッパン・フォームズ株式会社 長野営業所

一者随契

397,650 株式会社アトム通信工事

令和元年12月27日
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見積合せ

