
令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 Ａ 雑貨
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

1 ○ 42196 食器洗剤 本
食器用ヤシノミ洗剤 ５００ｍｌ
ポンプ付本体

サラヤ株式会社 台所用合成洗剤 ヤシノミ
洗剤 500ml ポンプ付本体(指定)

40 232 株式会社鳳凰
サラヤ株式会社 台所用合成洗剤 ヤシノミ
洗剤 500ml ポンプ付本体(指定)

20 232 株式会社鳳凰
サラヤ株式会社 台所用合成洗剤 ヤシノミ
洗剤 500ml ポンプ付本体(指定)

30 230 株式会社やまさき

2 ○ 42200 食器洗剤 詰替用 本
食器用ヤシノミ洗剤 ４８０ｍｌ
詰替用

サラヤ株式会社 台所用合成洗剤 ヤシノミ
洗剤 480mL 詰替用(指定)

480 158 株式会社鳳凰
サラヤ株式会社 台所用合成洗剤 ヤシノミ
洗剤 480mL 詰替用(指定)

240 158 株式会社鳳凰
サラヤ株式会社 台所用合成洗剤 ヤシノミ
洗剤 480mL 詰替用(指定)

530 154 株式会社やまさき

1 60631 トイレ用洗剤 本 中性 ５００ｍｌ程度
花王株式会社 トイレマジックリン 強⼒ク
レンザー 500g

550 155 株式会社鳳凰
ロケット石鹸株式会社 マイトイレクリー
ナー 500ml

290 110 株式会社いない
ロケット石鹸株式会社 マイトイレクリー
ナー 500ml

510 100 株式会社やまさき

2 71110 台所用塩素系漂白剤 本 塩素系 ６００ｍｌ程度
カネヨ石鹸株式会社 カネヨキッチンブ
リーチ(S) 600ml

120 100 株式会社鳳凰
ロケット石鹸株式会社 マイキッチンブ
リーチ 600ml

110 90 株式会社いない
ロケット石鹸株式会社 マイキッチンブ
リーチ 600ml

150 75 株式会社やまさき

3 42137 石鹸 袋 化粧石鹸 １０個入 花王株式会社 花王石鹸 業務用 85g 30 405 株式会社鳳凰 花王株式会社 花王石鹸 業務用 85g 10 830 株式会社いない 花王株式会社 花王石鹸 業務用 85g 20 400 株式会社やまさき

3 1 ○ 42153 トイレットペーパー 箱
柔らかめ １３０ｍ以上 太穴 紙
芯なし 個包装無し シングル ４
８個入

イトマン株式会社 イッポ SLIM1R130ｍS
無包装 48個入

520 2,645 山野商事株式会社
イトマン株式会社 イッポ SLIM1R130ｍS
無包装 48個入

300 2,850 株式会社愛進堂
イトマン株式会社 イッポ SLIM1R130ｍS
無包装 48個入

520 2,665 山野商事株式会社

1 ○ 42161 ゴミ袋 小 包
４５Ｌ ０．０３ｍｍ以上 透明
焼却時有害物質の出ないもの １０
０枚入

株式会社ジャパックス 業務用 45L 透明
P-43(100枚1単位とする。)

280 645 株式会社鳳凰
株式会社ジャパックス 業務用 45L 透明
P-43(100枚1単位とする。)

40 695 株式会社鳳凰
株式会社ジャパックス 業務用 45L 透明
P-43(100枚1単位とする。)

450 645 株式会社鳳凰

2 ○ 42170 ゴミ袋 大 包
９０Ｌ ０．０３ｍｍ以上 透明
焼却時有害物質の出ないもの １０
枚入

株式会社ジャパックス 強⼒ゴミ袋 エコタ
イプ 90L 透明 TM98

1,170 130 株式会社鳳凰
株式会社ジャパックス 強⼒ゴミ袋 エコタ
イプ 90L 透明 TM98

520 135 株式会社鳳凰
株式会社ジャパックス 強⼒ゴミ袋 エコタ
イプ 90L 透明 TM98

1,940 130 株式会社鳳凰

5 1 42188 トイレコーナー用ポリ袋 パック
３００ｍｍ×４００ｍｍ 厚０．０
２ｍｍ以上 １００枚入

福助⼯業株式会社 ダスロール No.3 ⿊
0482676

50 500 株式会社鳳凰
福助⼯業株式会社 ダスロール No.3 ⿊
0482676

60 500 株式会社鳳凰
福助⼯業株式会社 ダスロール No.3 ⿊
0482676

30 500 株式会社鳳凰

6 1 42099 紙コップ 袋 ２００ｍｌ程度 白⾊ ５０個入
株式会社旭創業 ホワイトカップ(白無地)
紙コップ7オンス無地

170 90 株式会社鳳凰
株式会社旭創業 ホワイトカップ(白無地)
紙コップ7オンス無地

60 90 株式会社鳳凰
株式会社旭創業 ホワイトカップ(白無地)
紙コップ7オンス無地

200 90 株式会社鳳凰

1 42218 除菌消臭スプレー 本 除菌 ３７０ｍｌ程度
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパ
ン株式会社 P&G ファブリーズダブル除菌
無⾹料アルコール成分入り 370ml(指定)

40 370 株式会社愛進堂
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパ
ン株式会社 P&G ファブリーズダブル除菌
無⾹料アルコール成分入り 370ml(指定)

10 370 株式会社いない
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパ
ン株式会社 P&G ファブリーズダブル除菌
無⾹料アルコール成分入り 370ml(指定)

30 370 株式会社やまさき

2 42226 除菌消臭スプレー 詰替用 本 除菌 詰替用 ３２０ｍｌ程度

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパ
ン株式会社 P&G ファブリーズダブル除菌
無⾹料アルコール成分入り 詰替用
320ml(指定)

70 300 株式会社愛進堂

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパ
ン株式会社 P&G ファブリーズダブル除菌
無⾹料アルコール成分入り 詰替用
320ml(指定)

30 300 株式会社いない

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパ
ン株式会社 P&G ファブリーズダブル除菌
無⾹料アルコール成分入り 詰替用
320ml(指定)

40 300 株式会社やまさき

1 ○ 60640 軍⼿（滑り⽌め付） 双 滑り⽌め付 リサイクル１００％
勝星産業株式会社 すべり⽌め⼿袋 天然ゴ
ム ペットハンズ7 #450

140 140 株式会社愛進堂
勝星産業株式会社 すべり⽌め⼿袋 天然ゴ
ム ペットハンズ7 #450

110 160 株式会社丸十
勝星産業株式会社 すべり⽌め⼿袋 天然ゴ
ム ペットハンズ7 #450

180 150 株式会社愛進堂

2 ○ 60641 軍⼿（滑り⽌め無） 双 滑り⽌め無 リサイクル１００％
ミタニコーポレーション エコ「極」軍⼿
202739

730 60 株式会社愛進堂
ミタニコーポレーション エコ「極」軍⼿
202739

170 70 株式会社丸十
ミタニコーポレーション エコ「極」軍⼿
202739

880 70 株式会社愛進堂

1 73010 ⼿指消毒液 個
アルコール⼿指消毒剤 ポンプ付き
１Ｌ程度 エタノール７０〜９５ｖ
ｏｌ％、リン酸を含有

株式会社ニイタカ Nスター 業務用アル
コール消毒剤 1L 277160

120 710 株式会社鳳凰
株式会社ニイタカ Nスター 業務用アル
コール消毒剤 1L 277160

120 750 株式会社鳳凰
株式会社ニイタカ Nスター 業務用アル
コール消毒剤 1L 277160

390 750 株式会社鳳凰

2 73020 ⼿指消毒液 詰替用 個
アルコール⼿指消毒剤 詰替え用
５Ｌ以上 エタノール７０〜９５ｖ
ｏｌ％、リン酸を含有

株式会社ニイタカ Nスター 業務用アル
コール消毒剤 5L 277131

450 2,500 株式会社鳳凰
株式会社ニイタカ Nスター 業務用アル
コール消毒剤 5L 277131

160 2,600 株式会社鳳凰
株式会社ニイタカ Nスター 業務用アル
コール消毒剤 5L 277131

290 2,600 株式会社鳳凰

本庁・東部地区
エコ調達 規 格 （ 数 量 ）単位用 品 名 称用品コード

中部地区 ⻄部地区
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令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 B 電気通信機器
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

1 ○ 40010 蛍光管 ４０Ｗ 昼白色 本
４０W 省エネ ラピッドスタート
昼白色

株式会社ホタルクス ライフルック HG
FLR40SEX-N/M/36-HG 0611-3434

1,160 380 有限会社北尾電機商会
株式会社ホタルクス ライフルック HG
FLR40SEX-N/M/36-HG 0611-3434

300 420 株式会社北尾電機商会
株式会社ホタルクス ライフルック HG
FLR40SEX-N/M/36-HG 0611-3434

300 441 有限会社柏木商会

2 ○ 40029 蛍光管 ４０Ｗ 白色 本 ４０Ｗ ラピッドスタート 白色
株式会社ホタルクス ライフルック HG
FLR40SEX-W/M/36-HG 0611-3484

90 430 有限会社北尾電機商会
株式会社ホタルクス ライフルック HG
FLR40SEX-W/M/36-HG 0611-3484

50 480 株式会社北尾電機商会
株式会社ホタルクス ライフルック HG
FLR40SEX-W/M/36-HG 0611-3484

70 504 有限会社柏木商会

3 40070 蛍光管 ２０Ｗ 昼白色 本
２０Ｗ 省エネ グロースタート
昼白色

株式会社ホタルクス ライフルック N-HGX
昼白色 FL20SSEX-N/18-X 0611-7272

180 300 有限会社北尾電機商会
株式会社ホタルクス ライフルック N-HGX
昼白色 FL20SSEX-N/18-X 0611-7272

70 340 株式会社北尾電機商会
株式会社ホタルクス ライフルック N-HGX
昼白色 FL20SSEX-N/18-X 0611-7272

360 357 有限会社柏木商会

4 ○ 40312 Ｈｆ蛍光灯 ３２Ｗ 本 ３２Ｗ Ｈｆ蛍光灯 昼白色
株式会社ホタルクス ライフルック N-HGX
昼白色 FHF32EX-N-HX-S 0611-7921

1,300 380 有限会社北尾電機商会
株式会社ホタルクス ライフルック N-HGX
昼白色 FHF32EX-N-HX-S 0611-7921

370 420 株式会社北尾電機商会
株式会社ホタルクス ライフルック N-HGX
昼白色 FHF32EX-N-HX-S 0611-7921

430 441 有限会社柏木商会

1 40215 乾電池 単１アルカリ パック
単１アルカリ ２本入（２本を１単
位とする。）

FDK株式会社 アルカリ乾電池 単1形 2個
パック LR20LP(2S)

650 228 株式会社⾦居商店
FDK株式会社 アルカリ乾電池 単1形 2個
パック LR20LP(2S)

620 250 株式会社いない
FDK株式会社 アルカリ乾電池 単1形 2個
パック LR20LP(2S)

430 220 株式会社やまさき

2 40231 乾電池 単２アルカリ パック
単２アルカリ ２本入（２本を１単
位とする。）

FDK株式会社 アルカリ乾電池 単2形 2個
パック LR14LP(2S)

520 160 株式会社⾦居商店
FDK株式会社 アルカリ乾電池 単2形 2個
パック LR14LP(2S)

340 200 株式会社いない
FDK株式会社 アルカリ乾電池 単2形 2個
パック LR14LP(2S)

760 150 株式会社やまさき

3 40258 乾電池 単３アルカリ パック
単３アルカリ ２本入（２本を１単
位とする。）

FDK株式会社 アルカリ乾電池 単3形 2個
パック LR6LP(2S)

5,430 77 株式会社⾦居商店
FDK株式会社 アルカリ乾電池 単3形 2個
パック LR6LP(2S)

2,290 170 株式会社いない
FDK株式会社 アルカリ乾電池 単3形 2個
パック LR6LP(2S)

4,150 73 株式会社やまさき

4 40274 乾電池 単４アルカリ パック
単４アルカリ ２本入（２本を１単
位とする。）

FDK株式会社 アルカリ乾電池 単4形 2個
パック LR03LP(2S)

2,790 77 株式会社⾦居商店
FDK株式会社 アルカリ乾電池 単4形 2個
パック LR03LP(2S)

1,130 170 株式会社いない
FDK株式会社 アルカリ乾電池 単4形 2個
パック LR03LP(2S)

2,550 73 株式会社やまさき

1 60658 充電式電池 単３ パック
単３ 充電式ニッケル水素電池 ２
本入

パナソニック株式会社 エネループ 単3形
2本パック(スタンダードモデル) BK-
3MCC/2C(指定)

40 693 株式会社愛進堂
パナソニック株式会社 エネループ 単3形
2本パック(スタンダードモデル) BK-
3MCC/2C(指定)

10 700 株式会社愛進堂
パナソニック株式会社 エネループ 単3形
2本パック(スタンダードモデル) BK-
3MCC/2C(指定)

50 710 株式会社愛進堂

2 60666 充電式電池 単４ パック
単４ 充電式ニッケル水素電池 ２
本入

パナソニック株式会社 エネループ 単4形
2本パック(スタンダードモデル) BK-
4MCC/2C(指定)

40 693 株式会社愛進堂
パナソニック株式会社 エネループ 単4形
2本パック(スタンダードモデル) BK-
4MCC/2C(指定)

10 700 株式会社愛進堂
パナソニック株式会社 エネループ 単4形
2本パック(スタンダードモデル) BK-
4MCC/2C(指定)

20 710 株式会社愛進堂

1 ○ 36331 電子卓上計算機 台
１２桁デスクタイプ 税計算 ゴム
滑りどめ 画⾯チルト

シャープ株式会社 セミデスクトップタイ
プ EL-S752K

60 1,230 株式会社愛進堂
シャープ株式会社 セミデスクトップタイ
プ EL-S752K

20 1,290 株式会社愛進堂
シャープ株式会社 セミデスクトップタイ
プ EL-S752K

20 1,290 株式会社⾐笠商会

2 ○ 60682 電子卓上計算機（小型） 台
１２桁 税計算 １００×１５０ｍ
ｍ程度、１５０ｇ程度以下

シャープ株式会社 ミニナイスサイズタイ
プ EL-M712K-X

50 665 株式会社愛進堂
シャープ株式会社 ミニナイスサイズタイ
プ EL-M712K-X

10 680 株式会社愛進堂
シャープ株式会社 ミニナイスサイズタイ
プ EL-M712K

40 700 株式会社⾐笠商会

本庁・東部地区 ⻄部地区中部地区
規 格 （ 数 量 ）エコ調達 用品コード 用 品 名 称 単位
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令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 B 電気通信機器
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

本庁・東部地区 ⻄部地区中部地区
規 格 （ 数 量 ）エコ調達 用品コード 用 品 名 称 単位

1 61379
ＵＳＢメモリ セキュリティ
タイプ ３２ＧＢ

個

３２ＧＢ ＡＥＳ２５６ｂｉｔ 自
動暗号化機能 ＵＳＢ３．０／２．
０ 設定回数以上のパスワード入⼒
ミスによりデータが消去される機能
を有すること

株式会社バッファロー 法人向けセキュリ
ティーUSBメモリー RUF3-HSL32G(指
定)

40 11,200 株式会社愛進堂
株式会社バッファロー 法人向けセキュリ
ティーUSBメモリー RUF3-HSL32G(指
定)

20 11,200 株式会社愛進堂
株式会社バッファロー 法人向けセキュリ
ティーUSBメモリー RUF3-HSL32G(指
定)

20 11,200 株式会社愛進堂

2 ○ 37087 ＣＤ－Ｒ 箱
６５０ＭＢ以上 ４８倍速以上 プ
リンタブル 個別ケース入 １０枚
以上

マクセル株式会社 データ用CD-R
CDR700S.WP.S1P10S

370 420 株式会社愛進堂
マクセル株式会社 データ用CD-R
CDR700S.WP.S1P10S

60 450 株式会社愛進堂
マクセル株式会社 データ用CD-R
CDR700S.WP.S1P10S

110 450 株式会社愛進堂

3 ○ 37095 ＣＤ－ＲＷ 箱
６５０ＭＢ以上 ４倍速以上 プリ
ンタブル 個別ケース入 １０枚以
上

マクセル株式会社 データ用CD-RW MQシ
リーズ CDRW80PW.S1P10S

120 730 株式会社愛進堂
マクセル株式会社 データ用CD-RW MQシ
リーズ CDRW80PW.S1P10S

30 760 株式会社愛進堂
マクセル株式会社 データ用CD-RW MQシ
リーズ CDRW80PW.S1P10S

40 760 株式会社愛進堂

4 ○ 39144 ＤＶＤ－Ｒ 箱
４ＧＢ以上 ８倍速以上 プリンタ
ブル 個別ケース入 １０枚以上

マクセル株式会社 データ用DVD-R
DR47WPD.S1P10S A

280 530 株式会社愛進堂
マクセル株式会社 データ用DVD-R
DR47WPD.S1P10S A

90 550 株式会社愛進堂
マクセル株式会社 データ用DVD-R
DR47WPD.S1P10S A

160 550 株式会社愛進堂

5 ○ 39152 ＤＶＤ－ＲＷ 箱
４ＧＢ以上 ２倍速以上 個別ケー
ス入 ５枚以上

マクセル株式会社 データ用DVD-RW
DRW47PWB.S1P5S A

170 560 株式会社愛進堂
マクセル株式会社 データ用DVD-RW
DRW47PWB.S1P5S A

40 570 株式会社愛進堂
マクセル株式会社 データ用DVD-RW
DRW47PWB.S1P5S A

60 570 株式会社愛進堂

6 ○ 39158 ブルーレイディスク パック
２５ＧＢ以上 ４倍速対応 個別
ケース入 プリンタブル １０枚以
上

マクセル株式会社 録画用ブルーレイディ
スクBD-R BRV25WPE.10S

60 1,100 株式会社愛進堂
マクセル株式会社 録画用ブルーレイディ
スクBD-R BRV25WPE.10S

40 1,200 株式会社愛進堂
マクセル株式会社 録画用ブルーレイディ
スクBD-R BRV25WPE.10S

110 1,200 株式会社愛進堂

5



令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 C 事務機器
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

