
平成29年度　障害者雇用認定事業者への発注実績

【入札・オープンカウンタ】
ＮＯ 区分 件名

1 業務委託 中央環境センターほか庁舎定期清掃業務委託

2 業務委託 学校等飲料水貯水槽清掃委託（北部）

3 物品調達 新生児聴覚検査同意書兼受診（結果）票印刷（こども健康課）

4 物品調達 母子健康手帳別冊印刷（こども健康課）

5 物品調達 母子健康手帳別冊印刷（こども健康課）

6 物品調達 長崎市子育てガイドブック印刷（子育て支援課）

7 物品調達 長崎市赤ちゃんの駅ステッカー購入（子育て支援課）

8 物品調達 窓付封筒（都市計画課）

9 物品調達 返信用封筒（都市経営室）

10 物品調達 所管外学校入学届印刷(学校教育課)

11 物品調達 恐竜化石発見リーフレット印刷（生涯学習課）

12 物品調達 平成30年度PTA活動の手引き印刷（生涯学習課）

13 物品調達 窓付封筒（援護課）

14 物品調達 長崎市にお住まいの被爆者の方へお知らせ印刷（援護課）

15 物品調達 被爆二世無料健康診断受診申込書（平成30年度）ほか印刷（援護課）

16 物品調達 平成30年度被爆二世健康診断ポスター印刷（援護課）

17 物品調達 国民健康保険税のあらまし印刷（国民健康保険課）

18 物品調達 国民健康保険税減免承認・不承認通知書印刷（国民健康保険課）

19 物品調達 窓付封筒（所得照会用封筒）（国民健康保険課）

20 物品調達 犬鑑札・狂犬病予防注射済票用窓付き封筒（動物管理センター）

21 物品調達 診療録印刷(野母崎診療所）

22 物品調達 口座振替納付（変更・取消）申込書ほか印刷（スポーツ振興課）

23 物品調達 返信用封筒（差出期限付料金受取人払封筒）（ふるさと納税推進室）

24 物品調達 長崎市勤労者サービスセンター経営状況説明書ほか印刷（産業雇用政策課）

25 物品調達 救急車適正利用啓発ポスター印刷（警防課）

26 物品調達 料金後納郵便物差出票印刷（生活福祉1課）

27 物品調達 コンビニ交付周知用チラシ印刷（中央地域センター）

28 物品調達 口座促進チラシ印刷（介護保険課）

29 物品調達 窓付き封筒（アラビア糊）（介護保険課）

30 物品調達 窓付き封筒（介護保険課）

31 物品調達 窓付き封筒（介護保険課）

32 物品調達 窓付き封筒（介護保険課）

33 物品調達 長崎市シルバー作品展名簿印刷（高齢者すこやか支援課）

34 物品調達 長３封筒（障害福祉課）

35 物品調達 出島リーフレット（英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語）印刷（出島復元整備室）

36 物品調達 出島リーフレット（中国語（繁体字））印刷（出島復元整備室）

37 物品調達 出島リーフレット（中国語（繁体字）、韓国語）印刷（出島復元整備室）

38 物品調達 封筒（普徴用・当初）（市民税課）

39 物品調達 平成30年度口座促進チラシ（市・県民税用）印刷（市民税課）

40 物品調達 法人市民税申告書送付用窓付封筒（市民税課）

41 物品調達 償却資産申告書発送用封筒（資産税課）
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平成29年度　障害者雇用認定事業者への発注実績

【自所属発注分・業務委託】
ＮＯ 業種 件名

1 樹木管理・剪定、草花管理、除草 旧高浜・旧脇岬小学校跡地除草等業務委託

2 樹木管理・剪定、草花管理、除草 市庁舎周辺除草等業務委託

3 樹木管理・剪定、草花管理、除草 西山台ほか市有地除草等業務委託

4 警備（機械） さんとぴあ21機械警備業務委託

5 警備（機械） 長崎市金屋町別館機械警備業務委託

6 一般印刷
平成29年度長崎市人権問題講演会の
ポスターデザイン及び印刷業務委託

7 製本 平和宣言文蛇腹折り作成業務委託

8 空調機器・設備 冷暖房及び給湯設備定期点検業務委託

9 保守(貯水槽･衛生・濾過設備） 旧クリーンセンター貯水槽清掃業務委託

10 保守（空調･冷凍設備） 東工場冷凍機等保守点検業務委託

11 保守(ボイラー) 東工場予備ボイラー点検整備業務委託

12 建物清掃 多目的トイレ（十善寺地区）清掃業務委託

13 樹木管理・剪定、草花管理、除草 立山地区除草業務委託

14 建物清掃 東長崎区画土地整理事務所清掃業務委託

15 有害動物・害虫の駆除、消毒・殺菌 害虫駆除（蜂）業務委託

16 有害動物・害虫の駆除、消毒・殺菌 害虫駆除（蜂）業務委託

17 事務機器 出津地区公民館電子複写機賃貸借（保守料分）

18 事務機器 外海公民館電子複写機賃貸借料（保守料分）

19 事務機器
黒崎地区公民館、池島地区公民館電子複写機
賃貸借料（保守料分）

20 事務機器 外海子ども博物館電子複写機賃貸借料（保守料分）

21 印刷製本 景観専門監成果集作成業務委託

22 有害動物・害虫の駆除、消毒・殺菌 害虫駆除（蜂）業務委託

23 施設の維持・運転管理業務 井戸水配管設置業務委託（伊良林小学校）

24 刊行物編集･発行 人権啓発リーフレット作成業務委託
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平成29年度　障害者雇用認定事業者への発注実績

【自所属発注分・賃貸借】
ＮＯ 業種 件名

1 その他の役務 韓国　慶北大学訪問団の受け入れに係る会場借上料

2 その他の役務 わがまちみらいマネジメント講座に係る会場借上料

3 事務機器 出津地区公民館電子複写機賃貸借

4 事務機器 外海公民館電子複写機賃貸借

5 事務機器 黒崎地区公民館、池島地区公民館電子複写機賃貸借

6 事務機器 外海子ども博物館電子複写機賃貸借

7 事務機器 電子複写機賃貸借（外海公民館）

8 事務機器 電子複写機賃貸借（黒崎地区公民館）
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【自所属発注分・物品購入】
ＮＯ 業種 件名

