令和2年度入札等結果（物品）
№

件名

契約方法

落札業者

1 小学校教師用指導書

特命随意契約 （有）宮川春光堂本店

2 小学校教師用指導書

契約金額

※設計金額200万円以上のものを掲載
入札日
備考

7,198,510 円

令和2年4月3日

特命随意契約 （株）徴古堂

15,375,140 円

令和2年4月3日

3 小学校教師用指導書

特命随意契約 （有）朗月堂

12,317,470 円

令和2年4月3日

4 小学校教師用指導書

特命随意契約 （株）柳正堂書店

17,176,610 円

令和2年4月3日

5 小学校教師用指導書

特命随意契約 （株）柳正堂書店

17,385,170 円

令和2年4月3日

@10,000.00円

令和2年4月3日

6

ＩＣカード ＰＡＳＭＯ
【単価契約】

特命随意契約 山梨交通（株）

7

甲府市議会だより
【単価契約】

指名競争入札 （株）ヨネヤ

8

小中学校印刷機消耗品
【単価契約】

指名競争入札 アルプス事務機（有）

9

小中学校印刷機消耗品
【単価契約】

指名競争入札 アルプス事務機（有）

10

小中学校印刷機消耗品
【単価契約】

指名競争入札 アルプス事務機（有）

11

小中学校印刷機消耗品
【単価契約】

指名競争入札 アルプス事務機（有）

12

小中学校印刷機消耗品
【単価契約】

指名競争入札 アルプス事務機（有）

@35,750.00円

指名競争入札 （株）フジコー

@28,600.00円

13 プリンタートナー・マスターセット

（予定数量 742）

@26.95円
（予定数量 313,600）

@2,893.00円
（予定数量 1,192）

@3,190.00円
（予定数量 1,075）

@7,304.00円
（予定数量 789）

@8,800.00円
（予定数量 742）

（予定数量 70）

（予定数量 386）

令和2年4月7日
令和2年4月7日
令和2年4月7日
令和2年4月7日
令和2年4月7日
令和2年4月7日
令和2年4月7日

令和2年度入札等結果（物品）
№

件名

契約方法

落札業者

契約金額

※設計金額200万円以上のものを掲載
入札日
備考

14 小学校プール用薬品

指名競争入札 （株）アセラ

2,412,344 円

令和2年4月22日

15 マスク

特命随意契約 （株）クスリのサンロード

7,224,000 円

令和2年5月1日

16 炭化水素自動測定機

一般競争入札 アズサイエンス（株）甲府営業所

2,519,000 円

令和2年7月9日

17 小学校教師用指導書

特命随意契約 （株）柳正堂書店

4,157,340 円

令和2年7月17日

18 車椅子式入浴装置修繕

一般競争入札 豊前医化（株）営業本部

6,129,046 円

令和2年8月6日

19 空気清浄機

一般競争入札 （株）望月電気

1,121,670 円

令和2年8月7日

20 プログラミング学習セット

一般競争入札 （株）正文堂

7,099,290 円

令和2年8月7日

①：@39.38円
②：@43.56円

令和2年9月14日

広報誌（令和2年11月号～令和3年4月号）
21 【複数単価契約 ①：28ページ、②：32ページ】 見積合せ
(予定数量 ①：316,000部、②：158,000部)