1 ○ 70025 スチール⼾棚 台
両開き型 棚板４枚（Ａ４判対応）
※ベースが必要なものはベースを含
む

株式会社ライオン事務器 オフィスユニッ
ト 両開型 SVS-18H-W(ベース付 SVS-
B1)

20 29,800 株式会社愛進堂
株式会社ライオン事務器 オフィスユニッ
ト 両開型 SVS-18H-W(ベース付 SVS-
B1)

10 31,200 株式会社愛進堂
株式会社ライオン事務器 オフィスユニッ
ト 両開型 SVS-18H-W(ベース付 SVS-
B1)

10 32,500 株式会社愛進堂

2 ○ 70050 事務用椅子（ローバック） 台
ローバック 肘付 ソフトキャス
ター付 布張り ⻘

株式会社ライオン事務器 ビジネスチェ
アー No.361F ブルー 75709

140 13,800 株式会社愛進堂
株式会社ライオン事務器 ビジネスチェ
アー No.361F ブルー 75709

10 14,500 株式会社愛進堂
株式会社ライオン事務器 ビジネスチェ
アー No.361F ブルー 75709

50 15,000 株式会社愛進堂

3 ○ 70068 事務用椅子（ハイバック） 台
ハイバック 肘付 ソフトキャス
ター付 布張り ⻘

株式会社ライオン事務器 ビジネスチェ
アー No.366F ブルー 75723

60 15,000 株式会社愛進堂
株式会社ライオン事務器 ビジネスチェ
アー No.366F ブルー 75723

10 15,700 株式会社愛進堂
株式会社ライオン事務器 ビジネスチェ
アー No.366F ブルー 75723

10 16,200 株式会社愛進堂

規 格 （ 数 量 ）
本庁・東部地区 中部地区 ⻄部地区

単位エコ調達 用品コード 用 品 名 称

1



令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 D 用紙類
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

1 ○ 20133 再生紙（ＰＰＣ）用紙 Ａ３ 箱
Ａ３ ⽩⾊度６５％程度〜７０％程
度（１箱＝１，５００枚）

大王製紙株式会社 リサイクルＰＰＣ 1,210 1,800 山野商事株式会社
三菱製紙株式会社 三菱PPC用紙ＲＥ－
Ｎ・ＦＳＣ認証－ＭＸ

290 2,004 株式会社田村紙店 大王製紙株式会社 リサイクルＰＰＣ 730 2,016 山野商事株式会社

2 ○ 20125 再生紙（ＰＰＣ）用紙 Ａ４ 箱
Ａ４ ⽩⾊度６５％程度〜７０％程
度（１箱＝２，５００枚）

大王製紙株式会社 リサイクルＰＰＣ 14,700 1,494 山野商事株式会社
三菱製紙株式会社 三菱PPC用紙ＲＥ－
Ｎ・ＦＳＣ認証－ＭＸ

3,300 1,670 株式会社田村紙店 大王製紙株式会社 リサイクルＰＰＣ 5,550 1,675 山野商事株式会社

3 ○ 20117 再生紙（ＰＰＣ）用紙 Ｂ４ 箱
Ｂ４ ⽩⾊度６５％程度〜７０％程
度（１箱＝２，５００枚）

大王製紙株式会社 リサイクルＰＰＣ 1,120 2,250 山野商事株式会社
三菱製紙株式会社 三菱PPC用紙ＲＥ－
Ｎ・ＦＳＣ認証－ＭＸ

310 2,505 株式会社田村紙店 大王製紙株式会社 リサイクルＰＰＣ 900 2,520 山野商事株式会社

4 ○ 20109 再生紙（ＰＰＣ）用紙 Ｂ５ 箱
Ｂ５ ⽩⾊度６５％程度〜７０％程
度（１箱＝２，５００枚）

大王製紙株式会社 リサイクルＰＰＣ 110 1,130 山野商事株式会社
三菱製紙株式会社 三菱PPC用紙ＲＥ－
Ｎ・ＦＳＣ認証－ＭＸ

30 1,255 株式会社田村紙店 大王製紙株式会社 リサイクルＰＰＣ 80 1,260 山野商事株式会社

1 ○ 20400 再生紙 ホワイト Ａ３ 箱
Ａ３ 古紙配合率７０％以上 ⽩⾊
度８０％程度（１箱＝１，５００
枚）

三菱製紙株式会社 三菱PPC用紙ＲＥ－
W・ＦＳＣ認証－ＭＸ

50 1,992 株式会社田村紙店
三菱製紙株式会社 三菱PPC用紙ＲＥ－
W・ＦＳＣ認証－ＭＸ

10 2,100 株式会社田村紙店
三菱製紙株式会社 三菱PPC用紙ＲＥ－
W・ＦＳＣ認証－ＭＸ

30 2,040 株式会社やまさき

2 ○ 20290 再生紙 ホワイト Ａ４ 箱
Ａ４ 古紙配合率７０％以上 ⽩⾊
度８０％程度（１箱＝２，５００
枚）

三菱製紙株式会社 三菱PPC用紙ＲＥ－
W・ＦＳＣ認証－ＭＸ

420 1,660 株式会社田村紙店
三菱製紙株式会社 三菱PPC用紙ＲＥ－
W・ＦＳＣ認証－ＭＸ

110 1,750 株式会社田村紙店
三菱製紙株式会社 三菱PPC用紙ＲＥ－
W・ＦＳＣ認証－ＭＸ

100 1,700 株式会社やまさき

1 20532 ⾊上質紙 Ａ４ 浅⻩ 包
Ａ４ 中厚⼝ 浅⻩（１包＝５００
枚）

北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

120 710 株式会社田村紙店
北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

50 748 株式会社田村紙店
北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

40 700 株式会社やまさき

2 20540 ⾊上質紙 Ａ４ うぐいす 包
Ａ４ 中厚⼝ うぐいす（１包＝５
００枚）

北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

130 710 株式会社田村紙店
北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

40 748 株式会社田村紙店
北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

40 700 株式会社やまさき

3 20524 ⾊上質紙 Ａ４ クリーム 包
Ａ４ 中厚⼝ クリーム（１包＝５
００枚）

北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

150 710 株式会社田村紙店
北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

60 748 株式会社田村紙店
北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

40 700 株式会社やまさき

4 20516 ⾊上質紙 Ａ４ 桃 包
Ａ４ 中厚⼝ 桃（１包＝５００
枚）

北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

130 710 株式会社田村紙店
北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

70 748 株式会社田村紙店
北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

50 700 株式会社やまさき

5 22357 ⾊上質紙 Ａ４ 空 包
Ａ４ 中厚⼝ 空（１包＝５００
枚）

北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

50 710 株式会社田村紙店
北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

20 748 株式会社田村紙店
北越コーポレーション株式会社 紀州の⾊
上質紙

30 700 株式会社やまさき

6 ○ 22330 上質紙 １１０ Ａ４ 包
Ａ４ 四六判１１０ｋｇ 古紙配合
率７０％以上（１包＝５００枚）

王子製紙株式会社 OKプリンス上質エコグ
リーン

70 1,060 株式会社田村紙店
王子製紙株式会社 OKプリンス上質エコグ
リーン

20 1,150 株式会社田村紙店
王子製紙株式会社 OKプリンス上質エコグ
リーン

20 990 株式会社やまさき

7 ○ 22349 上質紙 １３５ Ａ４ 包
Ａ４ 四六判１３５ｋｇ 古紙配合
率７０％以上（１包＝５００枚）

王子製紙株式会社 OKプリンス上質エコグ
リーン

100 1,300 株式会社田村紙店
王子製紙株式会社 OKプリンス上質エコグ
リーン

20 1,410 株式会社田村紙店
王子製紙株式会社 OKプリンス上質エコグ
リーン

20 1,240 株式会社やまさき

8 ○ 70017 上質紙 ９０ Ａ４ 包
Ａ４ 四六判９０ｋｇ 古紙配合率
７０％以上（１包＝５００枚）

王子製紙株式会社 OKプリンス上質エコグ
リーン

60 865 株式会社田村紙店
王子製紙株式会社 OKプリンス上質エコグ
リーン

10 940 株式会社田村紙店
王子製紙株式会社 OKプリンス上質エコグ
リーン

10 770 株式会社やまさき

1 ○ 60739 更紙 Ａ４ 包
Ａ４ 薄⼝ 古紙配合率７０％以上
（１包＝１，０００枚)

大王製紙株式会社 おうむS 120 500 山野商事株式会社 丸住製紙株式会社 やよい更 220 471 株式会社田村紙店 丸住製紙株式会社 やよい更 10 465 株式会社やまさき

2 ○ 60747 更紙 Ｂ４ 包
Ｂ４ 薄⼝ 古紙配合率７０％以上
（１包＝１，０００枚)

大王製紙株式会社 おうむS 160 750 山野商事株式会社 丸住製紙株式会社 やよい更 150 706 株式会社田村紙店 丸住製紙株式会社 やよい更 10 700 株式会社やまさき

規 格 （ 数 量 ）
本庁・東部地区 中部地区 ⻄部地区

エコ調達 用品コード 用 品 名 称 単位

1

2

3

4



令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 E 紙製品
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

1 60755 ケント紙 包 Ａ４ ２３３ｇ／㎡ １００枚入 富士共和製紙株式会社 Uケント 80 1,150 株式会社田村紙店 富士共和製紙株式会社 Uケント 20 1,100 株式会社田村紙店 富士共和製紙株式会社 Uケント 30 1,180 株式会社やまさき

2 ○ 60585 板目表紙 包 Ａ４ 特厚 １００枚入 京王製紙株式会社 板目表紙 70 800 株式会社田村紙店 京王製紙株式会社 板目表紙 20 825 株式会社田村紙店 京王製紙株式会社 板目表紙 30 880 株式会社やまさき

3 ○ 22179 板目表紙 みの判 包 みの判 特厚 １００枚入 京王製紙株式会社 板目表紙 30 1,200 株式会社田村紙店 京王製紙株式会社 板目表紙 10 1,220 株式会社田村紙店 京王製紙株式会社 板目表紙 10 1,300 株式会社やまさき

4 ○ 73030 マルチカード名刺⽤紙 冊
Ａ４サイズ １０面 １００シート
入

スリーエムジャパン株式会社 エーワン マ
ルチカード 各種プリンタ兼⽤紙 51482

20 2,890 株式会社田村紙店
スリーエムジャパン株式会社 エーワン マ
ルチカード 各種プリンタ兼⽤紙 51482

10 2,790 株式会社田村紙店
スリーエムジャパン株式会社 エーワン マ
ルチカード 各種プリンタ兼⽤紙 51482

30 2,700 株式会社やまさき

1 ○ 31801 付箋紙（透明テープ） 箱
４３ｍｍ×１０ｍｍ程度 ６⾊透明
（１箱＝１０パック、１パック＝２
０枚程度６本）

スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 透明スリム⾒出し 683MH(10パッ
クを1単位とする。)

130 1,840 株式会社岩田兼商店
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 透明スリム⾒出し 683MH(10パッ
クを1単位とする。)

30 1,805 株式会社ケーオウエイ
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 透明スリム⾒出し 683MH(10パッ
クを1単位とする。)

50 1,760 有限会社宇山事務機

2 ○ 31798 付箋紙 混⾊ ５０×１５ 箱
５０ｍｍ×１５ｍｍ程度 ４⾊以上
（１箱＝１０パック、１パック＝１
００枚程度５本）

スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット ⾒出し スタンダードシリーズ
700RP-K(10パックを1単位とする。)

160 1,350 株式会社岩田兼商店
コクヨ株式会社 タックメモ 付箋タイプ
100枚x5本 4⾊ メ-1015N(10パックを1
単位とする。)

60 1,361 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 タックメモ 付箋タイプ
100枚x5本 4⾊ メ-1015N(10パックを1
単位とする。)

80 1,340 有限会社宇山事務機

3 ○ 60593 付箋紙 混⾊ ２５×７ 箱
２５ｍｍ×７ｍｍ程度 ４⾊以上
（１箱＝１０パック、１パック＝１
００枚程度１０本）

スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット スリム⾒出しミニ 715RP-K(10
パックを1単位とする。)

80 1,180 株式会社岩田兼商店
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット スリム⾒出しミニ 715RP-K(10
パックを1単位とする。)

20 1,067 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 タックメモ 付箋タイプ
100枚x10 4⾊ メ-1097N(10パックを1単
位とする。)

30 1,065 有限会社宇山事務機

4 ○ 31763 付箋紙 白赤 ７５×１４ 箱
７５ｍｍ×１４ｍｍ程度 白地赤帯
（１箱＝１０パック、１パック＝１
００枚程度４本）

スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット ふせん小 560RP-W/R(10パックを
1単位とする。)

30 1,345 株式会社岩田兼商店
ニチバン株式会社 ポイントメモ 再生紙シ
リーズ ふせんタイプ F-3WP(10パックを
1単位とする。)

10 1,212 株式会社ケーオウエイ
ニチバン株式会社 ポイントメモ 再生紙シ
リーズ ふせんタイプ F-3WP(10パックを
1単位とする。)

20 1,205 有限会社宇山事務機

5 ○ 31780 付箋紙 白赤 ７５×２５ 箱
７５ｍｍ×２５ｍｍ程度 白地赤帯
（１箱＝１０パック、１パック＝１
００枚程度２本）

スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット ふせん 500RP-WN(10パックを1
単位とする。)

60 1,095 株式会社岩田兼商店
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット ふせん 500RP-WN(10パックを1
単位とする。)

20 990 株式会社ケーオウエイ
ニチバン株式会社 ポイントメモ 再生紙シ
リーズ ふせんタイプ F-2WP(10パックを
1単位とする。)

40 990 有限会社宇山事務機

6 ○ 34045 付箋紙 ⻩ ７４×５２ 箱
７４ｍｍ×５２ｍｍ程度 ⻩⾊（１
箱＝１０パック、１パック＝１００
枚程度１冊）

スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット ノート 656RP-YN(10パックを1単
位とする。)

150 895 株式会社岩田兼商店
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット ノート 656RP-YN(10パックを1単
位とする。)

10 825 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 タックメモ 徳⽤ タテ
100枚x10冊 ⻩ メ-2002N(10パックを1
単位とする。)

60 830 有限会社宇山事務機

7 ○ 31704 付箋紙 ⻩ ５２×１４ 箱
５２ｍｍ×１４ｍｍ程度 ⻩⾊（１
箱＝１０パック、１パック＝１００
枚程度５本）

スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 700RP-YN(10パッ
クを1単位とする。)

50 1,350 株式会社岩田兼商店
ニチバン株式会社 ポイントメモ 再生紙シ
リーズ ふせんタイプ F-4Y(10パックを1
単位とする。)

10 1,387 株式会社ケーオウエイ
ニチバン株式会社 ポイントメモ 再生紙シ
リーズ ふせんタイプ F-4Y(10パックを1
単位とする。)

20 1,375 有限会社宇山事務機

8 ○ 31755 付箋紙 ⻩ ７５×１４ 箱
７５ｍｍ×１４ｍｍ程度 ⻩⾊（１
箱＝１０パック、１パック＝１００
枚程度４本）

スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット ふせん小 560RP-Y(10パックを1単
位とする。)

40 1,275 株式会社岩田兼商店
ニチバン ポイントメモ 再生紙シリーズ ふ
せんタイプ F-3Y(10パックを1単位とす
る。)

10 1,212 株式会社ケーオウエイ
ニチバン ポイントメモ 再生紙シリーズ ふ
せんタイプ F-3Y(10パックを1単位とす
る。)

10 1,205 有限会社宇山事務機

9 ○ 31771
付箋紙 ⻩ ７５×２５ 強
粘着タイプ

箱
７５ｍｍ×２５ｍｍ程度 ⻩⾊（１
箱＝１０パック、１パック＝９０枚
程度２本）

スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 500SS-RPY(10パッ
クを1単位とする。)

510 1,499 株式会社岩田兼商店
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 500SS-RPY(10パッ
クを1単位とする。)

130 1,567 株式会社ケーオウエイ
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 500SS-RPY(10パッ
クを1単位とする。)

250 1,520 有限会社宇山事務機

10 ○ 31747
付箋紙 ⻩ ７５×７５ 強
粘着タイプ

箱
７５ｍｍ×７５ｍｍ程度 ⻩⾊（１
箱＝１０冊、１冊＝９０枚程度）

スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 654SS-RPY(10冊を
1単位とする。)

390 1,499 株式会社岩田兼商店
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 654SS-RPY(10冊を
1単位とする。)

110 1,567 株式会社ケーオウエイ
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 654SS-RPY(10冊を
1単位とする。)

230 1,520 有限会社宇山事務機

11 ○ 61174
付箋紙 桃 ７５×７５ 強
粘着タイプ

箱
７５ｍｍ×７５ｍｍ程度 桃（１箱
＝１０冊、１冊＝９０枚程度）

スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 654SS-RPP(10冊を
1単位とする。)

200 1,499 株式会社岩田兼商店
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 654SS-RPP(10冊を
1単位とする。)

70 1,567 株式会社ケーオウエイ
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 654SS-RPP(10冊を
1単位とする。)

100 1,520 有限会社宇山事務機

12 ○ 61182
付箋紙 ⻘ ７５×７５ 強
粘着タイプ

箱
７５ｍｍ×７５ｍｍ程度 ⻘（１箱
＝１０冊、１冊＝９０枚程度）

スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 654SS-NB(10冊を1
単位とする。)

170 1,499 株式会社岩田兼商店
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 654SS-NB(10冊を1
単位とする。)

50 1,567 株式会社ケーオウエイ
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 654SS-NB(10冊を1
単位とする。)

90 1,520 有限会社宇山事務機

13 ○ 61190
付箋紙 緑 ７５×７５ 強
粘着タイプ

箱
７５ｍｍ×７５ｍｍ程度 緑（１箱
＝１０冊、１冊＝９０枚程度）

スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 654SS-LI(10冊を1
単位とする。)

