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81 角型二重米飯食缶 10個 沼田給食ｾﾝﾀｰ 日本調理機㈱ ¥378,000 平成29年6月2日

物  品  購  入  契  約  結  果  一  覧  （平成29年6月分）

82 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 5台 沼田小学校・利南東小学校 (株)戸部商会 ¥180,000 平成29年6月1日

83 片袖机 2台 升形小学校 (株)ナカムラ ¥133,600 平成29年6月1日

84 業務用掃除機 1台 利南幼稚園 (有)ｱｵｷﾃﾞﾝｷ ¥19,100 平成29年6月1日

85 電動裁断機 1台 利根中学校 (株)ナカムラ ¥326,592 平成29年6月1日

86 ﾒﾝﾃﾅﾝｽｷｯﾄ 1式 利根中学校 (株)ナカムラ ¥28,728 平成29年6月1日

87
窓開封筒(長３ｻｲｽﾞ相当)
(ﾃｰﾌﾟﾀｯｸ付き) 30000部 高齢福祉課 (有)新栄沼田ﾀｲﾌﾟ ¥152,280 平成29年6月5日

88 平成29年度予防接種予診票綴印刷 400冊 健康課 (有)利根印刷所 ¥59,400 平成29年6月5日88 平成29年度予防接種予診票綴印刷 400冊 健康課 (有)利根印刷所 ¥59,400 平成29年6月5日

89 電子ﾒﾄﾛﾉｰﾑ 1個 沼田東小学校 (有)小池楽器店 ¥14,952 平成29年6月6日

90
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ

2個 沼田東小学校 (株)戸部商会 ¥25,000 平成29年6月6日

91
作文指導用ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ(黒板)

1個 沼田東小学校 （有）青山堂 ¥20,100 平成29年6月6日91 1個 沼田東小学校 （有）青山堂 ¥20,100 平成29年6月6日

92
作文指導用ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ(黒板)

1個 沼田東小学校 （有）青山堂 ¥20,100 平成29年6月6日

93
国語ﾉｰﾄﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ(白板)

1個 沼田東小学校 （有）青山堂 ¥13,300 平成29年6月6日

94
ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ ｴﾌﾟｿﾝLP-M6000用ﾄﾅｰ
(ｼｱﾝ) 1個 沼田南中学校 (株)前橋大気堂 ¥13,820 平成29年6月6日(ｼｱﾝ)

95
ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ ｴﾌﾟｿﾝLP-M6000用ﾄﾅｰ
(ﾏｾﾞﾝﾀ) 1個 沼田南中学校 (株)前橋大気堂 ¥13,820 平成29年6月6日

96
ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ ｴﾌﾟｿﾝLP-M6000用ﾄﾅｰ
(ｲｴﾛｰ) 1個 沼田南中学校 (株)前橋大気堂 ¥13,820 平成29年6月6日

97 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 2台 利根保育園 (有)星野電器商会 ¥189,000 平成29年6月6日

98
ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ ｴﾌﾟｿﾝLP-M6000A用ﾄﾅｰ
(ﾌﾞﾗｯｸ) 1個 沼田東中学校 (株)前橋大気堂 ¥9,350 平成29年6月12日

99
ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ ｴﾌﾟｿﾝLP-M6000A用ﾄﾅｰ
(ｼｱﾝ) 1個 沼田東中学校 (株)前橋大気堂 ¥10,000 平成29年6月12日

100
ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ ｴﾌﾟｿﾝLP-M6000A用ﾄﾅｰ
(ﾏｾﾞﾝﾀ) 1個 沼田東中学校 (株)前橋大気堂 ¥10,000 平成29年6月12日

ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ ｴﾌﾟｿﾝLP-M6000A用ﾄﾅｰ
101

ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ ｴﾌﾟｿﾝLP-M6000A用ﾄﾅｰ
(ｲｴﾛｰ) 1個 沼田東中学校 (株)前橋大気堂 ¥10,000 平成29年6月12日
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102 ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ ｴﾌﾟｿﾝLP-M6000A用転写ユニット 1個 沼田東中学校 (株)前橋大気堂 ¥34,571 平成29年6月12日

103 平成28年度事務概要書 153部 総務課 (有)利根印刷所 ¥221,850 平成29年6月12日

ｽｸｰﾙﾊﾞｽ夏用ﾀｲﾔ
104

ｽｸｰﾙﾊﾞｽ夏用ﾀｲﾔ
(三菱ふそうローザ用　2台分) 12本 利根小学校 高橋ﾀｲﾔｰ工業(株) ¥151,200 平成29年6月13日

105 女子９人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾈｯﾄ 1張 市民体育館 (株)やまだや ¥23,890 平成29年6月14日

106 ﾊﾟﾜｰﾃﾞｽｸ6人用固定上下式(棚付) 1台 薄根小学校 (株)ナカムラ ¥37,800 平成29年6月14日

107 デジタルピアノ 2台 白沢保育園 (株)戸部商会 ¥139,800 平成29年6月15日107 デジタルピアノ 2台 白沢保育園 (株)戸部商会 ¥139,800 平成29年6月15日

108 ﾌﾟｰﾙｺｰｽﾛｰﾌﾟ 1本 多那小学校 (有)キタノスポーツ ¥19,300 平成29年6月15日

109
ベルトグラインダー
BG-100 1台 池田中学校 (株)カナイヤ ¥125,850 平成29年6月15日

110 LPガス用警報器 6個 川田小学校 ㈲田村燃料商会 ¥32,400 平成29年6月20日110 LPガス用警報器 6個 川田小学校 ㈲田村燃料商会 ¥32,400 平成29年6月20日

111 ﾄﾞｰﾑﾃﾝﾄ　６人用 2張 観光交流課 合資会社　笠間ﾃﾝﾄ本店 ¥123,000 平成29年6月19日

112
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機用
製版用ﾏｽﾀｰ 5箱 白沢小学校 (株)戸部商会 ¥71,500 平成29年6月19日

113
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機用
黒ｲﾝｸ 10袋 白沢小学校 (株)戸部商会 ¥29,000 平成29年6月19日黒ｲﾝｸ

114 実物投影機 1台 沼田中学校 (株)戸部商会 ¥59,400 平成29年6月21日

115 夏の青少年健全育成運動ﾁﾗｼ印刷 21,000部 市民ﾎｰﾙ及び各支所 (有)利根印刷所 ¥54,390 平成29年6月22日

116
ﾉｰﾏﾙﾀｲﾔ
ｽﾊﾞﾙ・ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ(乗用) 4本 健康課 沼田ﾀｲﾔ商会 ¥17,360 平成29年6月27日

117
ﾉｰﾏﾙﾀｲﾔ
ｽｽﾞｷ・ｱﾙﾄ(乗用) 4本 健康課 沼田ﾀｲﾔ商会 ¥14,000 平成29年6月27日

118 消防団本部指令車 1台 防災対策課 (株)大栄自動車 ¥6,002,010 平成29年6月28日

119 小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付積載車(車両) 5台 防災対策課 (株)金子自動車 ¥15,503,400 平成29年6月28日

120 小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ付積載車(艤装･小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ) 5台 防災対策課 (株)佐藤工業所 ¥47,088,000 平成29年6月28日

121 発電機 10台 防災対策課 (株)ミヤマエンジニアリング ¥1,263,600 平成29年6月28日

122 軽自動車(ﾊﾞﾝﾀｲﾌﾟ) 1台 上下水道課 (株)大栄自動車 ¥887,074 平成29年6月28日