（株）峡南堂印刷所

22 小学校給食室備品移動台（ドライ用）他

一般競争入札 共信冷熱（株）

4,779,500 円

令和2年9月30日

23 小学校児童用机・椅子

一般競争入札 （株）フジコー

5,362,500 円

令和2年9月30日

24 小学校家庭科室調理台

一般競争入札 （株）フジコー

7,150,000 円

令和2年10月9日

25 小学校理科室実験台

一般競争入札 （株）マルアイ産機

2,882,000 円

令和2年10月9日

26 感染症患者移送用車両

一般競争入札 日産プリンス山梨販売（株）

5,026,955 円

令和2年10月19日

令和2年度入札等結果（物品）
№

件名

契約方法

落札業者

27 学習用1人１台端末（各小中学校）

特命随意契約 （株）ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍ

28 ドーム型サーマルカメラ他

契約金額

※設計金額200万円以上のものを掲載
入札日
備考

570,694,080 円

令和2年11月16日

一般競争入札 （株）サンテレコム

4,730,000 円

令和2年11月19日

29 スポットクーラー（朝日小学校 外１３校）

一般競争入札 鶴田電気（株）

8,470,000 円

令和2年12月7日

30 スポットクーラー（東小学校 外１０校）

一般競争入札 （株）大成電気

8,638,850 円

令和2年12月7日

31 スポットクーラー（東中学校 外１２校）

一般競争入札 古屋電機（株）

7,458,000 円

令和2年12月7日

32 手指消毒用アルコール

一般競争入札 （株）オオキ

1,116,588 円

令和2年12月7日

33 ペーパータオル

一般競争入札 （有）山本荒物店

939,400 円

令和2年12月7日

3,080,000 円

令和2年12月18日

34

ドーム型サーマルカメラ他（本庁舎・南庁舎・西
指名競争入札 昭和総合警備保障（株）
庁舎設置用等）

35 ドーム型サーマルカメラ他（各施設設置用等）

指名競争入札 （株）フジコー

2,618,000 円

令和2年12月18日

36 Ｗｅｂ会議用パソコン及び周辺機器

一般競争入札 （株）ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍ

6,600,000 円

令和3年1月8日

37 防災備蓄用食糧（ライスクッキー）

一般競争入札 （株）岡島

3,805,446 円

令和3年1月8日

38 議事録ＡＩ用オーディオ機器

一般競争入札 （株）ライフインナカゴミ

1,533,356 円

令和3年1月8日

39 便座除菌クリーナー

一般競争入札 （有）山本荒物店

1,921,920 円

令和3年1月8日

令和2年度入札等結果（物品）
№

件名

契約方法

落札業者

契約金額

※設計金額200万円以上のものを掲載
入札日
備考

40 アクリルパーテーション

一般競争入札 （株）フジコー

2,508,000 円

令和3年1月26日

41 手洗い石鹸液

一般競争入札 （株）オオキ

2,280,850 円

令和3年1月26日

42 手指消毒用アルコール（１Ｌ）

一般競争入札 （株）オオキ

1,722,600 円

令和3年1月26日

43 非常用備蓄食糧（アルファ米）

一般競争入札 （株）マルモ

2,046,448 円

令和3年1月26日

44 小学校新一年生分給食用食器

一般競争入札 清水食器（株）

2,663,507 円

令和3年1月26日

45 甲府市民健康ガイド

指名競争入札 (株)内田印刷所

3,600,520 円

令和3年1月27日

46 るるぶ特別編集甲府（日英版・日仏版）増刷

特命随意契約 (株)ＪＴＢパブリッシング

4,587,000 円

令和3年2月16日

47 手指消毒用アルコール（5Ｌ）

一般競争入札 （株）オオキ

7,260,000 円

令和3年2月18日

48 家庭学習用通信機器（ルーター）

一般競争入札 (株)フジコー

7,040,000 円

令和3年2月18日

49 消毒用アルコール

一般競争入札 秋山陶器店

2,127,060 円

令和3年2月18日

50 図書除菌機

特命随意契約 (株)図書館流通センター

2,530,000 円

令和3年3月2日

51 甲府市観光パンフレット

特命随意契約 グローバルデザイン(株)山梨オフィス

2,846,690 円

令和3年3月4日

①：@40.7円
②：@45.1円

令和3年3月18日

広報誌（令和3年5月号～令和3年10月号）
52 【複数単価契約 ①：28ページ、②：32ページ】 見積合せ
(予定数量 ①：316,000部、②：158,000部)

（株）ヨネヤ