1 ＯＡサプライ ＥＴカートリッジ

2 ＯＡサプライ FAX用インクフィルム

3 ＯＡサプライ ＲＪ−４５用中継アダプタ等購入

4 ＯＡサプライ アルカリ乾電池、OAタップ

5 ＯＡサプライ アルコールチェッカー

6 ＯＡサプライ インクカートリッジ

7 ＯＡサプライ インクカートリッジ

8 ＯＡサプライ インクカートリッジ

9 ＯＡサプライ インクカートリッジ購入

10 ＯＡサプライ インクカートリッジほか

11 ＯＡサプライ 感熱ロールペーパー

12 ＯＡサプライ コピーペーパー購入

13 ＯＡサプライ 収納ケース　他

14 ＯＡサプライ トナーカートリッジ

15 ＯＡサプライ トナーカートリッジ購入

16 ＯＡサプライ トナーカートリッジ購入

17 ＯＡサプライ トナーカートリッジ購入

18 ＯＡサプライ トナーカートリッジ購入

19 ＯＡサプライ トナーカットリッジ各色

20 ＯＡサプライ ファックス用インクフィルム

21 ＯＡサプライ フォルダーラベル購入

22 ＯＡサプライ プリンタートナー

23 ＯＡサプライ リソーマスターＦタイプＡＥ　外購入

24 ＯＡサプライ リソグラフ　ＲＥインクＺタイプ購入

25 ＯＡサプライ リソグラフ　ＲＥインクＺタイプ購入

26 ＯＡサプライ リソグラフ　ＲＥインクＺタイプ購入

27 ＯＡサプライ リソグラフ　ＲＥインクＺタイプ購入

28 ＯＡサプライ リソグラフ　ＲＥインクＺタイプ購入

29 ＯＡサプライ リソグラフ　ＲＥインクＺタイプ購入

30 ＯＡサプライ リソグラフ　ＲＥインクＺタイプ購入

31 ＯＡサプライ リソグラフ　ＲＥマスター・ＲＥインク購入

32 ＯＡサプライ リソグラフ　ＲＥマスターＺタイプ購入

33 ＯＡサプライ リソグラフ　ＲＥマスターＺタイプ購入

34 ＯＡサプライ リソグラフ　ＲＥマスターＺタイプ購入

35 ＯＡサプライ リソグラフ　ＲＥマスターＺタイプ購入

36 ＯＡサプライ リソグラフ印刷機インク

37 ＯＡサプライ ワゴンモール等購入

38 ＯＡサプライ ワゴンモール等購入

39 ＯＡサプライ 感熱ロールペーパー

40 ＯＡサプライ 原爆資料館施設維持管理に係る消耗品

41 ＯＡサプライ 事務用消耗品（ラミネートテープ等）購入

42 ＯＡサプライ 大型公民館消耗品（滑石）インク

43 ＯＡサプライ 大型公民館消耗品（滑石）マスター

44 ＯＡサプライ 大型公民館消耗品（東）インク等

45 ＯＡサプライ 大型公民館消耗品（東）輪転機インク等

46 ＯＡサプライ 大型公民館消耗品（南）インク等

47 ＯＡサプライ 大型公民館消耗品（北）輪転機マスター他

平成29年度　障害者雇用認定事業者への発注実績
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【自所属発注分・物品購入】
ＮＯ 業種 件名

