
No. 品　　　　名 数　量 納品場所又は担当課 契　　約　　業　　者 契約金額 採用年月日 備　　　考

1

長30封筒(小封筒)

後納押印有

172束 発注各課 (有)利根印刷所 ¥72,240 平成29年4月1日

2

長30封筒(小封筒)

後納押印無

9束 発注各課 (有)利根印刷所 ¥3,780 平成29年4月1日

3

長3封筒(中封筒)

後納押印有

225束 発注各課 (有)利根印刷所 ¥85,050 平成29年4月1日

4

長3封筒(中封筒）

後納押印無

27束 発注各課 (有)利根印刷所 ¥10,206 平成29年4月1日

5

角2封筒(特大封筒)

後納押印有

131束 発注各課 (有)利根印刷所 ¥106,110 平成29年4月1日

6

角2封筒(特大封筒)

後納押印無

56束 発注各課 (有)利根印刷所 ¥45,360 平成29年4月1日

7

ﾌｧｲﾙﾎﾞｯｸｽ

FS<Dﾀｲﾌﾟ>

240個 発注各課 (株)ナカムラ ¥54,240 平成29年4月1日

8

1/2ｶｯﾄﾌｫﾙﾀﾞｰ

左

400冊 発注各課 (株)ナカムラ ¥23,200 平成29年4月1日

9

1/2ｶｯﾄﾌｫﾙﾀﾞｰ

右

560冊 発注各課 (株)ナカムラ ¥32,480 平成29年4月1日

10

ﾌｧｲﾙﾎﾞｯｸｽ

FS<Eﾀｲﾌﾟ>

230個 発注各課 (株)ナカムラ ¥51,980 平成29年4月1日

11

A4ｼﾞｬｽﾌｫﾙﾀﾞｰ

(Eﾀｲﾌﾟ)

530冊 発注各課 (株)ナカムラ ¥30,740 平成29年4月1日

12

灯油(ﾎﾟﾘﾀﾝｸ 沼田・白沢地区)

第1四半期・100ℓあたり

発注数量 各施設 樋口石油（株） ¥6,091 平成29年4月1日

13

灯油(ﾎﾟﾘﾀﾝｸ 利根地区)

第1四半期・100ℓあたり

発注数量 各施設 樋口石油（株） ¥6,091 平成29年4月1日

14

灯油(2,000ℓ未満 沼田・白沢地区)

第1四半期・100ℓあたり

発注数量 各施設 利根沼田農業協同組合 ¥5,853 平成29年4月1日

15

灯油(2,000ℓ未満 利根地区)

第1四半期・100ℓあたり

発注数量 各施設 利根沼田農業協同組合 ¥5,853 平成29年4月1日

16

灯油(2,000ℓ以上 沼田・白沢地区)

第1四半期・100ℓあたり

発注数量 各施設 利根沼田農業協同組合 ¥5,745 平成29年4月1日

17

灯油(2,000ℓ以上 利根地区)

第1四半期・100ℓあたり

発注数量 各施設 利根沼田農業協同組合 ¥5,745 平成29年4月1日

18

Ａ重油(沼田・白沢地区)

第1四半期・100ℓあたり

発注数量 各施設 利根沼田農業協同組合 ¥5,626 平成29年4月1日

19

Ａ重油(利根地区)

第1四半期・100ℓあたり

発注数量 各施設 利根沼田農業協同組合 ¥5,626 平成29年4月1日

20

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸﾞ

（PC対応)

79個 利根沼田文化会館(小ﾎｰﾙ前) （株）戸部商会 ¥107,440 平成29年4月1日
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21 ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ 78本 利根沼田文化会館(小ﾎｰﾙ前) (株)ナカムラ ¥111,618 平成29年4月1日

22

木製軽量額縁

金ﾗｯｸ JIS A3判

78個 利根沼田文化会館(小ﾎｰﾙ前) (株)ナカムラ ¥75,660 平成29年4月1日

23 乳児用ﾃｰﾌﾞﾙ 1台 白沢保育園 (株)戸部商会 ¥41,000 平成29年4月10日

24

音楽ﾚｯｽﾝﾏｽﾀｰ

(ｱﾝﾌﾟ･ｽﾋﾟｰｶｰ内蔵)

1台 白沢小学校 (有)青山堂 ¥66,000 平成29年4月12日

25

振動ドリル

750W(high power motor)
1台 白沢小(職員室) 沼田工器 ¥16,800 平成29年4月13日

26

卓上煮沸消毒器

ﾊﾟｲﾌﾟﾋｰﾀｰ式

(ｽﾃﾝﾚｽ製,ﾌﾟﾚｽ加工,中皿付)

1台 沼田小学校 (株)戸部商会 ¥50,000 平成29年4月13日

27 ﾈｯﾄﾜｰｸ対応ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 1台 秘書課 (株)戸部商会 ¥20,370 平成29年4月17日