210 1,499 株式会社岩田兼商店
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 654SS-LI(10冊を1
単位とする。)

60 1,567 株式会社ケーオウエイ
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 654SS-LI(10冊を1
単位とする。)

90 1,520 有限会社宇山事務機

14 ○ 70203
付箋紙 ⻩ ５０×１５ 強
粘着タイプ

箱
５０×１５ｍｍ程度 ⻩⾊（１箱＝
１０パック、１パック＝９０枚程度
５本）

スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 700SS-RPY(10パッ
クを1単位とする。)

130 2,200 株式会社岩田兼商店
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 700SS-RPY(10パッ
クを1単位とする。)

30 2,305 株式会社ケーオウエイ
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット 強粘着ノート 700SS-RPY(10パッ
クを1単位とする。)

60 2,195 有限会社宇山事務機

本庁・東部地区 中部地区 ⻄部地区
単位 規 格 （ 数 量 ）

2

1

エコ調達 ⽤品コード ⽤ 品 名 称



令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 E 紙製品
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

本庁・東部地区 中部地区 ⻄部地区
単位 規 格 （ 数 量 ）エコ調達 ⽤品コード ⽤ 品 名 称

1 ○ 60763
ファクシミリ感熱記録紙 Ａ
４ １００ｍ

本
Ａ４ ２１０ｍｍ×１００ｍ程度
芯内径２５．４ｍｍ

コクヨ株式会社 ファクシミリ感熱記録紙
(超⾼感度) FAX-T210BN

50 852 株式会社パレット
コクヨ株式会社 ファクシミリ感熱記録紙
(超⾼感度) FAX-T210BN

30 877 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 ファクシミリ感熱記録紙
(超⾼感度) FAX-T210BN

10 877 株式会社ケーオウエイ

2 ○ 61166
ファクシミリ感熱記録紙 Ｂ
４ １００ｍ

本
Ｂ４ ２５７ｍｍ×１００ｍ程度
芯内径２５．４ｍｍ

コクヨ株式会社 ファクシミリ感熱記録紙
(超⾼感度) FAX-T257BN

30 912 株式会社パレット
コクヨ株式会社 ファクシミリ感熱記録紙
(超⾼感度) FAX-T257BN

10 939 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 ファクシミリ感熱記録紙
(超⾼感度) FAX-T257BN

40 939 株式会社ケーオウエイ

3 ○ 61565 製本テープ ⿊ 巻 ３５ｍｍ×１０ｍ程度 ⿊
ニチバン株式会社 製本テープ〈再生紙〉
BK-356

140 350 株式会社パレット
ニチバン株式会社 製本テープ〈再生紙〉
BK-356

20 326 株式会社ケーオウエイ
ニチバン株式会社 製本テープ〈再生紙〉
BK-356

40 326 株式会社ケーオウエイ

4 ○ 33944 野帳 耐水性 冊 耐水性
コクヨ株式会社 測量野帳レベル合成紙24
枚 セ-Y11

100 230 株式会社パレット
コクヨ株式会社 測量野帳レベル合成紙24
枚 セ-Y11

60 243 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 測量野帳レベル合成紙24
枚 セ-Y11

80 243 株式会社ケーオウエイ

5 〇 61573 野帳 再生紙 冊 再生紙 耐水性でないもの
コクヨ株式会社 測量野帳(レベルブック)
セ-Y21N

60 105 株式会社パレット
コクヨ株式会社 測量野帳(レベルブック)
セ-Y21N

30 117 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 測量野帳(レベルブック)
セ-Y21N

20 117 株式会社ケーオウエイ

6 ○ 39098 大学ノート Ａ４ 冊 Ａ４
コクヨ株式会社 再生紙キャンパスノート1
号(A4)普通横罫40枚 ノ-E201AN

630 135 株式会社パレット
コクヨ株式会社 再生紙キャンパスノート1
号(A4)普通横罫40枚 ノ-E201AN

220 189 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 再生紙キャンパスノート1
号(A4)普通横罫40枚 ノ-E201AN

660 187 株式会社ケーオウエイ

7 ○ 70319 大学ノート Ｂ５ 冊 セミＢ５
コクヨ株式会社 再生紙キャンパスノート6
号(セミB5)普通横罫30枚 ノ-E3AN

420 55 株式会社パレット
コクヨ株式会社 再生紙キャンパスノート6
号(セミB5)普通横罫30枚 ノ-E3AN

80 58 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 再生紙キャンパスノート6
号(セミB5)普通横罫30枚 ノ-E3AN

200 58 株式会社ケーオウエイ

1 ○ 36625
ＰＰＣ⽤ラベルシート カッ
ト

袋
紙ラベル Ａ４ ２０面カット １
０枚入

コクヨ株式会社 PPC⽤紙ラベル(共⽤タイ
プ)A4 20面10枚 KB-A591

2,140 308 株式会社⾐笠商会
コクヨ株式会社 PPC⽤紙ラベル(共⽤タイ
プ)A4 20面10枚 KB-A591

220 317 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 PPC⽤紙ラベル(共⽤タイ
プ)A4 20面10枚 KB-A591

320 312 有限会社宇山事務機

2 ○ 36757
ＰＰＣ⽤ラベルシート ノー
カット

袋
紙ラベル Ａ４ ノーカット １０
枚入

コクヨ株式会社 PPC⽤紙ラベル(共⽤タイ
プ)A4 ノーカット10枚 KB-A590

570 308 株式会社⾐笠商会
コクヨ株式会社 PPC⽤紙ラベル(共⽤タイ
プ)A4 ノーカット10枚 KB-A590

120 317 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 PPC⽤紙ラベル(共⽤タイ
プ)A4 ノーカット10枚 KB-A590

130 312 有限会社宇山事務機

3 ○ 60798
レーザープリンタ⽤ラベル
シート

袋
紙ラベル Ａ４ ２４面カット ２
０枚入

コクヨ株式会社 プリンタを選ばない はか
どりラベル A4 24面 20枚 KPC-E124-20

70 504 株式会社⾐笠商会
コクヨ株式会社 プリンタを選ばない はか
どりラベル A4 24面 20枚 KPC-E124-20

20 485 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 プリンタを選ばない はか
どりラベル A4 24面 20枚 KPC-E124-20

70 475 有限会社宇山事務機

4 ○ 60607 ワープロ⽤ラベルシート 袋
紙ラベル Ａ４ １２面カット ２
０枚入

コクヨ株式会社 ワープロ⽤紙ラベル 富士
通⽤ A4 12面 20枚 タイ-2161-W

50 604 株式会社⾐笠商会
コクヨ株式会社 ワープロ⽤紙ラベル 富士
通⽤ A4 12面 20枚 タイ-2161-W

10 593 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 ワープロ⽤紙ラベル 富士
通⽤ A4 12面 20枚 タイ-2161-W

20 580 有限会社宇山事務機

1 ○ 34258 封筒角０ マチ付 包 Ｂ４⽤ マチ幅３５ｍｍ １０枚入
プラス株式会社 ジョインテックス 保存袋
〈古紙配合〉角0 P603J-K0-50(10枚1単
位)

270 550 株式会社岩田兼商店 オキナ株式会社 エコフラップ角0 HEF30 30 890 株式会社ヨシダ オキナ株式会社 エコフラップ角0 HEF30 40 810 株式会社ケーオウエイ

2 ○ 34274 封筒角２ マチ付 包 Ａ４⽤ マチ幅３０ｍｍ １０枚入 オキナ株式会社 エコフラップ角2 HEF32 720 650 株式会社岩田兼商店 オキナ株式会社 エコフラップ角2 HEF32 40 680 株式会社ヨシダ オキナ株式会社 エコフラップ角2 HEF32 90 625 株式会社ケーオウエイ

5

3

4



令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 F 文具１（文具一般）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

1 61743 紙めくり（指サック） Ｓ 袋
リング型 Ｓサイズ ２０個程度入
り

コクヨ株式会社 リング型紙めくり<メクリ
ン>シリコンゴムSサイズ メク-520TB

40 290 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 リング型紙めくり<メクリ
ン>シリコンゴムSサイズ メク-520TB

10 378 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 リング型紙めくり<メクリ
ン>シリコンゴムSサイズ メク-520TB

10 378 株式会社愛進堂

2 61751 紙めくり（指サック） Ｍ 袋
リング型 Ｍサイズ ２０個程度入
り

コクヨ株式会社 リング型紙めくり<メクリ
ン>シリコンゴムMサイズ メク-521TB

90 290 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 リング型紙めくり<メクリ
ン>シリコンゴムMサイズ メク-521TB

30 378 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 リング型紙めくり<メクリ
ン>シリコンゴムMサイズ メク-521TB

30 378 株式会社愛進堂

3 61760 紙めくり（指サック） Ｌ 袋
リング型 Ｌサイズ ２０個程度入
り

コクヨ株式会社 リング型紙めくり<メクリ
ン>シリコンゴムLサイズ メク-522TB

70 290 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 リング型紙めくり<メクリ
ン>シリコンゴムLサイズ メク-522TB

20 378 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 リング型紙めくり<メクリ
ン>シリコンゴムLサイズ メク-522TB

30 378 株式会社愛進堂

4 ○ 34371 輪ゴム 箱 ＃１６ １００ｇ入
株式会社クラウングループ ハイバンド 輪
ゴム 箱入100g(正味重量) CR-BD16N-AM

100 98 株式会社加藤紙店
株式会社クラウングループ ハイバンド 輪
ゴム 箱入100g(正味重量) CR-BD16N-AM

40 105 株式会社愛進堂
株式会社クラウングループ ハイバンド 輪
ゴム 箱入100g(正味重量) CR-BD16N-AM

60 105 株式会社愛進堂

5 ○ 33723 スタンプ台 ⿊ 個 ６５×１０５ｍｍ程度 ⿊
コクヨ株式会社 スタンプ台 顔料タイプ⼤
形 ⿊ IP-613D

50 524 株式会社加藤紙店
シヤチハタ株式会社 シヤチハタ スタンプ
台 HGN-3-K

10 540 株式会社愛進堂
シヤチハタ株式会社 シヤチハタ スタンプ
台 HGN-3-K

30 540 株式会社愛進堂

6 ○ 33715 スタンプ台 赤 個 ６５×１０５ｍｍ程度 赤
コクヨ株式会社 スタンプ台 顔料タイプ⼤
形 赤 IP-613R

30 524 株式会社加藤紙店
シヤチハタ株式会社 シヤチハタ スタンプ
台 HGN-3-R

10 540 株式会社愛進堂
シヤチハタ株式会社 シヤチハタ スタンプ
台 HGN-3-R

40 540 株式会社愛進堂

7 33685 スタンプ台補充インク ⿊ 個 ５０ｃｃ程度 ⿊
コクヨ株式会社 スタンプ台専用インキ 顔
料タイプ 30ml ⿊ IP-690D

20 255 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 スタンプ台専用インキ 顔
料タイプ 30ml ⿊ IP-690D

10 315 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 スタンプ台専用インキ 顔
料タイプ 30ml ⿊ IP-690D

10 315 株式会社愛進堂

8 33693 スタンプ台補充インク 赤 個 ５０ｃｃ程度 赤
コクヨ株式会社 スタンプ台専用インキ 顔
料タイプ 30ml 赤 IP-690R

20 255 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 スタンプ台専用インキ 顔
料タイプ 30ml 赤 IP-690R

10 315 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 スタンプ台専用インキ 顔
料タイプ 30ml 赤 IP-690R

20 315 株式会社愛進堂

9 ○ 33642 朱肉 個 盤面φ５２ｍｍ速乾 再生材 三菱鉛筆株式会社 朱肉 HSN-S50K(指定) 70 428 株式会社加藤紙店 三菱鉛筆株式会社 朱肉 HSN-S50K(指定) 20 450 株式会社愛進堂 三菱鉛筆株式会社 朱肉 HSN-S50K(指定) 40 450 株式会社愛進堂

10 33677 朱肉補充液 本 ２０ｃｃ 三菱鉛筆株式会社 朱液 HSE-S20(指定) 30 253 株式会社加藤紙店 三菱鉛筆株式会社 朱液 HSE-S20(指定) 10 265 株式会社愛進堂 三菱鉛筆株式会社 朱液 HSE-S20(指定) 30 265 株式会社愛進堂

11 61638 印鑑ホルダー 個 １０〜１２ｍｍ程度の丸印に対応
三菱鉛筆株式会社 印鑑ホルダー はん蔵 ⽩
HLD2.1(指定) ⼜は 三菱鉛筆株式会社 印
鑑ホルダー はん蔵 ⿊ HLD2.24(指定)

110 315 株式会社加藤紙店
三菱鉛筆株式会社 印鑑ホルダー はん蔵 ⽩
HLD2.1(指定) ⼜は 三菱鉛筆株式会社 印
鑑ホルダー はん蔵 ⿊ HLD2.24(指定)

60 330 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 印鑑ホルダー はん蔵 ⽩
HLD2.1(指定) ⼜は 三菱鉛筆株式会社 印
鑑ホルダー はん蔵 ⿊ HLD2.24(指定)

110 330 株式会社愛進堂

12 61646
印鑑ホルダー用補充カート
リッジ

個 替
三菱鉛筆株式会社 印鑑ホルダー はん蔵
カートリッジ  HLS2(指定)

150 158 株式会社加藤紙店
三菱鉛筆株式会社 印鑑ホルダー はん蔵
カートリッジ  HLS2(指定)

60 166 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 印鑑ホルダー はん蔵
カートリッジ  HLS2(指定)

180 166 株式会社愛進堂

1 ○ 72117 エアダスター 個 エコタイプ３５０ｍｌ以上
エレコム株式会社 ダストブロワー
ECO(エアダスター) AD-ECOM

140 290 株式会社愛進堂
エレコム株式会社 ダストブロワー
ECO(エアダスター) AD-ECOM

50 290 株式会社愛進堂
エレコム株式会社 ダストブロワー
ECO(エアダスター) AD-ECOM

50 290 株式会社愛進堂

2 ○ 36420 ＯＡクリーナー 液晶画面用 個 １００枚入以上
コクヨ株式会社 OAクリーナー(液晶画面
用ボトルタイプ) EAS-CL-L16

140 1,030 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 OAクリーナー(液晶画面
用ボトルタイプ) EAS-CL-L16

30 1,030 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 OAクリーナー(液晶画面
用ボトルタイプ) EAS-CL-L16

80 1,030 株式会社愛進堂

3 ○ 36404
ＯＡクリーナー 液晶画面用
詰替

個 １００枚入以上
コクヨ株式会社 OAクリーナー(液晶画面
用詰め替え用) EAS-CL-RL16

690 810 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 OAクリーナー(液晶画面
用詰め替え用) EAS-CL-RL16

130 810 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 OAクリーナー(液晶画面
用詰め替え用) EAS-CL-RL16

270 810 株式会社愛進堂

中部地区 ⻄部地区
規 格 （ 数 量 ）用 品 名 称 単位

本庁・東部地区
エコ調達 用品コード

1

2



令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 F 文具１（文具一般）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

中部地区 ⻄部地区
規 格 （ 数 量 ）用 品 名 称 単位

本庁・東部地区
エコ調達 用品コード

1 ○ 35971 古紙結束用紙ひも 巻 再生紙使用 １２号１００ｍ巻
株式会社マルアイ 紙ひも 再生紙使用 カヒ
-10

1,140 125 株式会社愛進堂
株式会社マルアイ 紙ひも 再生紙使用 カヒ
-10

290 150 株式会社愛進堂
株式会社マルアイ 紙ひも 再生紙使用 カヒ
-10

640 155 株式会社愛進堂

2 ○ 36218 綴ひも ４５ｃｍ 袋 ⿊綿 セル先４５ｃｍ １００本入
株式会社ライオン事務器 つづりひも
No.185P 27337

150 237 株式会社愛進堂
株式会社ライオン事務器 つづりひも
No.185P 27337

20 270 株式会社愛進堂
株式会社ライオン事務器 つづりひも
No.185P 27337

50 275 株式会社愛進堂

3 ○ 61778 吊り下げ名札 パック
カード寸法 ５５×９０ｍｍ以上
安全装置 ⻑さ調節機能 １０個入
り

オープン工業株式会社 吊り下げ名札 ク
リップ式 ソフトヨコ特⼤ ⻘ 10枚入 NL-
21BU

60 968 株式会社愛進堂
オープン工業株式会社 吊り下げ名札 ク
リップ式 ソフトヨコ特⼤ ⻘ 10枚入 NL-
21BU

30 1,050 株式会社愛進堂
オープン工業株式会社 吊り下げ名札 ク
リップ式 ソフトヨコ特⼤ ⻘ 10枚入 NL-
21BU

30 1,100 株式会社愛進堂

4 ○ 70726 綴ひも ７０ｃｍ 袋 セル先７０ｃｍ ２０本入
株式会社ライオン事務器 つづりひも
No.275 27314

150 196 株式会社愛進堂
株式会社ライオン事務器 つづりひも
No.275 27314

30 200 株式会社愛進堂
株式会社ライオン事務器 つづりひも
No.275 27314

70 210 株式会社愛進堂

5 ○ 36110 荷造りひも ＰＰロープ 巻
ＰＰロープ ８０ｍ 幅０．４〜
０．８ｍｍ程度

松浦産業株式会社 シャインロープ ⽩
80m 65×3S

80 241 株式会社愛進堂
松浦産業株式会社 シャインロープ ⽩
80m 65×3S

40 310 株式会社愛進堂
松浦産業株式会社 シャインロープ ⽩
80m 65×3S

70 310 株式会社愛進堂

1 36790 テプラカートリッジ ９ｍｍ 個 ９ｍｍ（⽩・⿊字）
株式会社キングジム PROテープカート
リッジ ⽩ラベル SS9K(指定)

120 579 株式会社愛進堂
株式会社キングジム PROテープカート
リッジ ⽩ラベル SS9K(指定)

60 580 株式会社ヨシダ
株式会社キングジム PROテープカート
リッジ ⽩ラベル SS9K(指定)