平成29年度　障害者雇用認定事業者への発注実績

48 ＯＡサプライ 地区公民館消耗品（土井首）ＲＩＳＯインク他

49 ＯＡサプライ 地区公民館消耗品（日見）ＲＩＳＯインク

50 ＯＡサプライ 地区公民館消耗品（日見）ＲＩＳＯマスターＤタイプ

51 ＯＡサプライ 地区公民館消耗品（茂木）ＲＩＳＯインク

52 ＯＡサプライ 地区公民館消耗品（茂木）ＲＩＳＯインク

53 医療材料 医薬材料費（プリンターペーパー№１６　０４８１４９ＨＢＰーＰＡＰＥＲーＮＯ１６　１０巻　箱）

54 医療材料 医療用衛生材料（単契外　プレスネット　５号）購入

55 医療材料 医療用衛生材料費（医療用消耗品　ＧＢⅡ気管切開チューブ　ほか）購入

56 医療材料 医療用衛生材料費（医療用消耗品　アイピット）購入

57 医療材料 医療用衛生材料費（医療用消耗品　ネラトンカテー１２ＦＲ　ほか）購入

58 医療材料 医療用衛生材料費（医療用消耗品　ネラトンカテー１２ＦＲ　ほか）購入

59 医療材料 医療用衛生材料費（医療用消耗品　ペンニードル３２Ｇテーパー）購入

60 医療材料 医療用衛生材料費（医療用消耗品　精製水　ほか）購入

61 医療材料 医療用衛生材料費（医療用消耗品　精製水）購入

62 医療材料 医療用衛生材料費（医療用消耗品　精製水）購入

63 医療材料 医療用衛生材料費（医療用消耗品　精製水）購入

64 医療材料 医療用消耗器材費（医療用消耗品　ＭＩＣ−Ｇチューブ）購入

65 医療材料 医療用消耗器材費（医療用消耗品　ＭＩＣ−Ｇチューブ）購入

66 医療材料 医療用消耗器材費（医療用消耗品　ウロヘマコンビスティックスＳＧ−Ｌ　ほか）購入

67 医療材料 医療用消耗器材費（医療用消耗品　シリンジ　カテーテルチップ　２０ｍｌ）購入

68 医療材料 医療用消耗器材費（医療用消耗品　投薬瓶ハイオール　ほか）購入

69 医療材料 医療用消耗器材費（医療用消耗品　内用薬袋）購入

70 医療材料 医療用消耗器材費（医療用消耗品　分包紙　グラシン）購入

71 医療材料 医療用消耗品（ＧＢⅡ気管切開チュ−ブ）購入

72 医療材料 医療用消耗品（ＧＢＩＩ気管切開チューブ３０ＦＲカフ付０２０５６３０　７．０ｍｍ１本　他）

73 医療材料 医療用消耗品（シリンジ（針なし）５０ＣＣカテチップＳＳー５０ＣＺ２０本／箱　他）

74 医療材料 医療用消耗品（ネラトンカテー１２ＦＲ１５ｃｍＳＦーＮＤ１２１１Ｓ５０本／箱　他）

75 医療材料 医療用消耗品（単契外　ザルコニン０．０２５％綿球１４　ほか）購入

76 医療材料 医療用消耗品費（Ｎ−マルティスティックスＳＧ−Ｌ２３００）

77 医療材料 医療用消耗品費（のみぐすり（Ａ−１）Ｌほか１品）

78 医療材料 消耗品費（内用薬袋　Ｍサイズ　３０００枚）

79 医療用薬品 １１月分医薬品費（単価契約　４．藤村薬品）購入

80 医療用薬品 １月分医薬品費（単価契約　４．藤村薬品）購入

81 医療用薬品 ＡＺ点眼液０．０２％　ほか購入

82 医療用薬品 ＰＬ配合粒状　ほか購入

83 医療用薬品 アーガメイト２０％ゼリー　ほか購入

84 医療用薬品 アーガメイト２０％ゼリー購入

85 医療用薬品 アイミクス配合錠ＬＤ　ほか購入

86 医療用薬品 アジルバ錠４０ｍｇ　ほか購入

87 医療用薬品 アドレナリンほか購入

88 医療用薬品 アボルブカプセル０．５ｍｇ　ほか購入

89 医療用薬品 アボルブカプセル０．５ｍｇ　ほか購入

90 医療用薬品 エクア錠５０ｍｇ購入

91 医療用薬品 グルファスト錠１０ｍｇ　ほか購入

92 医療用薬品 クレメジン細粒分包ほか薬品一式購入

93 医療用薬品 コルヒチン錠０．５ｍｇ　ほか購入

94 医療用薬品 シングレア錠１０ｍｇ　ほか購入
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【自所属発注分・物品購入】
ＮＯ 業種 件名

平成29年度　障害者雇用認定事業者への発注実績

95 医療用薬品 シングレア錠１０ｍｇ　ほか購入

96 医療用薬品 シングレア錠１０ｍｇ購入

97 医療用薬品 スーパーキャスＳ５、ワンショットプラスヘキシジン０．２％購入

98 医療用薬品 スロービッドカプセル１００ｍｇ　ほか購入

99 医療用薬品 スロービッドカプセル１００ｍｇ　ほか購入

100 医療用薬品 ソリタ―Ｔ配合顆粒２号　ほか購入

101 医療用薬品 ダイアート錠３０ｍｇ　ほか購入

102 医療用薬品 タミフルカプセル７５ｍｇ購入

103 医療用薬品 タリオンＯＤ錠１０ｍｇ　ほか購入

104 医療用薬品 タリオンＯＤ錠１０ｍｇ　ほか購入

105 医療用薬品 フスコデ配合錠　ほか購入

106 医療用薬品 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ　ほか購入

107 医療用薬品 マイスリー錠５ｍｇ　ほか購入

108 医療用薬品 マイスリー錠５ｍｇ　ほか購入

109 医療用薬品 ミルマグ錠３５０ｍｇ　ほか購入

110 医療用薬品 ミルマグ錠３５０ｍｇ　ほか購入

111 医療用薬品 ミルマグ錠３５０ｍｇ　ほか購入

112 医療用薬品 メトグルコ錠２５０ｍｇ　ＰＴＰ１００錠　ほか購入

113 医療用薬品 メトグルコ錠２５０ｍｇ　ほか購入

114 医療用薬品 メトグルコ錠２５０ｍｇ　ほか購入

115 医療用薬品 メトグルコ錠２５０ｍｇ　ほか購入

116 医療用薬品 メトグルコ錠２５０ｍｇ購入

117 医療用薬品 メリスロン６錠　ほか購入

118 医療用薬品 メリスロン錠６ｍｇ　ほか購入

119 医療用薬品 モーラステープＬ４０ｍｇ　ほか購入

120 医療用薬品 モーラステープＬ４０ｍｇ　ほか購入

121 医療用薬品 モーラステープＬ４０ｍｇ　ほか購入

122 医療用薬品 ラクテック注(乳酸リンゲル液)購入

123 医療用薬品 ロキソニンゲル１％　ほか購入

124 医療用薬品 ロキソニン錠６０ｍｇ　ほか購入

125 医療用薬品 医薬材料費（単契外　アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ「ツルハラ」ほか３品）

126 医療用薬品 医薬材料費（単契外　アロプリノール錠１００ｍｇ「テバ」ほか３品）

127 医療用薬品 医薬材料費（単契外　アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ（マイラＥ）ほか１品）

128 医療用薬品 医薬材料費（単契外　アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ（マイラＥ）ほか５品）

129 医療用薬品 医薬材料費（単契外　キシロカイン注ポリアンプ１％ほか１品）

130 医療用薬品 医薬材料費（単契外　ジェービック（武田）Ｖ０．７ｍｌ）

131 医療用薬品 医薬材料費（単契外　セネガシロップ「ケンエー」５００ｍｌほか２品）

132 医療用薬品 医薬材料費（単契外　セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「サワイ」ほか３品）