28 第19回「柳波賞」ﾎﾟｽﾀｰ 400枚 社会教育課 啓文社印刷(有) ¥47,800 平成29年4月18日

29 第19回「柳波賞」ﾁﾗｼ 20,000枚 社会教育課 啓文社印刷(有) ¥67,990 平成29年4月18日

30

ｵｰｼﾞｵﾒｰﾀｰ

日本医療器研究所NCA-1

1台 沼田東小学校 (株)戸部商会 ¥111,000 平成29年4月18日

31 LEDﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ照明灯　ﾔｶﾞﾐLX-02 2台 薄根中学校 (株)やまだや ¥89,960 平成29年4月18日

32

ｵｰｼﾞｵﾒｰﾀｰ

日本医療器研究所NCA-1

1台 沼田西中学校 (株)戸部商会 ¥111,000 平成29年4月18日

33

ｴﾘｯｸ・ｶｰﾙの

大きな絵本ｾｯﾄ

1ｾｯﾄ 利南東小学校 (株)やまだや ¥20,780 平成29年4月18日

34

世界の名作

大きな絵本ｾｯﾄ Bｾｯﾄ

1ｾｯﾄ 利南東小学校 (株)やまだや ¥20,800 平成29年4月18日

35 ｽﾏｰﾄ液晶視力計(架台ｾｯﾄ) 1台 升形小学校 (有)青山堂 ¥101,000 平成29年4月18日

36 <軽量ｱﾙﾐ>英語四線白板　小 2枚 利南東小学校 (株)戸部商会 ¥30,400 平成29年4月18日

37

封筒長30窓枠封筒

(緑色1色刷り 区間特別郵便　あり)
5,500枚 子ども課 (有)新栄沼田タイプ印刷 ¥39,798 平成29年4月19日

38

封筒長30窓枠封筒

(緑色1色刷り 区内特別郵便　なし)

1,500枚 子ども課 (有)新栄沼田タイプ印刷 ¥10,854 平成29年4月19日

39

封筒長30窓枠封筒

(緑色1色刷り 区間特別郵便　あり)
4,000枚 子ども課 (有)新栄沼田タイプ印刷 ¥28,944 平成29年4月19日

40

<方眼>学習用黒板

Lｼﾘｰｽﾞ

ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ製

1枚 池田小学校 (株)戸部商会 ¥17,450 平成29年4月20日

41 作文指導用ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ黒板 1枚 池田小学校 (有)青山堂 ¥19,600 平成29年4月20日
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42 ｺｰﾄﾞﾚｽｸﾘｰﾅｰ　ｼﾞｪｯﾄｻｲｸﾛﾝJ 1台 池田小学校 (株)たけのうち電器 ¥11,016 平成29年4月20日

43 手洗いﾁｪｯｶｰLED 1台 池田小学校 (株)たけのうち電器 ¥16,524 平成29年4月20日

44 電源装置(周波数可変型) 1個 沼田東中学校 (株)ナカムラ ¥51,300 平成29年4月20日

45 ｼｽﾃﾑｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ　SAｾｯﾄ 1組 沼田東小学校 (有)キタノスポーツ ¥28,740 平成29年4月21日

46

握力計　ｴﾊﾞﾆｭｰ

（体力測定器具）

2個 薄根中学校 (有)キタノスポーツ ¥37,700 平成29年4月21日

47

環境啓発イベント

「環境ﾌｫｰﾗﾑ沼田」

PR用ﾁﾗｼ

21000枚 環境課 啓文社印刷(有) ¥62,580 平成29年4月21日

48

ﾉｰﾏﾙﾀｲﾔ

ﾄﾖﾀ・ﾌﾟﾘｳｽ

(乗用)

（白沢支所）

4本 白沢支所 高橋ﾀｲﾔｰ工業(株) ¥29,600 平成29年4月26日

49

ﾉｰﾏﾙﾀｲﾔ

ﾎﾝﾀﾞﾌｨｯﾄ(乗用)

（白沢支所）

4本 白沢支所 高橋ﾀｲﾔｰ工業(株) ¥33,600 平成29年4月26日

50 業務用IH炊飯器 1台 ぬまた南保育園(給食室) 明光電化ｾﾝﾀｰ(株) ¥79,600 平成29年4月27日

51

岩崎電気　ｱｲﾏﾙﾁﾒﾀﾙﾗﾝﾌﾟ

MF1000A／BUH

6個 市民体育館 (有)小菅電気商会 ¥62,664 平成29年4月27日

52

エスロン巻き尺

１００ｍ

1個 多那小学校 (株)ナカムラ ¥10,800 平成29年4月27日

53

ｼｽﾃﾑｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ

ﾌﾟﾘﾝﾀ一体型

1台 多那中学校 (株)やまだや ¥27,920 平成29年4月27日

54

NEW HORIZON English Course ﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞ

１～３年の全セット

全３セット 沼田西中学校 (株)やまだや ¥72,900 平成29年4月27日

55

NEW HORIZON English Course ﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞ

２年

1個 利根中学校 (株)やまだや ¥24,300 平成29年4月27日

56 最新歴史年表ﾊﾟﾈﾙ版 1式 利根中学校 (株)戸部商会 ¥32,800 平成29年4月27日

57

ガソリン軽貨物車

(ﾊﾞﾝ）ﾊｲﾙｰﾌ

１台 生活課(東庁舎駐車場) （株）金子自動車 ¥1,083,240 平成29年4月27日

58 小型乗用車(ハイブリッド型) ２台 高齢福祉課 （株）金子自動車 ¥2,812,320 平成29年4月27日

59

ガソリン軽貨物車

(ﾊﾞﾝ）ﾊｲﾙｰﾌ

１台 スポーツ振興課(沼田市民体育館) （株）大栄自動車 ¥941,166 平成29年4月27日

60

8人乗り普通乗用車

(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｏｒｸﾘｰﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）

１台 財政課 （有）大竹自動車整備工場 ¥2,697,111 平成29年4月27日

61 普通乗用車 １台

高齢福祉課(ふれあい福祉ｾﾝﾀｰ駐

車場)

（有）大竹自動車整備工場 ¥3,017,028 平成29年4月27日
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62 軽自動車 ２台 税務課 （株）金子自動車 ¥1,643,760 平成29年4月27日

63 封筒 108×160 5000枚 上下水道課 (株)新生孔版 ¥48,000 平成29年4月28日