80 575 有限会社宇山事務機

2 36803
テプラカートリッジ １２ｍ
ｍ

個 １２ｍｍ（⽩・⿊字）
株式会社キングジム PROテープカート
リッジ ⽩ラベル SS12KL(指定)

190 909 株式会社愛進堂
株式会社キングジム PROテープカート
リッジ ⽩ラベル SS12KL(指定)

100 900 株式会社ヨシダ
株式会社キングジム PROテープカート
リッジ ⽩ラベル SS12KL(指定)

140 910 有限会社宇山事務機

3 36846
テプラカートリッジ １８ｍ
ｍ

個 １８ｍｍ（⽩・⿊字）
株式会社キングジム PROテープカート
リッジ ⽩ラベル SS18KL(指定)

80 1,239 株式会社愛進堂
株式会社キングジム PROテープカート
リッジ ⽩ラベル SS18KL(指定)

30 1,220 株式会社ヨシダ
株式会社キングジム PROテープカート
リッジ ⽩ラベル SS18KL(指定)

70 1,230 有限会社宇山事務機

4 60020
テプラカートリッジ ２４ｍ
ｍ

個 ２４ｍｍ（⽩・⿊字）
株式会社キングジム PROテープカート
リッジ ⽩ラベル SS24KL(指定)

80 1,239 株式会社愛進堂
株式会社キングジム PROテープカート
リッジ ⽩ラベル SS24KL(指定)

40 1,220 株式会社ヨシダ
株式会社キングジム PROテープカート
リッジ ⽩ラベル SS24KL(指定)

60 1,230 有限会社宇山事務機

1 ○ 60038 デスクトレー 個 Ａ４ ボックス型 株式会社キングジム  4008BF⻘ 50 291 株式会社愛進堂 株式会社キングジム  4008BF⻘ 30 295 株式会社愛進堂 株式会社キングジム  4008BF⻘ 40 310 株式会社ケーオウエイ

2 ○ 60828 マグネットシート 包 Ａ４ プリンタブル ２枚入
コクヨ株式会社 インクジェットプリンタ
用紙マグネットシート(マット紙) KJ-
MS51N(指定)

60 337 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 インクジェットプリンタ
用紙マグネットシート(マット紙) KJ-
MS51N(指定)

40 340 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 インクジェットプリンタ
用紙マグネットシート(マット紙) KJ-
MS51N(指定)

50 299 株式会社ケーオウエイ

3 ○ 60836 のり付きパネル 枚
３×６（９００×１８００ｍｍ）程
度 厚さ５ｍｍ

有限会社アルアート加工 アルテ のりパネ
のり付パネルの片面粘着 BP-5NP-3×6

130 1,730 株式会社愛進堂
有限会社アルアート加工 アルテ のりパネ
のり付パネルの片面粘着 BP-5NP-3×6

10 1,790 株式会社愛進堂
株式会社マンモス本社 のりパネ 5mm厚
MBP-5NP-3×6

10 1,794 株式会社ケーオウエイ

4 ○ 60062 手提げ袋 枚
紙袋 Ｔ４５０×Ｗ３５０×Ｄ１０
０程度 ビニールカバー付 取手付

菅公工業株式会社 ポッシュバッグ ⼤ ス
741

150 440 株式会社愛進堂
菅公工業株式会社 ポッシュバッグ ⼤ ス
741

30 445 株式会社愛進堂
菅公工業株式会社 ポッシュバッグ ⼤ ス
741

50 466 株式会社ケーオウエイ

3

4
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令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 F 文具１（文具一般）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

中部地区 ⻄部地区
規 格 （ 数 量 ）用 品 名 称 単位

本庁・東部地区
エコ調達 用品コード

1 70750 ラミネートフィルム 名刺判 箱 １００枚入 ６０×９５ｍｍ程度
株式会社クラウングループ パウチフィル
ム 100枚入 CR-LP61-T

30 95 株式会社岩田兼商店
株式会社クラウングループ パウチフィル
ム 100枚入 CR-LP61-T

20 110 株式会社愛進堂
株式会社クラウングループ パウチフィル
ム 100枚入 CR-LP61-T

20 110 株式会社愛進堂

2 70769 ラミネートフィルム Ａ４判 箱
１００枚入 ２１６×３０３ｍｍ程
度

株式会社クラウングループ パウチフィル
ム 100枚入 CR-LPA4-T

150 555 株式会社岩田兼商店
株式会社クラウングループ パウチフィル
ム 100枚入 CR-LPA4-T

100 620 株式会社愛進堂
株式会社クラウングループ パウチフィル
ム 100枚入 CR-LPA4-T

110 620 株式会社愛進堂

3 70777 ラミネートフィルム Ａ３判 箱
１００枚入 ３０３×４２６ｍｍ程
度

株式会社クラウングループ パウチフィル
ム 100枚入 CR-LPA3-T

70 1,065 株式会社岩田兼商店
株式会社クラウングループ パウチフィル
ム 100枚入 CR-LPA3-T

30 1,150 株式会社愛進堂
株式会社クラウングループ パウチフィル
ム 100枚入 CR-LPA3-T

60 1,150 株式会社愛進堂

1 ○ 36722 丸筒 本 ３６ｃｍ ワニ柄
銀鳥産業株式会社 丸筒・ワニ皮(巻込) φ5
×36cm M5-M36

980 80 株式会社岩田兼商店 株式会社クラウングループ 丸筒 CR-MT36 20 100 株式会社愛進堂 株式会社クラウングループ 丸筒 CR-MT36 10 100 株式会社愛進堂

2 ○ 36749 額ぶち 枚
Ａ３（⼤賞）⾦ラック 箱入り 包
装付

株式会社⼤仙 ⾦ラック-R A3(⼤) 箱入
J335-C3400

720 648 株式会社岩田兼商店
株式会社⼤仙 ⾦ラック-R A3(⼤) 箱入
J335-C3400

20 910 株式会社愛進堂
株式会社⼤仙 ⾦ラック-R A3(⼤) 箱入
J335-C3400

50 920 株式会社愛進堂

1 ○ 33340 ホッチキス フラット 個 １０号針用 フラットクリンチ
株式会社ライオン事務器 ステープラ FS-
30Nブルー 20414

170 306 株式会社愛進堂
株式会社ライオン事務器 ステープラ FS-
30Nブルー 20414

40 315 株式会社愛進堂
株式会社ライオン事務器 ステープラ FS-
30Nブルー 20414

100 315 株式会社愛進堂

2 33421 ホッチキス針 箱
１０号針（１箱＝１，０００本 連
５０本）

株式会社ソニック ステープル針 20箱入
GP-736(1箱1単位とする。)

1,950 19 株式会社愛進堂
株式会社ソニック ステープル針 20箱入
GP-736(1箱1単位とする。)

670 21 株式会社愛進堂
株式会社ソニック ステープル針 20箱入
GP-736(1箱1単位とする。)

1,120 21 株式会社愛進堂

3 33430 ホッチキス針 ⼤ 箱
１０号針（１箱＝５，０００本 連
１００本）

マックス株式会社 ホッチキス針 No.10-
5M

150 169 株式会社愛進堂
マックス株式会社 ホッチキス針 No.10-
5M

30 170 株式会社愛進堂
マックス株式会社 ホッチキス針 No.10-
5M

40 170 株式会社愛進堂

1 33006 マグネットクリップ 箱 中 １０個入
株式会社ライオン事務器 マグネットク
リップ CS-1 87320

40 1,180 株式会社愛進堂
株式会社ライオン事務器 マグネットク
リップ CS-1 87320

10 1,500 株式会社愛進堂
株式会社ライオン事務器 マグネットク
リップ CS-1 87320

20 1,500 株式会社愛進堂

2 32964 バインダークリップ 豆 箱
豆 ⼝幅１３ｍｍ程度 紙厚３ｍｍ
程度 １０個入

クツワ株式会社 ダブルクリップ 豆
KUWC5

2,290 22 株式会社愛進堂
クツワ株式会社 ダブルクリップ 豆
KUWC5

390 32 株式会社愛進堂
クツワ株式会社 ダブルクリップ 豆
KUWC5

790 32 株式会社愛進堂

3 32956 バインダークリップ 小 箱
小 ⼝幅１９ｍｍ程度 紙厚６ｍｍ
程度 １０個入

クツワ株式会社 ダブルクリップ 小
KUWC3

960 23 株式会社愛進堂
クツワ株式会社 ダブルクリップ 小
KUWC3

260 38 株式会社愛進堂
クツワ株式会社 ダブルクリップ 小
KUWC3

490 38 株式会社愛進堂

4 32948 バインダークリップ 中 箱
中 ⼝幅２５ｍｍ程度 紙厚８ｍｍ
程度 １０個入

クツワ株式会社 ダブルクリップ 中
KUWC2

360 35 株式会社愛進堂
クツワ株式会社 ダブルクリップ 中
KUWC2

150 45 株式会社愛進堂
クツワ株式会社 ダブルクリップ 中
KUWC2

350 45 株式会社愛進堂

5 32930 バインダークリップ ⼤ 箱
⼤ ⼝幅３２ｍｍ程度 紙厚１０ｍ
ｍ程度 １０個入

クツワ株式会社 ダブルクリップ ⼤
KUWC1

190 49 株式会社愛進堂
クツワ株式会社 ダブルクリップ ⼤
KUWC1

70 65 株式会社愛進堂
クツワ株式会社 ダブルクリップ ⼤
KUWC1

200 65 株式会社愛進堂

6 70785 バインダークリップ 特⼤ 箱
特⼤ ⼝幅４１ｍｍ程度 紙厚１２
ｍｍ程度 １０個入

クツワ株式会社 ダブルクリップ 特⼤
KUWC0

50 88 株式会社愛進堂
クツワ株式会社 ダブルクリップ 特⼤
KUWC0

20 110 株式会社愛進堂
クツワ株式会社 ダブルクリップ 特⼤
KUWC0

70 110 株式会社愛進堂

7 70807 ゼムクリップ ⼤ 箱 ⼤ ５００本入
株式会社クラウングループ ゼムクリップ
紙箱入  CR-GM15-SL

50 143 株式会社愛進堂
株式会社クラウングループ ゼムクリップ
紙箱入  CR-GM15-SL

20 150 株式会社愛進堂
株式会社クラウングループ ゼムクリップ
紙箱入  CR-GM15-SL

30 150 株式会社愛進堂

7

8

6
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令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 F 文具１（文具一般）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

中部地区 ⻄部地区
規 格 （ 数 量 ）用 品 名 称 単位

本庁・東部地区
エコ調達 用品コード

1 60070 プラスチック画鋲 箱 だるまタイプ（１箱＝１５本以上）
株式会社クラウングループ 画鋲 ダルマ画
鋲 CR-GB108-W

110 73 株式会社愛進堂
株式会社クラウングループ 画鋲 ダルマ画
鋲 CR-GB108-W

30 75 株式会社愛進堂
株式会社クラウングループ 画鋲 ダルマ画
鋲 CR-GB108-W

120 75 株式会社愛進堂

2 ○ 32620 はさみ 丁 １７ｃｍ 分別廃棄可能
株式会社クラウングループ セパレ・ECO6
CR-HS3160-G

210 142 株式会社愛進堂
株式会社クラウングループ セパレ・ECO6
CR-HS3160-G

60 145 株式会社愛進堂
株式会社クラウングループ セパレ・ECO6
CR-HS3160-G

130 145 株式会社愛進堂

3 〇 32417 カッターナイフ 本
小 ねじどめなし ストッパー付
（標準型）

オルファ株式会社 エコカッターＳ型 ブ
ルー 188BSB

170 109 株式会社愛進堂
オルファ株式会社 エコカッターＳ型 ブ
ルー 188BSB

50 115 株式会社愛進堂
オルファ株式会社 エコカッターＳ型 ブ
ルー 188BSB

140 113 株式会社愛進堂

1 ○ 32018 のり ⼝紅式 ⼤ 本 ⼝紅式 ⼤ ４０ｇ程度
株式会社トンボ鉛筆 ピットハイパワーG
PT-GP

60 106 株式会社岩田兼商店
株式会社トンボ鉛筆 ピットハイパワーG
PT-GP

20 117 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 ピットハイパワーG
PT-GP

20 108 株式会社ケーオウエイ

2 ○ 32026 のり ⼝紅式 中（ヤマト） 本 ⼝紅式 中 ２０ｇ程度 詰替式
ヤマト株式会社 リプレⅡ・ナチュラル
RSN2-25(指定)

1,060 117 株式会社岩田兼商店
ヤマト株式会社 リプレⅡ・ナチュラル
RSN2-25(指定)

60 127 株式会社ケーオウエイ
ヤマト株式会社 リプレⅡ・ナチュラル
RSN2-25(指定)

100 118 株式会社ケーオウエイ

3 ○ 32027 のり ⼝紅式 中（トンボ） 本 ⼝紅式 中 ２０ｇ程度 詰替式
株式会社トンボ鉛筆 つめ替えタイプ消え
いろピット 本体 PT-NCR(指定)

90 103 株式会社岩田兼商店
株式会社トンボ鉛筆 つめ替えタイプ消え
いろピット 本体 PT-NCR(指定)

370 123 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 つめ替えタイプ消え
いろピット 本体 PT-NCR(指定)

690 113 株式会社ケーオウエイ

4 ○ 32028
のり ⼝紅式 中（プリッ
ト）

本 ⼝紅式 中 ２０ｇ程度 詰替式
プラス株式会社 プリット つめかえタイプ
ミディアム本体 NS-742(指定)

220 120 株式会社岩田兼商店
プラス株式会社 プリット つめかえタイプ
ミディアム本体 NS-742(指定)

90 125 株式会社ケーオウエイ
プラス株式会社 プリット つめかえタイプ
ミディアム本体 NS-742(指定)

140 115 株式会社ケーオウエイ

5 ○ 39080
のり ⼝紅式 中 替（ヤマ
ト）

本 ⼝紅式 中 詰替式 替
ヤマト株式会社 リプレⅡ・ナチュラル つ
めかえ用スペア・カートリッジ RSN2-
25R(指定)

1,620 93 株式会社岩田兼商店
ヤマト株式会社 リプレⅡ・ナチュラル つ
めかえ用スペア・カートリッジ RSN2-
25R(指定)

60 102 株式会社ケーオウエイ
ヤマト株式会社 リプレⅡ・ナチュラル つ
めかえ用スペア・カートリッジ RSN2-
25R(指定)

100 94 株式会社ケーオウエイ

6 ○ 39081
のり ⼝紅式 中 替（トン
ボ）

本 ⼝紅式 中 詰替式 替
株式会社トンボ鉛筆 つめ替えタイプ消え
いろピット つめ替え用のり PR-NCR(指
定)

80 73 株式会社岩田兼商店
株式会社トンボ鉛筆 つめ替えタイプ消え
いろピット つめ替え用のり PR-NCR(指
定)

470 82 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 つめ替えタイプ消え
いろピット つめ替え用のり PR-NCR(指
定)

780 75 株式会社ケーオウエイ

7 ○ 39082
のり ⼝紅式 中 替（プ
リット）

本 ⼝紅式 中 詰替式 替
プラス株式会社 プリット つめかえタイプ
ミディアムリフィル NS-742R(指定)

360 83 株式会社岩田兼商店
プラス株式会社 プリット つめかえタイプ
ミディアムリフィル NS-742R(指定)

130 87 株式会社ケーオウエイ
プラス株式会社 プリット つめかえタイプ
ミディアムリフィル NS-742R(指定)

160 80 株式会社ケーオウエイ

1 ○ 61794 テープのり ８．４ｍｍ 個 ８．４ｍｍ はる
株式会社トンボ鉛筆 ピットテープM 本体
PN-MS8.4(指定)

210 169 株式会社加藤紙店
株式会社トンボ鉛筆 ピットテープM 本体
PN-MS8.4(指定)

50 191 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 ピットテープM 本体
PN-MS8.4(指定)

140 173 株式会社ケーオウエイ

2 ○ 60089 テープのり ８．４ｍｍ 替 個 ８．４ｍｍ はる 替
株式会社トンボ鉛筆 ピットテープM つめ
替え用カートリッジ PR-MS8.4(指定)

800 119 株式会社加藤紙店
株式会社トンボ鉛筆 ピットテープM つめ
替え用カートリッジ PR-MS8.4(指定)

320 135 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 ピットテープM つめ
替え用カートリッジ PR-MS8.4(指定)

450 121 株式会社ケーオウエイ

3 ○ 32069 テープのり １２ｍｍ 個 １２ｍｍ はる
株式会社トンボ鉛筆 ピットテープM 本体
PN-MS12(指定)

120 169 株式会社加藤紙店
株式会社トンボ鉛筆 ピットテープM 本体
PN-MS12(指定)

30 191 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 ピットテープM 本体
PN-MS12(指定)

80 173 株式会社ケーオウエイ

4 ○ 32077 テープのり １２ｍｍ 替 個 １２ｍｍ はる 替
株式会社トンボ鉛筆 ピットテープM つめ
替え用カートリッジ PR-MS12(指定)

610 119 株式会社加藤紙店
株式会社トンボ鉛筆 ピットテープM つめ
替え用カートリッジ PR-MS12(指定)

140 135 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 ピットテープM つめ
替え用カートリッジ PR-MS12(指定)

230 121 株式会社ケーオウエイ

10

11

12



令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 F 文具１（文具一般）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

中部地区 ⻄部地区
規 格 （ 数 量 ）用 品 名 称 単位

本庁・東部地区
エコ調達 用品コード

1 ○ 60887 ドット式テープのり 個 ８．４ｍｍ はる ドット式
コクヨ株式会社 テープのり<ドットライ
ナー>つめ替えタイプ 強粘着 タ-DM400-
08(指定)

240 180 有限会社松本事務機
コクヨ株式会社 テープのり<ドットライ
ナー>つめ替えタイプ 強粘着 タ-DM400-
08(指定)

20 205 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 テープのり<ドットライ
ナー>つめ替えタイプ 強粘着 タ-DM400-
08(指定)