133 医療用薬品 医薬材料費（単契外　セルシン注射液１０ｍｇほか１品）

134 医療用薬品 医薬材料費（単契外　ニューモバックＮＰ５７５ｕｇほか１品）

135 医療用薬品 医薬材料費（単契外　ネシーナ錠２５ｍｇ）

136 医療用薬品 医薬材料費（単契外　バイアスピリン錠１００ｍｇほか１品）

137 医療用薬品 医薬材料費（単契外　バイエッタ皮下注１０ｕｇペン３００アストラほか２品）

138 医療用薬品 医薬材料費（単契外　ペルサンチン錠１２．５ｍｇほか２品）

139 医療用薬品 医薬材料費（単契外　ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ＮＰ」ほか１品）

140 医療用薬品 医薬材料費（単契外　レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「アメル」ほか１品）

141 医療用薬品 医薬材料費（単契外　強力ポステリザン（軟膏）２ｇ×５０ほか１品）
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142 医療用薬品 医薬材料費（単契外　荊芥連翹湯エキス顆粒　テイコク−０５０）

143 医療用薬品 医薬品（随契）アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ

144 医療用薬品 医薬品（随契）アジルバ錠４０ｍｇ　ほか　１品

145 医療用薬品 医薬品（随契）アレロック錠５ｍｇ　ほか　１品

146 医療用薬品 医薬品（随契）アローゼン顆粒０．５ｇ　ほか　７品

147 医療用薬品 医薬品（随契）イソジン液１０％　ほか　６品

148 医療用薬品 医薬品（随契）シングレア錠１０ｍｇ　ほか　３品

149 医療用薬品 医薬品（随契）スロービッドカプセル１００ｍｇ　ほか　２品

150 医療用薬品 医薬品（随契）ダイアート錠３０ｍｇ　ほか　４品

151 医療用薬品 医薬品（随契）ネキシウムカプセル１０ｍｇ　ほか　２品

152 医療用薬品 医薬品（随契）ハルシオン０．２５ｍｇ錠　ほか　８品

153 医療用薬品 医薬品（随契）ファスティック錠３０ｍｇ　ほか　２品

154 医療用薬品 医薬品（随契）フェブリク錠４０ｍｇ　ほか　１品

155 医療用薬品 医薬品（随契）フスコデ配合錠　ほか　１品

156 医療用薬品 医薬品（随契）フスコデ配合錠　ほか　９品

157 医療用薬品 医薬品（随契）ブスコパン錠１０ｍｇ　ほか　２品

158 医療用薬品 医薬品（随契）プルゼニド錠１２ｍｇ

159 医療用薬品 医薬品（随契）プレタールＯＤ錠１００ｍｇ　ほか　４品

160 医療用薬品 医薬品（随契）プレタールＯＤ錠１００ｍｇ　ほか　６品

161 医療用薬品 医薬品（随契）プレドニン錠５ｍｇ　ほか　４品

162 医療用薬品 医薬品（随契）ベシケアＯＤ錠５ｍｇ　ほか　１品

163 医療用薬品 医薬品（随契）ミカムロ配合錠ＡＰ　ほか　４品

164 医療用薬品 医薬品（随契）ミルマグ錠３５０ｍｇ　ほか　１品

165 医療用薬品 医薬品（随契）メトグルコ錠２５０ｍｇ　ほか　４品

166 医療用薬品 医薬品（随契）メルカゾール錠５ｍｇ　ほか　４品

167 医療用薬品 医薬品（随契）モーラステープ２０ｍｇ　ほか　１品

168 医療用薬品 医薬品（随契）モーラステープ２０ｍｇ　ほか　５品

169 医療用薬品 医薬品（随契）モーラステープＬ４０ｍｇ　ほか　２品

170 医療用薬品 医薬品（随契）モーラステープＬ４０ｍｇ　ほか　２品

171 医療用薬品 医薬品（随契）モーラステープＬ４０ｍｇ　ほか　４品

172 医療用薬品 医薬品（随契）モーラステープＬ４０ｍｇ　ほか　４品

173 医療用薬品 医薬品（随契）ユリーフ錠４ｍｇ　ほか　３品

174 医療用薬品 医薬品（随契）リリカカプセル７５ｍｇ

175 医療用薬品 医薬品（随契）ロキソニン錠６０ｍｇ　ほか　２品

176 医療用薬品 医薬品（随契）ロヒプノール錠１ｍｇ

177 医療用薬品 医薬品（随契）ワンアルファ錠０．５μｇ　ほか　１品

178 医療用薬品 医薬品（随契）釣藤散エキス顆粒　２．５ｇ×４２包　ほか　３品

179 医療用薬品 医薬品（随契）釣藤散エキス顆粒　ほか　５品

180 医療用薬品 医薬品費（２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠ＰＴＰ１０００錠　他）

181 医療用薬品 医薬品費（５ｍｇセルシン錠ＰＴＰ１００錠　他）

182 医療用薬品 医薬品費（５ｍｇセルシン錠ＰＴＰ１００錠　他）

183 医療用薬品 医薬品費（ＡＺ点眼液０．０２％５ｍｌ×１０　他）

184 医療用薬品 医薬品費（ＧＳプラスターＣ「ユートク」７ｃｍ×１０ｃｍ　１００枚　他）

185 医療用薬品 医薬品費（アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ（アステラス）２５ｇ×６０個　他）

186 医療用薬品 医薬品費（アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ（アステラス）２５ｇ×６０個　他）

187 医療用薬品 医薬品費（アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ（アステラス）２５ｇ×６０個　他）

188 医療用薬品 医薬品費（アジルバ錠４０ｍｇＰＴＰ１４０錠　他）
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【自所属発注分・物品購入】
ＮＯ 業種 件名