100 178 有限会社宇山事務機

2 ○ 60895 ドット式テープのり 替 個 ８．４ｍｍ はる ドット式 替
コクヨ株式会社 テープのり<ドットライ
ナー>詰替え用テープ強粘着 タ-D400-
08(指定)

880 131 有限会社松本事務機
コクヨ株式会社 テープのり<ドットライ
ナー>詰替え用テープ強粘着 タ-D400-
08(指定)

170 152 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 テープのり<ドットライ
ナー>詰替え用テープ強粘着 タ-D400-
08(指定)

290 133 有限会社宇山事務機

1 ○ 32042 のり 液体式 本 液体式 ５０ｃｃ
ヤマト株式会社 エコミュ アラビック スタ
ンダード E-NA-150

100 86 株式会社愛進堂
ヤマト株式会社 エコミュ アラビック スタ
ンダード E-NA-150

50 88 株式会社愛進堂
ヤマト株式会社 エコミュ アラビック スタ
ンダード E-NA-150

160 85 株式会社ケーオウエイ

2 ○ 32140 のり 液体式 補充用 本 液体式 ４００ｃｃ
ヤマト株式会社 エコミュ アラビック 補充
用 E-NA-960

30 541 株式会社愛進堂
ヤマト株式会社 エコミュ アラビック 補充
用 E-NA-960

10 545 株式会社愛進堂
ヤマト株式会社 エコミュ アラビック 補充
用 E-NA-960

30 513 株式会社ケーオウエイ

3 32093 瞬間接着剤 本 内容量２ｇ程度
コニシ株式会社 アロンアルフア 一般用
2gスリム #31204

170 217 株式会社愛進堂
コニシ株式会社 アロンアルフア 一般用
2gスリム #31204

40 225 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 アロンアルフア 一般用(瞬
間接着剤) タ-590N

70 222 株式会社ケーオウエイ

1 ○ 31550 セロハンテープ 太 パック
巻⼤２４ｍｍ×３５ｍ以上 基材が
セロハンであるもの ５個入

積水化学工業株式会社 セキスイセロテー
プNo252 24mm

100 380 株式会社⾐笠商会
積水化学工業株式会社 セキスイセロテー
プNo252 24mm

20 400 株式会社愛進堂 ニチバン株式会社 CT405AP-24 20 410 株式会社ケーオウエイ

2 ○ 31569 セロハンテープ パック
巻中１８ｍｍ×３５ｍ以上 基材が
セロハンであるもの １０個入

積水化学工業株式会社 セキスイセロテー
プNo252 18mm

220 560 株式会社⾐笠商会
積水化学工業株式会社 セキスイセロテー
プNo252 18mm

60 590 株式会社愛進堂 ニチバン株式会社 CT405AP-18 90 595 株式会社ケーオウエイ

1 ○ 60119 両面テープ 太 個 ２０ｍｍ×１０ｍ程度
ニチバン株式会社 ナイスタック 一般タイ
プ NW-20

270 210 株式会社岩田兼商店
ニチバン株式会社 ナイスタック 一般タイ
プ NW-20

40 210 株式会社愛進堂
ニチバン株式会社 ナイスタック 一般タイ
プ NW-20

100 220 株式会社愛進堂

2 ○ 31615 両面テープ 個
１５ｍｍ×１８ｍ程度 貼ったまま
再生処理可能

ニチバン株式会社 ナイスタック エコタイ
プ NW-15ECO

670 255 株式会社岩田兼商店
ニチバン株式会社 ナイスタック エコタイ
プ NW-15ECO

180 270 株式会社愛進堂
ニチバン株式会社 ナイスタック エコタイ
プ NW-15ECO

740 280 株式会社愛進堂

3 ○ 31658 ガムテープ 布 個 再生ＰＥＴ布製 ５０ｍｍ×２５ｍ
オカモト株式会社 重梱包用テープ(布テー
プ) #452RC

880 200 株式会社岩田兼商店
ニチバン株式会社 再生PET布粘着テープ
151

300 230 株式会社愛進堂
ニチバン株式会社 再生PET布粘着テープ
151

590 240 株式会社愛進堂

4 ○ 31666 クラフトテープ 個
５０ｍｍ×５０ｍ 貼ったまま再生
処理可能

ニチバン株式会社 リサイクル可能クラフ
トテープ 3185-50

990 265 株式会社岩田兼商店
ニチバン株式会社 リサイクル可能クラフ
トテープ 3185-50

150 260 株式会社愛進堂
ニチバン株式会社 リサイクル可能クラフ
トテープ 3185-50

290 270 株式会社愛進堂

5 70912 透明梱包用テープ 詰替 巻 ４８ｍｍ×５０ｍ程度
スリーエムジャパン株式会社 スコッチ 透
明梱包用テープ 313 1PN

80 155 株式会社岩田兼商店
スリーエムジャパン株式会社 スコッチ 透
明梱包用テープ 313 1PN

20 150 株式会社愛進堂
スリーエムジャパン株式会社 スコッチ 透
明梱包用テープ 313 1PN

60 160 株式会社愛進堂

6 70939 養生用テープ 巻 ５０ｍｍ×５０ｍ程度
積水化学工業株式会社 フィットライト
テープNo.738 N738T14

1,180 360 株式会社岩田兼商店
積水化学工業株式会社 フィットライト
テープNo.738 N738T14

530 370 株式会社愛進堂
積水化学工業株式会社 フィットライト
テープNo.738 N738T14

950 380 株式会社愛進堂

13

14

15

16



令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 G 文具２（筆記用具、ファイル、ファイル用品）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

1 ○ 30414
油性マーカー（細・極細）
⿊

箱
油性 細・極細（０．５ｍｍ・１ｍ
ｍ程度）⿊（１箱＝１０本）

三菱鉛筆株式会社 ピースマーカー 〈極細
＋細字丸芯〉 ⿊ PA121T.24(1箱(10本)を
1単位とする。)

140 619 株式会社⾐笠商会
三菱鉛筆株式会社 ピースマーカー 〈極細
＋細字丸芯〉 ⿊ PA121T.24(1箱(10本)を
1単位とする。)

50 586 株式会社愛進堂
株式会社パイロットコーポレーション ツ
インマーカー 細・極細 MEF-12EU-B(1箱
(10本)を1単位とする。)

100 513 株式会社ケーオウエイ

2 ○ 30406
油性マーカー（細・極細）
赤

箱
油性 細・極細（０．５ｍｍ・１ｍ
ｍ程度）赤（１箱＝１０本）

三菱鉛筆株式会社 ピースマーカー 〈極細
＋細字丸芯〉 赤 PA121T.15(1箱(10本)を
1単位とする。)

40 619 株式会社⾐笠商会
三菱鉛筆株式会社 ピースマーカー 〈極細
＋細字丸芯〉 赤 PA121T.15(1箱(10本)を
1単位とする。)

20 586 株式会社愛進堂
株式会社パイロットコーポレーション ツ
インマーカー 細・極細 MEF-12EU-R(1箱
(10本)を1単位とする。)

30 513 株式会社ケーオウエイ

3 ○ 30953 油性マーカー 太字 ⿊ 箱
油性 太字（８．５ｍｍ程度）⿊
（１箱＝１０本）

三菱鉛筆株式会社 ペイントマーカー 太字
角芯 ⿊ PX-30.24(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 1,519 株式会社⾐笠商会
三菱鉛筆株式会社 ペイントマーカー 太字
角芯 ⿊ PX-30.24(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 1,500 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 ペイントマーカー 太字
角芯 ⿊ PX-30.24(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 1,549 株式会社ケーオウエイ

4 ○ 30945 油性マーカー 太字 赤 箱
油性 太字（８．５ｍｍ程度）赤
（１箱＝１０本）

三菱鉛筆株式会社 ペイントマーカー 太字
角芯 赤 PX-30.15(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 1,520 株式会社⾐笠商会
三菱鉛筆株式会社 ペイントマーカー 太字
角芯 赤 PX-30.15(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 1,500 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 ペイントマーカー 太字
角芯 赤 PX-30.15(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 1,549 株式会社ケーオウエイ

1 ○ 30970 油性マーカー 中字 ⿊ 箱
油性 中字（１．４ｍｍ程度）⿊
（１箱＝１０本）

株式会社サクラクレパス ペンタッチ中字
PK-M#49(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

40 530 有限会社秋田紙店
株式会社サクラクレパス ペンタッチ中字
PK-M#49(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 610 株式会社愛進堂
株式会社サクラクレパス ペンタッチ中字
PK-M#49(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

30 620 株式会社愛進堂

2 ○ 30961 油性マーカー 中字 赤 箱
油性 中字（１．４ｍｍ程度）赤
（１箱＝１０本）

株式会社サクラクレパス ペンタッチ中字
PK-M#19(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 530 有限会社秋田紙店
株式会社サクラクレパス ペンタッチ中字
PK-M#19(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 610 株式会社愛進堂
株式会社サクラクレパス ペンタッチ中字
PK-M#19(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 620 株式会社愛進堂

3 71218 フェルトペン ⿊ パック 水性インキ ５本入りパック
寺⻄化学⼯業株式会社 ラッションペン№
300 ⿊ M300-T1-5P(指定)

100 200 有限会社秋田紙店
寺⻄化学⼯業株式会社 ラッションペン№
300 ⿊ M300-T1-5P(指定)

20 210 株式会社愛進堂
寺⻄化学⼯業株式会社 ラッションペン№
300 ⿊ M300-T1-5P(指定)

30 220 株式会社愛進堂

4 71226 フェルトペン 赤 パック 水性インキ ５本入りパック
寺⻄化学⼯業株式会社 ラッションペン№
300 赤 M300-T2-5P(指定)

210 200 有限会社秋田紙店
寺⻄化学⼯業株式会社 ラッションペン№
300 赤 M300-T2-5P(指定)

30 210 株式会社愛進堂
寺⻄化学⼯業株式会社 ラッションペン№
300 赤 M300-T2-5P(指定)

40 220 株式会社愛進堂

1 〇 35718 白板拭き 大 個 大 両面使用
株式会社クラウングループ 白板イレー
ザー CR-ER4000-I(指定)

400 345 株式会社岩田兼商店
株式会社クラウングループ 白板イレー
ザー CR-ER4000-I(指定)

140 360 株式会社愛進堂
株式会社クラウングループ 白板イレー
ザー CR-ER4000-I(指定)

390 380 株式会社愛進堂

2 39128 白板拭き 替 大 個 大 替
株式会社クラウングループ 白板イレー
ザー 替スポンジ CR-ER40(指定)

330 280 株式会社岩田兼商店
株式会社クラウングループ 白板イレー
ザー 替スポンジ CR-ER40(指定)

110 320 株式会社愛進堂
株式会社クラウングループ 白板イレー
ザー 替スポンジ CR-ER40(指定)

300 330 株式会社愛進堂

本庁・東部地区 中部地区
用品コード 用 品 名 称 単位 規 格 （ 数 量 ）

⻄部地区
エコ調達

2
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令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 G 文具２（筆記用具、ファイル、ファイル用品）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

本庁・東部地区 中部地区
用品コード 用 品 名 称 単位 規 格 （ 数 量 ）

⻄部地区
エコ調達

1 ○ 60356
ホワイトボードマーカー ４
ｍｍ 丸芯 ⿊

箱 ４ｍｍ 丸芯 ⿊（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 ⿊ PWB-120-4M.24(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

40 604 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 ⿊ PWB-120-4M.24(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

20 615 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 ⿊ PWB-120-4M.24(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

40 605 株式会社はらぶん

2 ○ 60372
ホワイトボードマーカー ４
ｍｍ 丸芯 赤

箱 ４ｍｍ 丸芯 赤（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 赤 PWB-120-4M.15(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

20 604 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 赤 PWB-120-4M.15(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

10 615 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 赤 PWB-120-4M.15(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

20 605 株式会社はらぶん

3 ○ 60364
ホワイトボードマーカー ４
ｍｍ 丸芯 ⻘

箱 ４ｍｍ 丸芯 ⻘（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 ⻘ PWB-120-4M.33(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

30 604 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 ⻘ PWB-120-4M.33(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

10 615 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 ⻘ PWB-120-4M.33(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

20 605 株式会社はらぶん

4 ○ 60380
ホワイトボードマーカー ４
ｍｍ 丸芯 緑

箱 ４ｍｍ 丸芯 緑（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 緑 PWB-120-4M.6(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

20 604 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 緑 PWB-120-4M.6(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

10 615 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 緑 PWB-120-4M.6(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

10 605 株式会社はらぶん

5 60399
ホワイトボードマーカー ４
ｍｍ 丸芯 ⿊ 替

箱
４ｍｍ 丸芯 ⿊ 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 専用カートリッジ ⿊ PWBR-100-
4M.24(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

100 505 株式会社愛進堂

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 専用カートリッジ ⿊ PWBR-100-
4M.24(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

50 505 株式会社愛進堂

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 専用カートリッジ ⿊ PWBR-100-
4M.24(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

80 505 株式会社はらぶん

6 60402
ホワイトボードマーカー ４
ｍｍ 丸芯 赤 替

箱
４ｍｍ 丸芯 赤 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 専用カートリッジ 赤 PWBR-100-
4M.15(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

40 505 株式会社愛進堂

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 専用カートリッジ 赤 PWBR-100-
4M.15(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 505 株式会社愛進堂

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 専用カートリッジ 赤 PWBR-100-
4M.15(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 505 株式会社はらぶん

7 60410
ホワイトボードマーカー ４
ｍｍ 丸芯 ⻘ 替

箱
４ｍｍ 丸芯 ⻘ 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 専用カートリッジ ⻘ PWBR-100-
4M.33(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

40 505 株式会社愛進堂

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 専用カートリッジ ⻘ PWBR-100-
4M.33(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 505 株式会社愛進堂

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 専用カートリッジ ⻘ PWBR-100-
4M.33(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 505 株式会社はらぶん

8 60429
ホワイトボードマーカー ４
ｍｍ 丸芯 緑 替

箱
４ｍｍ 丸芯 緑 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 専用カートリッジ 緑 PWBR-100-
4M.6(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

20 505 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 専用カートリッジ 緑 PWBR-100-
4M.6(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

10 505 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字丸
芯 専用カートリッジ 緑 PWBR-100-
4M.6(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

10 505 株式会社はらぶん

9 ○ 60275
ホワイトボードマーカー ５
ｍｍ 角芯 ⿊

箱 ５ｍｍ 角芯 ⿊（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 ⿊ PWB-120-5K.24(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

40 604 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 ⿊ PWB-120-5K.24(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

20 615 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 ⿊ PWB-120-5K.24(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

70 605 株式会社はらぶん

10 ○ 60283
ホワイトボードマーカー ５
ｍｍ 角芯 赤

箱 ５ｍｍ 角芯 赤（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 赤 PWB-120-5K.15(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

30 604 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 赤 PWB-120-5K.15(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

20 615 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 赤 PWB-120-5K.15(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

40 605 株式会社はらぶん

11 ○ 60291
ホワイトボードマーカー ５
ｍｍ 角芯 ⻘

箱 ５ｍｍ 角芯 ⻘（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 ⻘ PWB-120-5K.33(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

40 604 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 ⻘ PWB-120-5K.33(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

10 615 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 ⻘ PWB-120-5K.33(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

30 605 株式会社はらぶん

12 ○ 60305
ホワイトボードマーカー ５
ｍｍ 角芯 緑

箱 ５ｍｍ 角芯 緑（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 緑 PWB-120-5K.6(指定)(1箱(10本)を
1単位とする。)

20 604 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 緑 PWB-120-5K.6(指定)(1箱(10本)を
1単位とする。)

10 615 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 緑 PWB-120-5K.6(指定)(1箱(10本)を
1単位とする。)

30 605 株式会社はらぶん

13 60313
ホワイトボードマーカー ５
ｍｍ 角芯 ⿊ 替

箱
５ｍｍ 角芯 ⿊ 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 専用カートリッジ ⿊ PWBR-100-
5K.24(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

330 505 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 専用カートリッジ ⿊ PWBR-100-
5K.24(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

250 505 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 専用カートリッジ ⿊ PWBR-100-
5K.24(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

520 505 株式会社はらぶん

14 60321
ホワイトボードマーカー ５
ｍｍ 角芯 赤 替

箱
５ｍｍ 角芯 赤 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 専用カートリッジ 赤 PWBR-100-
5K.15(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

110 505 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 専用カートリッジ 赤 PWBR-100-
5K.15(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

70 505 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 専用カートリッジ 赤 PWBR-100-
5K.15(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

110 505 株式会社はらぶん

15 60330
ホワイトボードマーカー ５
ｍｍ 角芯 ⻘ 替

箱
５ｍｍ 角芯 ⻘ 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 専用カートリッジ ⻘ PWBR-100-
5K.33(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

120 505 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 専用カートリッジ ⻘ PWBR-100-
5K.33(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

70 505 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 専用カートリッジ ⻘ PWBR-100-
5K.33(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

100 505 株式会社はらぶん
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令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 G 文具２（筆記用具、ファイル、ファイル用品）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

本庁・東部地区 中部地区
用品コード 用 品 名 称 単位 規 格 （ 数 量 ）

⻄部地区
エコ調達

16 60348
ホワイトボードマーカー ５
ｍｍ 角芯 緑 替

箱
５ｍｍ 角芯 緑 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 専用カートリッジ 緑 PWBR-100-
5K.6(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

20 505 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 専用カートリッジ 緑 PWBR-100-
5K.6(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

20 505 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 中字角
芯 専用カートリッジ 緑 PWBR-100-
5K.6(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

40 505 株式会社はらぶん

17 ○ 60194
ホワイトボードマーカー ７
ｍｍ 丸芯 ⿊

箱 ７ｍｍ 丸芯 ⿊（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 ⿊ PWB-200-7M.24(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

40 1,000 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 ⿊ PWB-200-7M.24(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

30 1,010 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 ⿊ PWB-200-7M.24(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

60 1,010 株式会社はらぶん

18 ○ 60208
ホワイトボードマーカー ７
ｍｍ 丸芯 赤

箱 ７ｍｍ 丸芯 赤（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 赤 PWB-200-7M.15(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

30 1,000 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 赤 PWB-200-7M.15(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

10 1,010 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 赤 PWB-200-7M.15(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

30 1,010 株式会社はらぶん

19 ○ 60216
ホワイトボードマーカー ７
ｍｍ 丸芯 ⻘

箱 ７ｍｍ 丸芯 ⻘（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 ⻘ PWB-200-7M.33(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

30 1,000 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 ⻘ PWB-200-7M.33(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

10 1,010 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 ⻘ PWB-200-7M.33(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

30 1,010 株式会社はらぶん

20 ○ 60224
ホワイトボードマーカー ７
ｍｍ 丸芯 緑

箱 ７ｍｍ 丸芯 緑（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 緑 PWB-200-7M.6(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

20 1,000 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 緑 PWB-200-7M.6(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

10 1,010 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 緑 PWB-200-7M.6(指定)(1箱(10本)
を1単位とする。)

20 1,010 株式会社はらぶん

21 60232
ホワイトボードマーカー ７
ｍｍ 丸芯 ⿊ 替

箱
７ｍｍ 丸芯 ⿊ 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 専用カートリッジ ⿊ PWBR-160-
7M.24(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

770 802 株式会社愛進堂

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 専用カートリッジ ⿊ PWBR-160-
7M.24(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

320 805 株式会社愛進堂

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 専用カートリッジ ⿊ PWBR-160-
7M.24(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

450 800 株式会社はらぶん

22 60240
ホワイトボードマーカー ７
ｍｍ 丸芯 赤 替

箱
７ｍｍ 丸芯 赤 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 専用カートリッジ 赤 PWBR-160-
7M.15(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

180 802 株式会社愛進堂

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 専用カートリッジ 赤 PWBR-160-
7M.15(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

80 805 株式会社愛進堂

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 専用カートリッジ 赤 PWBR-160-
7M.15(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

100 800 株式会社はらぶん

23 60259
ホワイトボードマーカー ７
ｍｍ 丸芯 ⻘ 替

箱
７ｍｍ 丸芯 ⻘ 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 専用カートリッジ ⻘ PWBR-160-
7M.33(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

180 802 株式会社愛進堂

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 専用カートリッジ ⻘ PWBR-160-
7M.33(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

70 805 株式会社愛進堂

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 専用カートリッジ ⻘ PWBR-160-
7M.33(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

90 800 株式会社はらぶん

24 60267
ホワイトボードマーカー ７
ｍｍ 丸芯 緑 替

箱
７ｍｍ 丸芯 緑 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 専用カートリッジ 緑 PWBR-160-
7M.6(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

40 802 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 専用カートリッジ 緑 PWBR-160-
7M.6(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

20 805 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 お知らセンサー 太字丸
芯 専用カートリッジ 緑 PWBR-160-
7M.6(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

30 800 株式会社はらぶん

1 ○ 30511 ３色ボールペン 箱
０．７ｍｍ 赤・⿊・⻘（１箱＝１
０本）

株式会社トンボ鉛筆 リポーター 透明 BC-
TRC20(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

80 1,320 有限会社秋田紙店
株式会社トンボ鉛筆 リポーター 透明 BC-
TRC20(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

30 1,510 株式会社愛進堂
株式会社トンボ鉛筆 リポーター 透明 BC-
TRC20(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

40 1,344 株式会社ケーオウエイ

2 ○ 60984 ３色ボールペン用替芯 ⿊ 箱
０．７ｍｍ ⿊ 替（１箱＝１０
本）

株式会社トンボ鉛筆 リポーター 替芯 ⿊
BR-CS2-33(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 270 有限会社秋田紙店
株式会社トンボ鉛筆 リポーター 替芯 ⿊
BR-CS2-33(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 310 株式会社愛進堂
株式会社トンボ鉛筆 リポーター 替芯 ⿊
BR-CS2-33(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 277 株式会社ケーオウエイ

3 ○ 60992 ３色ボールペン用替芯 赤 箱
０．７ｍｍ 赤 替（１箱＝１０
本）

株式会社トンボ鉛筆 リポーター 替芯 赤
BR-CS2-25(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 270 有限会社秋田紙店
株式会社トンボ鉛筆 リポーター 替芯 赤
BR-CS2-25(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 310 株式会社愛進堂
株式会社トンボ鉛筆 リポーター 替芯 赤
BR-CS2-25(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 277 株式会社ケーオウエイ

4 ○ 61000 ３色ボールペン用替芯 ⻘ 箱
０．７ｍｍ ⻘ 替（１箱＝１０
本）

株式会社トンボ鉛筆 リポーター 替芯 ⻘
BR-CS2-15(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 270 有限会社秋田紙店
株式会社トンボ鉛筆 リポーター 替芯 ⻘
BR-CS2-15(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 310 株式会社愛進堂
株式会社トンボ鉛筆 リポーター 替芯 ⻘
BR-CS2-15(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 277 株式会社ケーオウエイ

5
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令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 G 文具２（筆記用具、ファイル、ファイル用品）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

本庁・東部地区 中部地区
用品コード 用 品 名 称 単位 規 格 （ 数 量 ）

⻄部地区
エコ調達

1 ○ 30678 ノック式油性ボールペン ⿊ 箱
ノック式油性 ０．７ｍｍ ⿊（１
箱＝１０本）

三菱鉛筆株式会社 ベリー楽ノック(ノック
式) 0.7mm ⿊ SN10007.24(指定)(1箱
(10本)を1単位とする。)

140 485 株式会社岩田兼商店
三菱鉛筆株式会社 ベリー楽ノック(ノック
式) 0.7mm ⿊ SN10007.24(指定)(1箱
(10本)を1単位とする。)

40 480 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 ベリー楽ノック(ノック
式) 0.7mm ⿊ SN10007.24(指定)(1箱
(10本)を1単位とする。)

140 490 株式会社愛進堂

2 ○ 30686 ノック式油性ボールペン 赤 箱
ノック式油性 ０．７ｍｍ 赤（１
箱＝１０本）

三菱鉛筆株式会社 ベリー楽ノック(ノック
式) 0.7mm 赤 SN10007.15(指定)(1箱
(10本)を1単位とする。)

70 485 株式会社岩田兼商店
三菱鉛筆株式会社 ベリー楽ノック(ノック
式) 0.7mm 赤 SN10007.15(指定)(1箱
(10本)を1単位とする。)

20 480 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 ベリー楽ノック(ノック
式) 0.7mm 赤 SN10007.15(指定)(1箱
(10本)を1単位とする。)

50 490 株式会社愛進堂

3 ○ 30651 ノック式油性ボールペン ⻘ 箱
ノック式油性 ０．７ｍｍ ⻘（１
箱＝１０本）

三菱鉛筆株式会社 ベリー楽ノック(ノック
式) 0.7mm ⻘ SN10007.33(指定)(1箱
(10本)を1単位とする。)

30 485 株式会社岩田兼商店
三菱鉛筆株式会社 ベリー楽ノック(ノック
式) 0.7mm ⻘ SN10007.33(指定)(1箱
(10本)を1単位とする。)

10 480 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 ベリー楽ノック(ノック
式) 0.7mm ⻘ SN10007.33(指定)(1箱
(10本)を1単位とする。)

20 490 株式会社愛進堂

4 61212
ノック式油性ボールペン用替
芯 ⿊

箱
０．７ｍｍ ⿊ 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 油性ボールペン 替芯 ⿊
SA7CN.24 ⿊(指定)(1箱(10本)を1単位と
する。)

40 305 株式会社岩田兼商店
三菱鉛筆株式会社 油性ボールペン 替芯 ⿊
SA7CN.24 ⿊(指定)(1箱(10本)を1単位と
する。)

20 300 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 油性ボールペン 替芯 ⿊
SA7CN.24 ⿊(指定)(1箱(10本)を1単位と
する。)

30 310 株式会社愛進堂

5 61220
ノック式油性ボールペン用替
芯 赤

箱
０．７ｍｍ 赤 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 油性ボールペン 替芯 赤
SA7CN.15 赤(指定)(1箱(10本)を1単位と
する。)

40 305 株式会社岩田兼商店
三菱鉛筆株式会社 油性ボールペン 替芯 赤
SA7CN.15 赤(指定)(1箱(10本)を1単位と
する。)

10 300 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 油性ボールペン 替芯 赤
SA7CN.15 赤(指定)(1箱(10本)を1単位と
する。)

30 310 株式会社愛進堂

6 61239
ノック式油性ボールペン用替
芯 ⻘

箱
０．７ｍｍ ⻘ 替（１箱＝１０
本）

三菱鉛筆株式会社 油性ボールペン 替芯 ⻘
SA7CN.33 ⻘(指定)(1箱(10本)を1単位と
する。)

20 305 株式会社岩田兼商店
三菱鉛筆株式会社 油性ボールペン 替芯 ⻘
SA7CN.33 ⻘(指定)(1箱(10本)を1単位と
する。)

10 300 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 油性ボールペン 替芯 ⻘
SA7CN.33 ⻘(指定)(1箱(10本)を1単位と
する。)

10 310 株式会社愛進堂

7 ○ 61662
ノック式油性ボールペン
０．５ｍｍ ⿊

箱
ノック式油性 ０．５ｍｍ ⿊（１
箱＝１０本）

ゼブラ株式会社 タプリクリップ0.5
BNS5-BK(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 485 株式会社岩田兼商店
ゼブラ株式会社 タプリクリップ0.5
BNS5-BK(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 510 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 タプリクリップ0.5
BNS5-BK(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 520 株式会社愛進堂

8 61670
ノック式油性ボールペン
０．５ｍｍ用替芯 ⿊

箱
０．５ｍｍ ⿊ 替（１箱＝１０
本）

ゼブラ株式会社 油性ボールペン替芯 BR-
8A-SH-BK(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 395 株式会社岩田兼商店
ゼブラ株式会社 油性ボールペン替芯 BR-
8A-SH-BK(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 410 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 油性ボールペン替芯 BR-
8A-SH-BK(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 420 株式会社愛進堂

9 ○ 30635 ノック式水性ボールペン ⿊ 箱
ノック式水性 ０．５ｍｍ ⿊（１
箱＝１０本）

ゼブラ株式会社 サラサクリップ0.5 JJ15-
BK(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

100 485 株式会社岩田兼商店
ゼブラ株式会社 サラサクリップ0.5 JJ15-
BK(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

20 510 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 サラサクリップ0.5 JJ15-
BK(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

100 520 株式会社愛進堂

10 ○ 30627 ノック式水性ボールペン 赤 箱
ノック式水性 ０．５ｍｍ 赤（１
箱＝１０本）

ゼブラ株式会社 サラサクリップ0.5 JJ15-
R(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

60 485 株式会社岩田兼商店
ゼブラ株式会社 サラサクリップ0.5 JJ15-
R(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

20 510 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 サラサクリップ0.5 JJ15-
R(指定)(1箱(10本)を1単位とする。)

50 520 株式会社愛進堂

11 30554
ノック式水性ボールペン ⿊
替

箱
水性 ０．５ｍｍ ⿊ 替（１箱＝
１０本）

ゼブラ株式会社 ジェルボールペン替芯
RJF5-BK(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

40 391 株式会社岩田兼商店
ゼブラ株式会社 ジェルボールペン替芯
RJF5-BK(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 410 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 ジェルボールペン替芯
RJF5-BK(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

70 420 株式会社愛進堂

12 30562
ノック式水性ボールペン 赤
替

箱
水性 ０．５ｍｍ 赤 替（１箱＝
１０本）

ゼブラ株式会社 ジェルボールペン替芯
RJF5-R(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

50 391 株式会社岩田兼商店
ゼブラ株式会社 ジェルボールペン替芯
RJF5-R(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 410 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 ジェルボールペン替芯
RJF5-R(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

60 420 株式会社愛進堂
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令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 G 文具２（筆記用具、ファイル、ファイル用品）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

本庁・東部地区 中部地区
用品コード 用 品 名 称 単位 規 格 （ 数 量 ）

⻄部地区
エコ調達

1 ○ 30708 蛍光ペン ⻩（ゼブラ） 箱 ４ｍｍ ⻩（１箱＝１０本）
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-Y(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

80 370 有限会社秋田紙店
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-Y(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 420 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-Y(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

30 420 株式会社愛進堂

2 ○ 30732 蛍光ペン ⻘（ゼブラ） 箱 ４ｍｍ ⻘（１箱＝１０本）
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-BL(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 370 有限会社秋田紙店
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-BL(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 420 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-BL(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 420 株式会社愛進堂

3 ○ 30724
蛍光ペン オレンジ（ゼブ
ラ）

箱 ４ｍｍ オレンジ（１箱＝１０本）
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-OR(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 370 有限会社秋田紙店
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-OR(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 420 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-OR(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 420 株式会社愛進堂

4 ○ 30716 蛍光ペン 緑（ゼブラ） 箱 ４ｍｍ 緑（１箱＝１０本）
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-G(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 370 有限会社秋田紙店
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-G(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 420 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-G(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 420 株式会社愛進堂

5 ○ 30694 蛍光ペン ピンク（ゼブラ） 箱 ４ｍｍ ピンク（１箱＝１０本）
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-P(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

30 370 有限会社秋田紙店
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-P(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

10 420 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1 EZ
WKS11-P(指定)(1箱(10本)を1単位とす
る。)

20 420 株式会社愛進堂

6 ○ 36919
蛍光ペン カートリッジ ⻩
（ゼブラ）

個 ⻩ 替 ３本入
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-Y(指定)

470 56 有限会社秋田紙店
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-Y(指定)

20 65 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-Y(指定)

90 65 株式会社愛進堂

7 ○ 36927
蛍光ペン カートリッジ ⻘
（ゼブラ）

個 ⻘ 替 ３本入
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-BL(指定)

30 56 有限会社秋田紙店
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-BL(指定)

10 65 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-BL(指定)

40 65 株式会社愛進堂

8 ○ 36943
蛍光ペン カートリッジ オ
レンジ（ゼブラ）

個 オレンジ 替 ３本入
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-OR(指定)

60 56 有限会社秋田紙店
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-OR(指定)

10 65 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-OR(指定)

40 65 株式会社愛進堂

9 ○ 36935
蛍光ペン カートリッジ 緑
（ゼブラ）

個 緑 替 ３本入
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-G(指定)

30 56 有限会社秋田紙店
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-G(指定)

10 65 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-G(指定)

40 65 株式会社愛進堂

10 ○ 36900
蛍光ペン カートリッジ ピ
ンク（ゼブラ）

個 ピンク 替 ３本入
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-P(指定)

80 56 有限会社秋田紙店
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-P(指定)

10 65 株式会社愛進堂
ゼブラ株式会社 蛍光オプテックス1・2用
カートリッジ(3本入) RWK8-P(指定)

60 65 株式会社愛進堂

11 ○ 30740 蛍光ペン ⻩（三菱） 箱 ４ｍｍ ⻩（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ ⻩ PUS-155.2(指定)(1箱(10本)を1単
位とする。)

90 755 有限会社秋田紙店
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ ⻩ PUS-155.2(指定)(1箱(10本)を1単
位とする。)

20 770 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ ⻩ PUS-155.2(指定)(1箱(10本)を1単
位とする。)

40 770 株式会社愛進堂

12 ○ 30759 蛍光ペン 空（三菱） 箱 ４ｍｍ 空（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 空色 PUS-155.48(指定)(1箱(10本)を
1単位とする。)

30 755 有限会社秋田紙店
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 空色 PUS-155.48(指定)(1箱(10本)を
1単位とする。)

10 770 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 空色 PUS-155.48(指定)(1箱(10本)を
1単位とする。)

20 770 株式会社愛進堂

13 ○ 30767 蛍光ペン 橙（三菱） 箱 ４ｍｍ 橙（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 橙 PUS-155.4(指定)(1箱(10本)を1単
位とする。)

40 755 有限会社秋田紙店
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 橙 PUS-155.4(指定)(1箱(10本)を1単
位とする。)

10 770 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 橙 PUS-155.4(指定)(1箱(10本)を1単
位とする。)

20 770 株式会社愛進堂

14 ○ 30775 蛍光ペン 緑（三菱） 箱 ４ｍｍ 緑（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 緑 PUS-155.6(指定)(1箱(10本)を1単
位とする。)

20 755 有限会社秋田紙店
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 緑 PUS-155.6(指定)(1箱(10本)を1単
位とする。)

10 770 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 緑 PUS-155.6(指定)(1箱(10本)を1単
位とする。)

20 770 株式会社愛進堂

15 ○ 30783 蛍光ペン 桃（三菱） 箱 ４ｍｍ 桃（１箱＝１０本）
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 桃 PUS-155.13(指定)(1箱(10本)を1
単位とする。)

40 755 有限会社秋田紙店
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 桃 PUS-155.13(指定)(1箱(10本)を1
単位とする。)

10 770 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 桃 PUS-155.13(指定)(1箱(10本)を1
単位とする。)

30 770 株式会社愛進堂

16 ○ 30791
蛍光ペン カートリッジ ⻩
（三菱）

袋 ⻩ 替 ２本入
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) ⻩ PUSR-
80.2(指定)

2,010 41 有限会社秋田紙店
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) ⻩ PUSR-
80.2(指定)

310 45 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) ⻩ PUSR-
80.2(指定)

400 45 株式会社愛進堂

17 ○ 30805
蛍光ペン カートリッジ 空
（三菱）

袋 空 替 ２本入
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) 空色 PUSR-
80.48(指定)

90 41 有限会社秋田紙店
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) 空色 PUSR-
80.48(指定)

10 45 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) 空色 PUSR-
80.48(指定)

80 45 株式会社愛進堂

18 ○ 30813
蛍光ペン カートリッジ 橙
（三菱）

袋 橙 替 ２本入
三菱鉛筆株式会社  プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) 橙 PUSR-
80.4(指定)

280 41 有限会社秋田紙店
三菱鉛筆株式会社  プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) 橙 PUSR-
80.4(指定)

40 45 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社  プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) 橙 PUSR-
80.4(指定)