平成29年度　障害者雇用認定事業者への発注実績

189 医療用薬品 医薬品費（アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」ＰＴＰ１００錠　他）

190 医療用薬品 医薬品費（アノーロエリプタ３０吸入用　１キット　他）

191 医療用薬品 医薬品費（アノーロエリプタ３０吸入用　１キット　他）

192 医療用薬品 医薬品費（アミティーザカプセル２４ＵＧＰＴＰ１００Ｐ　他）

193 医療用薬品 医薬品費（アミティーザカプセル２４ＵＧＰＴＰ１００Ｐ　他）

194 医療用薬品 医薬品費（アミティーザカプセル２４ＵＧＰＴＰ１００Ｐ　他）

195 医療用薬品 医薬品費（アミティーザカプセル２４ＵＧＰＴＰ１００Ｐ　他）

196 医療用薬品 医薬品費（アムロジピン錠５ｍｇ「明治」ＰＴＰ５００錠　他）

197 医療用薬品 医薬品費（アムロジピン錠５ｍｇ「明治」ＰＴＰ５００錠　他）

198 医療用薬品 医薬品費（アルツディスポ関節注２５ｍｇ　１％（プラ・ルアーロック）２．５ｍｌ×１０筒　他）

199 医療用薬品 医薬品費（アローゼン顆粒（３００ｇ）０．５ｇ×６００包　他）

200 医療用薬品 医薬品費（ウルソ錠１００ｍｇＰＴＰ１０００錠　他）

201 医療用薬品 医薬品費（オノンカプセル１１２．５ｍｇＰＴＰ１４０Ｐ　他）

202 医療用薬品 医薬品費（オパルモン錠５ＵＧＰＴＰ２１０錠　他）

203 医療用薬品 医薬品費（オパルモン錠５ＵＧＰＴＰ２１０錠　他）

204 医療用薬品 医薬品費（オパルモン錠５ＵＧＰＴＰ２１０錠）

205 医療用薬品 医薬品費（オルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」ＰＴＰ１００錠）

206 医療用薬品 医薬品費（キプレス錠１０ｍｇＰＴＰ１００錠　他）

207 医療用薬品 医薬品費（キプレス錠１０ｍｇＰＴＰ１００錠　他）

208 医療用薬品 医薬品費（クラリシッド錠２００ｍｇＰＴＰ５００錠　他）

209 医療用薬品 医薬品費（グリメピリド錠１ｍｇ「日医工」ＰＴＰ５００錠　他）

210 医療用薬品 医薬品費（ザイザル錠５ｍｇＰＴＰ１００錠　他）

211 医療用薬品 医薬品費（ザルコニン０．０２５％綿球１４　＃１４綿球　１球×９０　他）

212 医療用薬品 医薬品費（ザルコニン０．０２５％綿球１４　＃１４綿球　１球×９０　他）

213 医療用薬品 医薬品費（シムビコートタービュヘイラー６０吸入　１キット　他）

214 医療用薬品 医薬品費（ジャディアンス錠１０ｍｇ　ＰＴＰ１００錠　他）

215 医療用薬品 医薬品費（ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇＰＴＰ１００錠　他）

216 医療用薬品 医薬品費（ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇＰＴＰ１００錠　他）

217 医療用薬品 医薬品費（セニラン錠２ｍｇ　ＰＴＰ１００錠　他）

218 医療用薬品 医薬品費（タケキャブ錠１０ｍｇＰＴＰ１００錠　他）

219 医療用薬品 医薬品費（タケキャブ錠１０ｍｇＰＴＰ１００錠　他）

220 医療用薬品 医薬品費（タケキャブ錠１０ｍｇＰＴＰ１００錠　他）

221 医療用薬品 医薬品費（テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」ＰＴＰ１４０錠　他）

222 医療用薬品 医薬品費（ニフラン点眼液０．１％５ｍＬ×１０　他）

223 医療用薬品 医薬品費（ニューモバックスＮＰ５７５ＵＧ　０．５ｍｌ×１Ｖ　他）

224 医療用薬品 医薬品費（ニューモバックスＮＰ５７５ＵＧ　０．５ｍｌ×１Ｖ）

225 医療用薬品 医薬品費（バイアスピリン錠１００ｍｇＰＴＰ７００錠　他）

226 医療用薬品 医薬品費（パルミコート２００ＵＧタービュヘイラー１１２吸入２２．４ｍｇ１瓶　他）

227 医療用薬品 医薬品費（プロスタンディン軟膏０．００３％１０ｇ×１０　他）

228 医療用薬品 医薬品費（ベネット錠７５ｍｇ２錠（１錠シート×２）　他）

229 医療用薬品 医薬品費（ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「マイラン」（ファイザー）ＰＴＰ５００錠　他）

230 医療用薬品 医薬品費（ミルセラ注シリンジ１００ＵＧ　０．３ｍＬ×１筒　他）

231 医療用薬品 医薬品費（ミルセラ注シリンジ２５ＵＧ　０．３ｍＬ×１筒　他）

232 医療用薬品 医薬品費（モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ（久光）１０×１４ｃｍ　７枚×１０袋　他）

233 医療用薬品 医薬品費（モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ（久光）１０×１４ｃｍ　７枚×１０袋　他）

234 医療用薬品 医薬品費（ユリーフ錠４ｍｇ（第一三共）ＰＴＰ１００錠　他）

235 医療用薬品 医薬品費（ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤３００ｇ×１８袋　他）
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236 医療用薬品 医薬品費（ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤３００ｇ×１８袋　他）

237 医療用薬品 医薬品費（ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤３００ｇ×１８袋　他）

238 医療用薬品 医薬品費（レザルタス配合錠ＨＤ　ＰＴＰ１４０錠　他）

239 医療用薬品 医薬品費（レルベア１００エリプタ３０吸入用　１キット　他）

240 医療用薬品 医薬品費（レルベア２００エリプタ１４吸入用　１キット　他）

241 医療用薬品 医薬品費（ロトリガ粒状カプセル２ｇ５６包　他）

242 医療用薬品 医薬品費（精製水（ケンエー）ワンタッチ５００ｍＬ　他）

243 医療用薬品 医薬品費（単契外　アクアサポート　ほか）購入

244 医療用薬品 医薬品費（単契外　アトルバスタチン錠１０ｍｇ　ほか）購入

245 医療用薬品 医薬品費（単契外　アムロジピン錠５ｍｇほか）購入

246 医療用薬品 医薬品費（単契外　アムロジピン錠５ｍｇほか）購入

247 医療用薬品 医薬品費（単契外　アルダクトンＡ錠２５ｍｇ　ほか）購入

248 医療用薬品 医薬品費（単契外　インフルエンザＨＡワクチン）購入

249 医療用薬品 医薬品費（単契外　インフルエンザＨＡワクチン）購入

250 医療用薬品 医薬品費（単契外　インフルエンザＨＡワクチン）購入

251 医療用薬品 医薬品費（単契外　インフルエンザＨＡワクチン）購入

252 医療用薬品 医薬品費（単契外　インフルエンザＨＡワクチン）購入

253 医療用薬品 医薬品費（単契外　エースコール錠２ｍｇ　ほか）購入

254 医療用薬品 医薬品費（単契外　タケキャブ錠１０ｍｇ）購入

255 医療用薬品 医薬品費（単契外　テレミンソフト坐薬ほか）購入

256 医療用薬品 医薬品費（単契外　ニューモバックスＮＰ　ほか）購入

257 医療用薬品 医薬品費（単契外　ハイシー顆粒２５％ほか）購入

258 医療用薬品 医薬品費（単契外　パルミコート２００цｇ　ほか）購入

259 医療用薬品 医薬品費（単契外　ビオフェルミンＲ散　ほか）購入

260 医療用薬品 医薬品費（単契外　ボルタレンサポ２５ｍｇ　ほか）購入

261 医療用薬品 医薬品費（単契外　ラックビー錠ＰＴＰ５００錠ほか）購入

262 医療用薬品 医薬品費（単契外　ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ　ほか）購入

263 医療用薬品 医薬品費（単契外　精製水ほか）購入

264 医療用薬品 医療用薬品（単契外　イムノエースＦｌｕ）購入

265 医療用薬品 医療用薬品（単契外　インフルエンザＨＡワクチン）購入

266 医療用薬品 医療用薬品（単契外　インフルエンザＨＡワクチン）購入

267 医療用薬品 医療用薬品（単契外　沈降破傷風トキソイド　ほか）購入

268 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠　ほか）購入

269 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ＳＰトローチ０．２５ｍｇ　ほか）購入

270 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　アダラートＣＲ錠２０ｍｇ　ほか）購入

271 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　アムロジピン錠５ｍｇ　ほか）購入

272 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　アムロジピン錠５ｍｇ　ほか）購入

273 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　アルダクトンＡ錠２５ｍｇ　ほか）購入

274 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　アルダクトンＡ錠２５ｍｇ　ほか）購入

275 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ）購入

276 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　インフルエンザＨＡワクチン　ほか）購入

277 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　インフルエンザＨＡワクチン　ほか）購入

278 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　インフルエンザＨＡワクチン）購入

279 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　インフルエンザＨＡワクチン）購入

280 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　インフルエンザＨＡワクチン）購入

281 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ　ほか）購入

282 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　カルナクリン錠５０　ほか）購入
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【自所属発注分・物品購入】
ＮＯ 業種 件名

平成29年度　障害者雇用認定事業者への発注実績

283 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　カルナクリン錠５０　ほか）購入

284 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　キプレス錠１０ｍｇ　ほか）購入

285 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　グリセリン浣腸「オヲタ」６０　ほか）購入

286 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ゲーベンクリーム１％　ほか）購入

287 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　サルタノールインヘラー１００ＵＧ　ほか）購入

288 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　サルタノールインヘラー１００ＵＧ　ほか）購入

289 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ジャディアンス錠１０ｍｇ　ほか）購入

290 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ステーブラＯＤ錠　ほか）購入

291 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ　ほか）購入

292 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ　ほか）購入

293 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　スピリーバ２．５ＵＧレスピマット　ほか）購入

294 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　セネガシロップ　ほか）購入

295 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　セネガシロップ　ほか）購入

296 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ダイアート錠３０ｍｇ　ほか）購入

297 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　タケキャブ錠１０ｍｇ　ほか）購入

298 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　タケキャブ錠１０ｍｇ）購入

299 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　タケキャブ錠１０ｍｇ）購入

300 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　タミフルカプセル７５　ほか）購入

301 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　タミフルカプセル７５　ほか）購入

302 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　タミフルドライシロップ３％）購入

303 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ　ほか）購入

304 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ　ほか）購入

305 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ニフラン点眼液０．１％　ほか）購入

306 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ニューモバックスＮＰ）購入

307 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ネリゾナソリューション０．１％　ほか）購入

308 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　パルミコート２００ＵＧタービュヘイラー５６吸入　ほか）購入

309 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ビオフェルミンＲ散　ほか）購入

310 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ビタメジン静注用　ほか）購入

311 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　フェブリク錠１０ｍｇ　ほか）購入

312 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　プロスタンディン軟膏０．００３％　ほか）購入

313 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　プロペト　ほか）購入

314 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠）購入

315 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ペリアクチンシロップ０．０４％　ほか）購入

316 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ホクナリンドライシロップ０．１％　ほか）購入

317 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ボンビバ錠１００ｍｇ　ほか）購入

318 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ）購入

319 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ　ほか）購入

320 医療用薬品 医療用薬品費（単契外　沈降破傷風トキソイドキット　ほか）購入

321 医療用薬品 自動血球計数機用消耗品

322 オフィス家具 一般消耗品費（消耗品　リセッシュ除菌ＥＸ　ほか）購入

323 オフィス家具 消耗品費（モップ絞り器ほか）購入

324 オフィス家具 事務用チェア購入

325 各種紙類 ＰＰＣ用紙Ｂ５

326 各種紙類 紙ウエス

327 各種紙類 紙ウエス

328 各種紙類 カラー用紙

329 各種紙類 トイレットペーパー
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【自所属発注分・物品購入】
ＮＯ 業種 件名