80 45 株式会社愛進堂

19 ○ 30821
蛍光ペン カートリッジ 緑
（三菱）

袋 緑 替 ２本入
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) 緑 PUSR-
80.6(指定)

160 41 有限会社秋田紙店
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) 緑 PUSR-
80.6(指定)

30 45 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) 緑 PUSR-
80.6(指定)

60 45 株式会社愛進堂

20 ○ 30830
蛍光ペン カートリッジ 桃
（三菱）

袋 桃 替 ２本入
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) 桃 PUSR-
80.13(指定)

260 41 有限会社秋田紙店
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) 桃 PUSR-
80.13(指定)

60 45 株式会社愛進堂
三菱鉛筆株式会社 プロパス・カートリッ
ジ 専用カートリッジ(2本入) 桃 PUSR-
80.13(指定)

140 45 株式会社愛進堂
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令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 G 文具２（筆記用具、ファイル、ファイル用品）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

本庁・東部地区 中部地区
用品コード 用 品 名 称 単位 規 格 （ 数 量 ）

⻄部地区
エコ調達

1 ○ 30171 リサイクル鉛筆 打 ＨＢ
株式会社トンボ鉛筆 木物語 リサイクル鉛
筆 HB LA-KEAHB

80 230 有限会社秋田紙店
三菱鉛筆株式会社 リサイクル鉛筆
9800EW HB K9800EWHB

30 241 株式会社愛進堂
株式会社トンボ鉛筆 木物語 リサイクル鉛
筆 HB LA-KEAHB

50 232 株式会社ケーオウエイ

2 ○ 30295
シャープペン替芯 ０．５ｍ
ｍ Ｂ

個 ０．５ｍｍ Ｂ ４０本入
ぺんてる株式会社 アイン替芯シュタイン
〈芯径0.5〉 C275-B

190 80 有限会社秋田紙店
ぺんてる株式会社 アイン替芯シュタイン
〈芯径0.5〉 C275-B

40 87 株式会社愛進堂
株式会社パイロットコーポレーション ネ
オックス・グラファイト 0.5mm HRF5G-
20 B

110 86 株式会社ケーオウエイ

3 ○ 30287
シャープペン替芯 ０．５ｍ
ｍ ＨＢ

個 ０．５ｍｍ ＨＢ ４０本入
ぺんてる株式会社 アイン替芯シュタイン
〈芯径0.5〉 C275-HB

220 80 有限会社秋田紙店
ぺんてる株式会社 アイン替芯シュタイン
〈芯径0.5〉 C275-HB

50 87 株式会社愛進堂
株式会社パイロットコーポレーション ネ
オックス・グラファイト 0.5mm HRF5G-
20 HB

100 86 株式会社ケーオウエイ

4 ○ 30252 シャープペン 箱 ０．５ｍｍ（１箱＝１０本）
ぺんてる株式会社 .eシャープペンシル
AZ125-A(1箱(10本)を1単位とする。)

110 400 有限会社秋田紙店
ぺんてる株式会社 .eシャープペンシル
AZ125-A(1箱(10本)を1単位とする。)

30 480 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 再生樹脂シャープペンシ
ル〈パワーフィット〉0.5mm 軸⿊ PS-
100D(1箱(10本)を1単位とする。)

80 413 株式会社ケーオウエイ

5 ○ 31216 消しゴム 箱
⼩ ２０×４５×１１ｍｍ程度（１
箱＝１０個）

株式会社トンボ鉛筆 MONO消しゴム PE-
01A(1箱(10個)を1単位とする。)

130 220 有限会社秋田紙店
株式会社トンボ鉛筆 MONO消しゴム PE-
01A(1箱(10個)を1単位とする。)

40 260 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 プラスチック消しゴム
〈リサーレ〉 ケシ-51N(1箱(10個)を1単
位とする。)

60 238 株式会社ケーオウエイ

6 ○ 71099 直線定規 １５ｃｍ 本 １５ｃｍ
株式会社レイメイ藤井 先生おすすめ直定
規(15cm) APJ93

60 40 有限会社秋田紙店
株式会社レイメイ藤井 先生おすすめ直定
規(15cm) APJ93

20 50 株式会社愛進堂
株式会社レイメイ藤井 先生おすすめ直定
規(15cm) APJ93

50 47 株式会社ケーオウエイ

1 ○ 34100 修正テープ ２．５ｍｍ 個
ペン型カートリッジタイプ ２．５
ｍｍ

株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN 本体 CT-
PXN2.5(指定)

100 254 有限会社秋田紙店
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN 本体 CT-
PXN2.5(指定)

30 283 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN 本体 CT-
PXN2.5(指定)

80 258 株式会社ケーオウエイ

2 34126 修正テープ ２．５ｍｍ 替 個
ペン型カートリッジタイプ ２．５
ｍｍ 替

株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN つめ替え
用カートリッジ CT-PR2.5(指定)

170 147 有限会社秋田紙店
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN つめ替え
用カートリッジ CT-PR2.5(指定)

40 163 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN つめ替え
用カートリッジ CT-PR2.5(指定)

130 150 株式会社ケーオウエイ

3 ○ 34118 修正テープ ４ｍｍ 個 ペン型カートリッジタイプ ４ｍｍ
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN 本体 CT-
PXN4(指定)

100 254 有限会社秋田紙店
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN 本体 CT-
PXN4(指定)

40 283 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN 本体 CT-
PXN4(指定)

50 258 株式会社ケーオウエイ

4 34134 修正テープ ４ｍｍ 替 個
ペン型カートリッジタイプ ４ｍｍ
替

株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN つめ替え
用カートリッジ CT-PR4(指定)

210 147 有限会社秋田紙店
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN つめ替え
用カートリッジ CT-PR4(指定)

30 163 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN つめ替え
用カートリッジ CT-PR4(指定)

60 150 株式会社ケーオウエイ

5 ○ 34088 修正テープ ５ｍｍ 個
カートリッジタイプ ５ｍｍ×１０
ｍ

株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN 本体 CT-
CX5(指定)

130 212 有限会社秋田紙店
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN 本体 CT-
CX5(指定)

20 235 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN 本体 CT-
CX5(指定)

60 215 株式会社ケーオウエイ

6 31674 修正テープ ５ｍｍ 替 個 カートリッジタイプ ５ｍｍ 替
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN つめ替え
用カートリッジ CT-CR5(指定)

250 126 有限会社秋田紙店
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN つめ替え
用カートリッジ CT-CR5(指定)

60 140 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN つめ替え
用カートリッジ CT-CR5(指定)

90 129 株式会社ケーオウエイ

7 ○ 34096 修正テープ ６ｍｍ 個
カートリッジタイプ ６ｍｍ×１０
ｍ

株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN 本体 CT-
CX6(指定)

110 212 有限会社秋田紙店
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN 本体 CT-
CX6(指定)

50 235 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN 本体 CT-
CX6(指定)

50 215 株式会社ケーオウエイ

8 34053 修正テープ ６ｍｍ 替 個 カートリッジタイプ ６ｍｍ 替
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN つめ替え
用カートリッジ CT-CR6(指定)

90 126 有限会社秋田紙店
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN つめ替え
用カートリッジ CT-CR6(指定)

50 140 株式会社ケーオウエイ
株式会社トンボ鉛筆 MONOPXN つめ替え
用カートリッジ CT-CR6(指定)

40 129 株式会社ケーオウエイ
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令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 G 文具２（筆記用具、ファイル、ファイル用品）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

本庁・東部地区 中部地区
用品コード 用 品 名 称 単位 規 格 （ 数 量 ）

⻄部地区
エコ調達

1 ○ 61832 修正紙 ８ｍｍ 個 ８ｍｍ×１７．７ｍ程度
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット カバーアップテープ カッターつき
お徳用 652N

30 387 株式会社愛進堂
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット カバーアップテープ カッターつき
お徳用 652N

10 390 株式会社愛進堂
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット カバーアップテープ カッターつき
お徳用 652N

10 405 株式会社愛進堂

2 61026 修正紙 ８ｍｍ 替えテープ 個 ８ｍｍ×１７．７ｍ程度 替
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット カバーアップテープ 詰替用 お徳用
652R

40 273 株式会社愛進堂
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット カバーアップテープ 詰替用 お徳用
652R

10 277 株式会社愛進堂
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット カバーアップテープ 詰替用 お徳用
652R

10 295 株式会社愛進堂

3 ○ 31690 修正紙 ２５ｍｍ 個 ２５ｍｍ×１７．７ｍ程度
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット カバーアップテープ カッターつき
お徳用 658N

70 461 株式会社愛進堂
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット カバーアップテープ カッターつき
お徳用 658N

20 465 株式会社愛進堂
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット カバーアップテープ カッターつき
お徳用 658N

10 490 株式会社愛進堂

4 31860
修正紙 ２５ｍｍ 替えテー
プ

個 ２５ｍｍ×１７．７ｍ程度 替
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット カバーアップテープ 詰替用 お徳用
658R

110 330 株式会社愛進堂
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット カバーアップテープ 詰替用 お徳用
658R

20 335 株式会社愛進堂
スリーエムジャパン株式会社 ポスト・
イット カバーアップテープ 詰替用 お徳用
658R

20 349 株式会社愛進堂

5 ○ 33812 修正液 個
１８ｍｌ程度 水性・油性共用 目
薬型

ぺんてる株式会社 修正液〈油性・水性イ
ンキ両用〉 修正液(パック入り) XEZL1-W

30 241 株式会社愛進堂
ぺんてる株式会社 修正液〈油性・水性イ
ンキ両用〉 修正液(パック入り) XEZL1-W

20 245 株式会社愛進堂
ぺんてる株式会社 修正液〈油性・水性イ
ンキ両用〉 修正液(パック入り) XEZL1-W

20 278 株式会社愛進堂

1 ○ 61689 図面袋 ３０ｍｍ 枚
Ａ４布製マジックテープ ハトメ⾦
具なし ４⽳（間隔︓４６、８０、
４６ｍｍ）又は６⽳３０ｍｍ

株式会社新宿なかそ 布製図面袋 M-04-0 500 245 株式会社愛進堂 株式会社新宿なかそ 布製図面袋 M-04-0 80 280 株式会社愛進堂 株式会社新宿なかそ 布製図面袋 M-04-0 340 280 株式会社愛進堂

2 ○ 61697 図面袋 ５０ｍｍ 枚
Ａ４布製マジックテープ ハトメ⾦
具なし ４⽳（間隔︓４６、８０、
４６ｍｍ）又は６⽳５０ｍｍ

株式会社新宿なかそ 布製図面袋 M-08-0 260 245 株式会社愛進堂 株式会社新宿なかそ 布製図面袋 M-08-0 60 280 株式会社愛進堂 株式会社新宿なかそ 布製図面袋 M-08-0 120 280 株式会社愛進堂

3 ○ 71234 図面袋 ７０ｍｍ 枚
Ａ４布製マジックテープ ハトメ⾦
具なし ４⽳（間隔︓４６、８０、
４６ｍｍ）又は６⽳７０ｍｍ

株式会社新宿なかそ 布製図面袋 M-12-0 30 280 株式会社愛進堂 株式会社新宿なかそ 布製図面袋 M-12-0 20 320 株式会社愛進堂 株式会社新宿なかそ 布製図面袋 M-12-0 50 320 株式会社愛進堂

1 ○ 36447 名刺ホルダー 冊
Ａ４ ヨコ入れ 替紙式 台紙枚数
２５枚以上 収容数５００名以上

コクヨ株式会社 名刺ホルダー替紙式A4縦
30⽳500名収容横入⻘ メイ-F355NB

40 1,280 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 名刺ホルダー替紙式A4縦
30⽳500名収容横入⻘ メイ-F355NB

10 1,336 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 名刺ホルダー替紙式A4縦
30⽳500名収容横入⻘ メイ-F355NB

10 1,329 株式会社ケーオウエイ

2 ○ 60453 名刺ホルダー 替 Ａ４ 包
Ａ４ ヨコ入れ（１包＝１０枚、１
枚＝２０名収容）

コクヨ株式会社 名刺ホルダー替紙A4・30
⽳(2・4⽳対応)用10枚200名収容 メイ-
398

60 385 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 名刺ホルダー替紙A4・30
⽳(2・4⽳対応)用10枚200名収容 メイ-
398

20 388 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 名刺ホルダー替紙A4・30
⽳(2・4⽳対応)用10枚200名収容 メイ-
398

20 386 株式会社ケーオウエイ

3 ○ 34657 クリヤーホルダー 透明 袋 Ａ４ 透明 再生材使用 ５枚入
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-1

1,320 184 株式会社加藤紙店
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-1

590 190 株式会社ケーオウエイ
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-1

760 189 株式会社ケーオウエイ

4 ○ 34690 クリヤーホルダー 赤 袋 Ａ４ 赤 ５枚入
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-3

70 184 株式会社加藤紙店
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-3

10 190 株式会社ケーオウエイ
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-3

30 189 株式会社ケーオウエイ

5 ○ 34703 クリヤーホルダー ⻩ 袋 Ａ４ ⻩ ５枚入
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-5

80 184 株式会社加藤紙店
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-5

10 190 株式会社ケーオウエイ
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-5

40 189 株式会社ケーオウエイ

6 ○ 34711 クリヤーホルダー 緑 袋 Ａ４ 緑 ５枚入
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-7

80 184 株式会社加藤紙店
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-7

10 190 株式会社ケーオウエイ
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-7

20 189 株式会社ケーオウエイ

7 ○ 34720 クリヤーホルダー ⻘ 袋 Ａ４ ⻘ ５枚入
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-20

100 184 株式会社加藤紙店
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-20

10 190 株式会社ケーオウエイ
株式会社リヒトラブ カラークリヤーホル
ダー F-78EC-20

20 189 株式会社ケーオウエイ

8 ○ 34665
クリヤーホルダー 透明 ２
⽳

袋 Ａ４ 透明 ２⽳ １０枚入
コクヨ株式会社 ファイリングホルダー(2
⽳あき)A4インデックスラベル付10枚透明
フ-GH750T(10枚を1単位とする。)

100 255 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 ファイリングホルダー(2
⽳あき)A4インデックスラベル付10枚透明
フ-GH750T(10枚を1単位とする。)

20 246 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 ファイリングホルダー(2
⽳あき)A4インデックスラベル付10枚透明
フ-GH750T(10枚を1単位とする。)

30 245 株式会社ケーオウエイ

9 ○ 34630 クリヤーブック 冊
Ａ４Ｓ型 ３０⽳ 最大収容枚数６
５枚程度 ポケット中紙付

株式会社キングジム クリアーファイル カ
ラーベース差し替え式 139

90 680 株式会社加藤紙店
株式会社キングジム クリアーファイル カ
ラーベース差し替え式 139

20 727 株式会社ケーオウエイ
株式会社キングジム クリアーファイル カ
ラーベース差し替え式 139

70 723 株式会社ケーオウエイ

10 ○ 34614 クリヤーブック 替紙 袋
Ａ４Ｓ型 丸⽳ ３０⽳ ポケット
中紙付（中紙が無いものは付属させ
ること）（１袋＝１０枚）

テージー株式会社 クリアポケットリ
フィール P-240-10

790 120 株式会社加藤紙店
テージー株式会社 クリアポケットリ
フィール P-240-10

220 143 株式会社ケーオウエイ
テージー株式会社 クリアポケットリ
フィール P-240-10

300 142 株式会社ケーオウエイ

10

11
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令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 G 文具２（筆記用具、ファイル、ファイル用品）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

本庁・東部地区 中部地区
用品コード 用 品 名 称 単位 規 格 （ 数 量 ）

⻄部地区
エコ調達

1 ○ 36986 仕切カード ５⼭ 冊 Ａ４Ｓ型 ２⽳ ５⼭ １０組入
コクヨ株式会社 カラー仕切カード(ファイ
ル用)5⼭⾒出し シキ-60(指定)

800 455 有限会社キタムラ
コクヨ株式会社 カラー仕切カード(ファイ
ル用)5⼭⾒出し シキ-60(指定)

110 524 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 カラー仕切カード(ファイ
ル用)5⼭⾒出し シキ-60(指定)

250 454 株式会社ケーオウエイ

2 ○ 60518 仕切カード １２⼭ 組 Ａ４Ｓ型 ２⽳ １２⼭
コクヨ株式会社 カラー仕切カード ファイ
ル用A4縦2⽳6色12⼭＋扉紙1組 シキ-
80N(指定)

820 195 有限会社キタムラ
コクヨ株式会社 カラー仕切カード ファイ
ル用A4縦2⽳6色12⼭＋扉紙1組 シキ-
80N(指定)

130 219 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 カラー仕切カード ファイ
ル用A4縦2⽳6色12⼭＋扉紙1組 シキ-
80N(指定)

350 194 株式会社ケーオウエイ

3 ○ 32360
リサイクルインデックス ⻘
⼩

パック
１８ｍｍ×２５ｍｍ ⻘（１パック
＝１１シート、１シート＝１６片）

コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 ⼩ 18Ｘ25mm ⻘ 176片入り タ-
E20NB(指定)

470 56 有限会社キタムラ
コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 ⼩ 18Ｘ25mm ⻘ 176片入り タ-
E20NB(指定)

140 65 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 ⼩ 18Ｘ25mm ⻘ 176片入り タ-
E20NB(指定)

190 58 株式会社ケーオウエイ

4 ○ 32352
リサイクルインデックス ⻘
中

パック
２３ｍｍ×２９ｍｍ ⻘（１パック
＝１０シート、１シート＝１２片）

コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 中 23Ｘ29mm ⻘ 120片入り タ-
E21NB(指定)

500 56 有限会社キタムラ
コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 中 23Ｘ29mm ⻘ 120片入り タ-
E21NB(指定)

110 65 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 中 23Ｘ29mm ⻘ 120片入り タ-
E21NB(指定)

190 58 株式会社ケーオウエイ

5 ○ 32344
リサイクルインデックス ⻘
大

パック
２７ｍｍ×３４ｍｍ ⻘（１パック
＝１０シート、１シート＝９片）

コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 大 27Ｘ34ｍｍ ⻘ 90片入り タ-
E22NB(指定)