平成29年度　障害者雇用認定事業者への発注実績

330 各種紙類 トイレットペーパー

331 各種紙類 トイレットペーパー

332 各種紙類 トイレットペーパー

333 各種紙類 トイレットペーパー

334 各種紙類 感熱紙ロールペーパー購入

335 各種紙類 五感紙　荒目購入

336 各種紙類 上質紙（Ａ３）

337 学校教材 クリヤープラ板ほか

338 学校教材 学研がんばったねシートあおむしほか購入

339 学校教材 折り紙ほか

340 機械工具 LAカップリングほか

341 機械工具 SMC割筒カップリングほか

342 工業用薬品 温水ボイラー用複合処理剤

343 工業用薬品 清缶剤アクアスキレート

344 工業用薬品 脱酸素剤サビノール

345 工業用薬品 脱酸素剤サビノール

346 合成樹脂製品 透明ホース

347 広報・宣伝・広告 水に流せる再生紙ポケットティッシュ（啓発用）

348 コンピュータ機器 ＢＪカートリッジ

349 コンピュータ機器 カラープリンター購入

350 コンピュータ機器 ディスプレイケーブル購入

351 コンピュータ機器 調査員管理システム用プリンター

352 事務機器 ICレコーダー購入

353 事務機器 受話器コードほか購入

354 事務機器 デジタルカメラ購入

355 事務機器 財務プリンターＢ用カートリッジ購入

356 事務機器 時計付き温湿度計購入

357 事務機器 電話機購入

358 照明器具 蛍光管（ラピッドスタート型）購入

359 洗剤 アポロ洗剤

360 洗剤 アポロ洗剤ほか

361 洗剤 サンポール

362 洗剤 シャンプー他

363 洗剤 食器用洗剤（業務用）ほか購入

364 洗剤 台所用漂白剤購入

365 洗剤 トイレ用漂白剤

366 洗剤 手洗い用せっけん液ほか

367 洗剤 住居用洗剤ほか

368 洗剤 食器用洗剤（業務用）

369 洗剤 台所用漂白剤

370 洗剤 台所用漂白剤　ほか

371 洗剤 漂白剤

372 その他日用品 アルボナースほか

373 その他日用品 トイレブラシ

374 その他日用品 トイレ用消臭剤ほか購入

375 その他日用品 石鹸ほか

376 その他日用品 台所用洗剤ほか
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【自所属発注分・物品購入】
ＮＯ 業種 件名

平成29年度　障害者雇用認定事業者への発注実績

377 その他日用品 粉石けんほか

378 その他日用品 粉石けんほか

379 電気機械製品 カレント・センサ（静止形過電流継電器）

380 電気機械製品 ノーヒューズ遮断機、ニュートラル端子、接連取付板

381 電気機械製品 フルカラーダブルコンセントほか

382 電気機械製品 扇風機

383 電気機械製品 電話機

384 電気機械製品 電話機

385 図書 図書購入

386 図書 パソコン操作研修用テキスト購入

387 図書 パソコン操作研修用テキスト購入

388 図書 パソコン操作研修用テキスト購入

389 図書 パソコン操作研修用テキスト購入

390 図書 パソコン操作研修用テキスト購入

391 図書 図書購入

392 日用雑貨 給食業務用クッキングシート

393 日用雑貨 給食業務用クッキングシートほか

394 日用雑貨 給食業務用フードサービスタオルほか

395 日用雑貨 給食業務用ポップペーパーほか

396 日用雑貨 給食業務用ポリ袋ほか

397 日用雑貨 粉石鹸購入

398 日用雑貨 粉石鹸購入

399 日用雑貨 粉石鹸購入

400 日用雑貨 タオルペーパー

401 日用雑貨 吊り下げ名札セット

402 日用雑貨 デスクマット＜Ｗ型＞　ほか

403 日用雑貨 トイレ用洗剤ほか

404 日用雑貨 トイレ用洗剤ほか

405 日用雑貨 ファブリーズ詰め替え用ほか

406 日用雑貨 ホールモップスペア

407 日用雑貨 モナリスダブルソウフト（ペーパータオル）ほか購入

408 日用雑貨 リコーイプシオＳＰトナー　ほか

409 日用雑貨 リコーイプシオＳＰドラムユニット（ブラック、カラー）Ｃ７１０

410 日用雑貨 リチウムグリースほか

411 日用雑貨 一般消耗品購入【ゴミ箱ほか】

412 日用雑貨 消臭力ほか

413 日用雑貨 食品包装用ラップフィルム、ティッシュペーパー

414 日用雑貨 台所用漂白剤、台所食器用洗剤、ハンドソープ、住居用洗剤

415 日用雑貨 尿石付着防止剤ほか（琴海教育センター）

416 日用雑貨 粉石鹸

417 日用雑貨 粉石鹸

418 文房具 2色ボールペンほか

419 文房具 ２穴ファイルA4

420 文房具 2色ネーム入れボールペン、ネーム入れシャープペン、のし袋

421 文房具 ＣＰＰアームバック購入

422 文房具 ＤリングファイルＡ４−Ｓ

423 文房具 Dリングファイルほか
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ＮＯ 業種 件名
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424 文房具 Ｄリングファイルほか事務用消耗品

425 文房具 ＯＡマルチラベル２４面１００枚　ほか

426 文房具 PPC用フィルムラベル、ラミネートフィルム

427 文房具 Ｒチューブファイル　ほか

428 文房具 アマランスフェスタ2017・イキイキ企業表彰用消耗品購入

429 文房具 アルカリ乾電池

430 文房具 一般消耗品（クリアーホルダーほか）

431 文房具 一般消耗品（スチレンボードほか）

432 文房具 一般消耗品（宅配袋）

433 文房具 一般消耗品（テレホンスタンドほか）

434 文房具 一般消耗品（フラットファイルほか）

435 文房具 一般消耗品（フラットファイルほか）

436 文房具 一般消耗品（ロール紙）

437 文房具 一般消耗品購入

438 文房具 一般消耗品購入

439 文房具 一般消耗品購入

440 文房具 イベントに係る物品購入

441 文房具 色鉛筆ほか

442 文房具 インクカートリッジ

443 文房具 インクカートリッジ他消耗品

444 文房具 インクリボンカセット、2穴パンチ用刃受、ダブルクリップ、両面テープ、ステープラー、ホチキス針、定規、ファイルボックス、付箋紙、モールカバー、アルカリ乾電池