320 56 有限会社キタムラ
コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 大 27Ｘ34ｍｍ ⻘ 90片入り タ-
E22NB(指定)

130 65 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 大 27Ｘ34ｍｍ ⻘ 90片入り タ-
E22NB(指定)

150 58 株式会社ケーオウエイ

6 ○ 32336
リサイクルインデックス 赤
⼩

パック
１８ｍｍ×２５ｍｍ 赤（１パック
＝１１シート、１シート＝１６片）

コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 ⼩ 18Ｘ25mm 赤 90片入り タ-
E20NR(指定)

260 56 有限会社キタムラ
コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 ⼩ 18Ｘ25mm 赤 90片入り タ-
E20NR(指定)

80 65 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 ⼩ 18Ｘ25mm 赤 90片入り タ-
E20NR(指定)

130 58 株式会社ケーオウエイ

7 ○ 32328
リサイクルインデックス 赤
中

パック
２３ｍｍ×２９ｍｍ 赤（１パック
＝１０シート、１シート＝１２片）

コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 中 23Ｘ29mm 赤 120片入り タ-
E21NR(指定)

410 56 有限会社キタムラ
コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 中 23Ｘ29mm 赤 120片入り タ-
E21NR(指定)

80 65 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 中 23Ｘ29mm 赤 120片入り タ-
E21NR(指定)

150 58 株式会社ケーオウエイ

8 ○ 32310
リサイクルインデックス 赤
大

パック
２７ｍｍ×３４ｍｍ 赤（１パック
＝１０シート、１シート＝９片）

コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 大 27Ｘ34ｍｍ 赤 90片入り タ-
E22NR(指定)

220 56 有限会社キタムラ
コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 大 27Ｘ34ｍｍ 赤 90片入り タ-
E22NR(指定)

70 65 株式会社愛進堂
コクヨ株式会社 タックインデックス再生
紙 大 27Ｘ34ｍｍ 赤 90片入り タ-
E22NR(指定)

110 58 株式会社ケーオウエイ

1 ○ 35041 フラットファイル ⻘ 包 Ａ４Ｓ型 ⻘ １０枚入
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ ⻘ フ-V10B(指
定)(10枚を1単位とする。)

620 330 ヲサカ文具店
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ ⻘ フ-V10B(指
定)(10枚を1単位とする。)

160 380 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ ⻘ フ-V10B(指
定)(10枚を1単位とする。)

220 378 有限会社宇⼭事務機

2 ○ 35042
フラットファイル ターコイ
ズブルー

包
Ａ４Ｓ型 ターコイズブルー セミ
ワイド表紙 １０枚入

コクヨ株式会社 フラットファイル
NEOSA4縦 15mmとじ ターコイズブルー
フ-NE10B(指定)(10枚を1単位とする。)

90 410 ヲサカ文具店
コクヨ株式会社 フラットファイル
NEOSA4縦 15mmとじ ターコイズブルー
フ-NE10B(指定)(10枚を1単位とする。)

30 454 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 フラットファイル
NEOSA4縦 15mmとじ ターコイズブルー
フ-NE10B(指定)(10枚を1単位とする。)

20 444 有限会社宇⼭事務機

3 ○ 35025 フラットファイル ⻩ 包 Ａ４Ｓ型 ⻩ １０枚入
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ ⻩ フ-V10Y(指
定)(10枚を1単位とする。)

560 330 ヲサカ文具店
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ ⻩ フ-V10Y(指
定)(10枚を1単位とする。)

170 380 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ ⻩ フ-V10Y(指
定)(10枚を1単位とする。)

220 378 有限会社宇⼭事務機

4 ○ 35033 フラットファイル 緑 包 Ａ４Ｓ型 緑 １０枚入
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ 緑 フ-V10G(指
定)(10枚を1単位とする。)

530 330 ヲサカ文具店
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ 緑 フ-V10G(指
定)(10枚を1単位とする。)

200 380 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ 緑 フ-V10G(指
定)(10枚を1単位とする。)

300 378 有限会社宇⼭事務機

5 ○ 35017 フラットファイル 桃 包 Ａ４Ｓ型 桃 １０枚入
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ ピンク フ-
V10P(指定)(10枚を1単位とする。)

490 330 ヲサカ文具店
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ ピンク フ-
V10P(指定)(10枚を1単位とする。)

130 380 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ ピンク フ-
V10P(指定)(10枚を1単位とする。)

260 378 有限会社宇⼭事務機

6 ○ 35049 フラットファイル グレー 包 Ａ４Ｓ型 グレー １０枚入
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ グレー フ-
V10M(指定)(10枚を1単位とする。)

140 330 ヲサカ文具店
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ グレー フ-
V10M(指定)(10枚を1単位とする。)

30 380 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 フラットファイルV樹脂製
とじ具A4縦 15mmとじ グレー フ-
V10M(指定)(10枚を1単位とする。)

30 378 有限会社宇⼭事務機

7 ○ 35092 フラットファイル 厚とじ 袋 Ａ４Ｓ型 厚とじ １０枚入
コクヨ株式会社 フラットファイルW樹脂
製とじ具 A4縦 25mmとじ ⻘ フ-
W10NB(指定)(10枚を1単位とする。)

210 575 ヲサカ文具店
コクヨ株式会社 フラットファイルW樹脂
製とじ具 A4縦 25mmとじ ⻘ フ-
W10NB(指定)(10枚を1単位とする。)

30 592 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 フラットファイルW樹脂
製とじ具 A4縦 25mmとじ ⻘ フ-
W10NB(指定)(10枚を1単位とする。)

30 580 有限会社宇⼭事務機

8 ○ 35093
フラットファイル 厚とじ
ターコイズブルー

袋
Ａ４Ｓ型 ターコイズブルー 厚と
じ セミワイド表紙 １０枚入

コクヨ株式会社 フラットファイル NEOS
厚とじA4縦 25mmとじ ターコイズブルー
フ-NEW10B(指定)(10枚を1単位とす
る。)

40 575 ヲサカ文具店

コクヨ株式会社 フラットファイル NEOS
厚とじA4縦 25mmとじ ターコイズブルー
フ-NEW10B(指定)(10枚を1単位とす
る。)

10 592 株式会社ケーオウエイ

コクヨ株式会社 フラットファイル NEOS
厚とじA4縦 25mmとじ ターコイズブルー
フ-NEW10B(指定)(10枚を1単位とす
る。)

10 574 有限会社宇⼭事務機
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令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 G 文具２（筆記用具、ファイル、ファイル用品）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

本庁・東部地区 中部地区
用品コード 用 品 名 称 単位 規 格 （ 数 量 ）

⻄部地区
エコ調達

1 ○ 35270 ノビルファイル紐 白 冊 Ａ４Ｓ型 紐付き 白 とじ具無
セキセイ株式会社 のび〜るファイル〈樹
脂ハトメ〉 AE-50HJ-70 白 (指定)

1,300 220 株式会社加藤紙店
セキセイ株式会社 のび〜るファイル〈樹
脂ハトメ〉 AE-50HJ-70 白 (指定)

540 226 株式会社ケーオウエイ
セキセイ株式会社 のび〜るファイル〈樹
脂ハトメ〉 AE-50HJ-70 白 (指定)

860 222 有限会社宇⼭事務機

2 ○ 30848 ノビルファイル紐 ⻘ 冊 Ａ４Ｓ型 紐付き ⻘ とじ具無
セキセイ株式会社 のび〜るファイル〈樹
脂ハトメ〉 AE-50HJ-10 ⻘ (指定)

20 220 株式会社加藤紙店
セキセイ株式会社 のび〜るファイル〈樹
脂ハトメ〉 AE-50HJ-10 ⻘ (指定)

10 226 株式会社ケーオウエイ
セキセイ株式会社 のび〜るファイル〈樹
脂ハトメ〉 AE-50HJ-10 ⻘ (指定)

200 222 有限会社宇⼭事務機

3 ○ 35386 ガバットファイル グレー 箱
Ａ４Ｓ型 とじ厚１０ｍｍ １０冊
入 グレー 間伐材使用

コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 グレー フ-VK90NM(指定)(10
冊を1単位とする。)

90 1,950 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 グレー フ-VK90NM(指定)(10
冊を1単位とする。)

40 2,139 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 グレー フ-VK90NM(指定)(10
冊を1単位とする。)

60 2,100 有限会社宇⼭事務機

4 ○ 30856 ガバットファイル ⻘ 箱
Ａ４Ｓ型 とじ厚１０ｍｍ １０冊
入 ⻘ 間伐材使用

コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 ⻘ フ-VK90NB(指定)(10冊を1
単位とする。)

20 1,950 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 ⻘ フ-VK90NB(指定)(10冊を1
単位とする。)

10 2,139 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 ⻘ フ-VK90NB(指定)(10冊を1
単位とする。)

20 2,100 有限会社宇⼭事務機

5 ○ 30857
ガバットファイル ターコイ
ズブルー

箱
Ａ４Ｓ型 とじ厚１０ｍｍ セミワ
イド表紙 １０冊入 ターコイズブ
ルー 間伐材使用

コクヨ株式会社 ガバットファイル＜NEOS
＞A4縦 ターコイズブルー フ-NE90B(指
定)(10冊を1単位とする。)

20 1,950 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 ガバットファイル＜NEOS
＞A4縦 ターコイズブルー フ-NE90B(指
定)(10冊を1単位とする。)

10 2,031 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 ガバットファイル＜NEOS
＞A4縦 ターコイズブルー フ-NE90B(指
定)(10冊を1単位とする。)

10 1,980 有限会社宇⼭事務機

6 ○ 30864 ガバットファイル 緑 箱
Ａ４Ｓ型 とじ厚１０ｍｍ １０冊
入 緑 間伐材使用

コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 緑 フ-VK90NG(指定)(10冊を1
単位とする。)

20 1,950 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 緑 フ-VK90NG(指定)(10冊を1
単位とする。)

10 2,139 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 緑 フ-VK90NG(指定)(10冊を1
単位とする。)

10 2,100 有限会社宇⼭事務機

7 ○ 30872 ガバットファイル 桃 箱
Ａ４Ｓ型 とじ厚１０ｍｍ １０冊
入 桃 間伐材使用

コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 ピンク フ-VK90NP(指定)(10
冊を1単位とする。)

20 1,950 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 ピンク フ-VK90NP(指定)(10
冊を1単位とする。)

10 2,139 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 ピンク フ-VK90NP(指定)(10
冊を1単位とする。)

20 2,100 有限会社宇⼭事務機

8 ○ 30880 ガバットファイル ⻩ 箱
Ａ４Ｓ型 とじ厚１０ｍｍ １０冊
入 ⻩ 間伐材使用

コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 ⻩ フ-VK90NY(指定)(10冊を1
単位とする。)

20 1,950 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 ⻩ フ-VK90NY(指定)(10冊を1
単位とする。)

10 2,139 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 ガバットファイル(間伐材
使用)A4縦 ⻩ フ-VK90NY(指定)(10冊を1
単位とする。)

10 2,100 有限会社宇⼭事務機

9 ○ 35378 ガバットファイル紐 グレー 箱
Ａ４Ｓ型 とじ厚１０ｍｍ １０冊
入 グレー 扉紐付き

コクヨ株式会社 ガバットファイルA4縦 紐
付 1〜100ｍｍとじ2⽳ グレー フ-
H90M(指定)(10冊を1単位とする。)

50 2,130 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 ガバットファイルA4縦 紐
付 1〜100ｍｍとじ2⽳ グレー フ-
H90M(指定)(10冊を1単位とする。)

20 2,155 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 ガバットファイルA4縦 紐
付 1〜100ｍｍとじ2⽳ グレー フ-
H90M(指定)(10冊を1単位とする。)

50 2,130 有限会社宇⼭事務機

10 ○ 30899 ガバットファイル紐 ⻘ 箱
Ａ４Ｓ型 とじ厚１０ｍｍ １０冊
入 ⻘ 扉紐付き

コクヨ株式会社 ガバットファイルA4縦 紐
付 1〜100ｍｍとじ2⽳ ⻘ フ-H90B(指
定)(10冊を1単位とする。)

20 2,130 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 ガバットファイルA4縦 紐
付 1〜100ｍｍとじ2⽳ ⻘ フ-H90B(指
定)(10冊を1単位とする。)

10 2,155 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 ガバットファイルA4縦 紐
付 1〜100ｍｍとじ2⽳ ⻘ フ-H90B(指
定)(10冊を1単位とする。)

10 2,130 有限会社宇⼭事務機

11 ○ 35351 レバーファイル 冊 Ａ４Ｓ型
コクヨ株式会社 レバーファイル MZ 色厚
板紙 A4縦 10mmとじ ⻘ フ-300NB(指
定)

190 240 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 レバーファイル MZ 色厚
板紙 A4縦 10mmとじ ⻘ フ-300NB(指
定)

30 231 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 レバーファイル MZ 色厚
板紙 A4縦 10mmとじ ⻘ フ-300NB(指
定)

150 229 有限会社宇⼭事務機

12 ○ 37001 Ｄリングファイル ２ｃｍ 冊 Ａ４Ｓ型 ２⽳ ２ｃｍ
コクヨ株式会社 Dリングファイル フ-
FD420NM(指定)

110 280 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 Dリングファイル フ-
FD420NM(指定)

30 276 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 Dリングファイル フ-
FD420NM(指定)

40 265 有限会社宇⼭事務機

13 ○ 36994 Ｄリングファイル ３ｃｍ 冊 Ａ４Ｓ型 ２⽳ ３ｃｍ
コクヨ株式会社 Dリングファイル フ-
FD430NM(指定)

180 295 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 Dリングファイル フ-
FD430NM(指定)

30 290 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 Dリングファイル フ-
FD430NM(指定)

50 281 有限会社宇⼭事務機

14 ○ 34525 板付書類ばさみ 箱
Ａ４Ｓ型 完全分別廃棄可能 １０
枚入

コクヨ株式会社 用箋挟B(クロス貼り)A4
⻑辺とじ ヨハ-23(10枚を1単位とする。)

40 2,220 株式会社加藤紙店
コクヨ株式会社 用箋挟B(クロス貼り)A4
⻑辺とじ ヨハ-23(10枚を1単位とする。)

10 2,279 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 用箋挟B(クロス貼り)A4
⻑辺とじ ヨハ-23(10枚を1単位とする。)

20 2,200 有限会社宇⼭事務機
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令和4年度一般用品一般競争入札結果一覧表

入札区分 G 文具２（筆記用具、ファイル、ファイル用品）
入札 内訳
番号 番号 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者 銘柄・品番 予定数量 契約単価 契約業者

本庁・東部地区 中部地区
用品コード 用 品 名 称 単位 規 格 （ 数 量 ）

⻄部地区
エコ調達

1 ○ 38040 チューブファイル ３ｃｍ 冊
Ａ４Ｓ型 ３ｃｍ 両開き 間伐材
使用

コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-RTK630NB(指
定)

1,090 460 株式会社エコービジネス

コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-RTK630NB(指
定)

160 473 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-RTK630NB(指
定)

300 470 有限会社宇⼭事務機

2 ○ 38032 チューブファイル ４ｃｍ 冊 Ａ４Ｓ型 ４ｃｍ 両開き
コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉A4縦 40mmとじ 2⽳⻘ フ-
RT640B(指定)

1,600 430 株式会社エコービジネス

コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉A4縦 40mmとじ 2⽳⻘ フ-
RT640B(指定)

220 439 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉A4縦 40mmとじ 2⽳⻘ フ-
RT640B(指定)

250 430 有限会社宇⼭事務機

3 ○ 38024 チューブファイル ５ｃｍ 冊
Ａ４Ｓ型 ５ｃｍ 両開き 間伐材
使用

コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-RTK650NB(指
定)

1,080 520 株式会社エコービジネス

コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-RTK650NB(指
定)

180 531 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-RTK650NB(指
定)

260 527 有限会社宇⼭事務機

4 ○ 38016 チューブファイル ６ｃｍ 冊
Ａ４Ｓ型 ６ｃｍ 両開き 間伐材
使用

コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-RTK660NB(指
定)

1,500 570 株式会社エコービジネス

コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-RTK660NB(指
定)

300 588 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-RTK660NB(指
定)

400 578 有限会社宇⼭事務機

5 ○ 61735 チューブファイル ７ｃｍ 冊 Ａ４Ｓ型 ７ｃｍ 両開き
コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉A4縦 70mmとじ 2⽳⻘ フ-
RT670B(指定)

460 480 株式会社エコービジネス

コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉A4縦 70mmとじ 2⽳⻘ フ-
RT670B(指定)

90 487 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉A4縦 70mmとじ 2⽳⻘ フ-
RT670B(指定)

90 477 有限会社宇⼭事務機

6 ○ 38083 チューブファイル ８ｃｍ 冊
Ａ４Ｓ型 ８ｃｍ 両開き 間伐材
使用

コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-RTK680NB(指
定)

1,290 600 株式会社エコービジネス

コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-RTK680NB(指
定)

180 614 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-RTK680NB(指
定)

440 607 有限会社宇⼭事務機

7 ○ 39110 チューブファイル ９ｃｍ 冊 Ａ４Ｓ型 ９ｃｍ 両開き
コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉A4縦 90mmとじ 2⽳⻘ フ-
RT690B(指定)

170 560 株式会社エコービジネス

コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉A4縦 90mmとじ 2⽳⻘ フ-
RT690B(指定)

70 557 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉A4縦 90mmとじ 2⽳⻘ フ-
RT690B(指定)

100 545 有限会社宇⼭事務機

8 ○ 39101 チューブファイル １０ｃｍ 冊
Ａ４Ｓ型 １０ｃｍ 両開き 間伐
材使用

コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-
RTK6100NB(指定)

1,040 680 株式会社エコービジネス

コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-
RTK6100NB(指定)

180 694 株式会社ケーオウエイ
コクヨ株式会社 チューブファイル〈エコ
ツインR〉(間伐材使用) フ-
RTK6100NB(指定)

330 685 有限会社宇⼭事務機
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