445 文房具 インクリボンカセットほか購入

446 文房具 印章用補充インキほか

447 文房具 インデックスほか購入

448 文房具 インデックスほか購入

449 文房具 エーストロリー購入

450 文房具 オフィスシュレッダー購入

451 文房具 オプテックス　ケア（蛍光ペン）　他

452 文房具 カートリッジインキ他購入

453 文房具 回転印ほか

454 文房具 額縁ほか事務用品

455 文房具 紙袋ほか表彰式事務用品

456 文房具 ガムテープ、30穴ファイル、２穴ファイル、インデックス、ホワイトボードマーカー、ホワイトボードイレーザー

457 文房具 カラーペーパー他5件

458 文房具 カラーマルチペーパーほか

459 文房具 緩衝材入り封筒ほか事務用品

460 文房具 キャリングバック

461 文房具 キャリングバッグほか購入

462 文房具 キンチョウリキッド購入

463 文房具 クリアーホルダーほか購入

464 文房具 クリアポケットほか

465 文房具 クリアポケットリフィールほか

466 文房具 クリアホルダーほか購入

467 文房具 クリップボードほか購入

468 文房具 クリヤーホルダーほか購入

469 文房具 蛍光マーカーインキほか

470 文房具 ゲルインキボールペン、マーカー、ふせん紙、フィルムふせん、A4ファイル、用箋挟、リムーバ
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ＮＯ 業種 件名
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471 文房具 高品質中性紙ほか購入

472 文房具 コピーペーパー高白色Ａ４他

473 文房具 コピー用紙

474 文房具 個別フォルダー購入

475 文房具 ゴム印

476 文房具 ゴム印、ポストイット

477 文房具 ゴム印ほか

478 文房具 コンベックメジャー　外購入

479 文房具 再生紙ノートほか

480 文房具 サインボード　外購入

481 文房具 賞状額縁ほか事務用品

482 文房具 賞状用紙購入

483 文房具 スタンプ台ほか

484 文房具 スティックのり詰め替えタイプほか購入

485 文房具 ｽﾌﾟﾚｰのり他購入

486 文房具 製本テープほか

487 文房具 背幅伸縮ファイルほか

488 文房具 セロハンテープほか

489 文房具 セロハンテープほか購入

490 文房具 セロハンテープ他３点購入

491 文房具 チャック付ポリ袋購入

492 文房具 チューブファイルA4　ホチキス、デスクマット、CD-R、ビニールパッチ

493 文房具 チューブファイルほか

494 文房具 ﾁｭｰﾌﾞﾌｧｲﾙ他購入

495 文房具 ディスプレイケーブル

496 文房具 テープカッター　他

497 文房具 テープのり　外購入

498 文房具 テープのり　他

499 文房具 テープのりカートリッジほか購入

500 文房具 テープのりほか

501 文房具 テープのりほか

502 文房具 テープのりほか

503 文房具 テープのりほか

504 文房具 テープのり詰替え用　外購入

505 文房具 テープのり購入

506 文房具 テープのり他

507 文房具 手提袋ほか購入

508 文房具 デスクマット

509 文房具 デスクマットほか

510 文房具 電動シャープナーほか

511 文房具 トナーカートリッジ購入

512 文房具 のび～るファイルほか

513 文房具 のびーるファイルほか購入

514 文房具 パイプ式ファイル購入

515 文房具 パイプ式ファイルほか

516 文房具 パイプ式ファイルほか購入

517 文房具 パイプ式マニュアル他２点
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518 文房具 バインダーほか

519 文房具 パウチフィルムほか購入

520 文房具 ハンギングフォルダーほか事務用品

521 文房具 ビニールパッカーほか購入

522 文房具 ファイリングフォルダ等購入

523 文房具 ファイル、鉛筆キャップほか購入

524 文房具 ファイルほか

525 文房具 ファイルほか事務用品

526 文房具 ファイルボックスほか購入

527 文房具 ファイルボックス等事務用消耗品

528 文房具 フォルダーラベルほか

529 文房具 フォルダーラベルほか購入

530 文房具 ふせん　ほか

531 文房具 ふせん　ほか　

532 文房具 ふせん、ダブルクリップ、ホッチキス、ホッチキス針

533 文房具 ふせん、ホワイトボードマーカー、接着剤、ボールペン、ボールペン替芯

534 文房具 付箋紙ほか購入

535 文房具 ふせんほか

536 文房具 ふせんほか購入

537 文房具 ふせんほか購入

538 文房具 ふせんほか購入

539 文房具 ふせんロールタイプ　詰替　フィルムふせん　両面テープ、デスクマット、輪ゴム、スタンプ台　補充インキ

540 文房具 筆ぺんほか購入

541 文房具 筆ぺんほか購入

542 文房具 フラットファイル、ホワイトボード用マーカー、補充インクホワイトボード用、ボールペン

543 文房具 フラットファイル購入

544 文房具 フラットファイルほか

545 文房具 フラットファイル他６点

546 文房具 フリクションボールノック　ほか

547 文房具 プリンター用トナーカートリッジ購入

548 文房具 プリンタラベルほか購入

549 文房具 フルカラープリント用紙

550 文房具 ペーパーファスナー他購入

551 文房具 ボールペン替芯ほか

552 文房具 ボールペンほか購入

553 文房具 ポケットブックほか購入

554 文房具 ポストイットジョーブ詰替えタイプ　ほか

555 文房具 蛍コートチャージャほか

556 文房具 ボックスタイプゴミ袋購入

557 文房具 ホッチキス針、Ｘスタンパー用補充インク

558 文房具 ホッチキス針ほか

559 文房具 マグネットフック

560 文房具 マジックペンほか購入

561 文房具 巻上質紙購入

562 文房具 マルチカラーペーパー他

563 文房具 マルチプリンターラベルほか購入

564 文房具 メッシュケースほか購入

15/18



【自所属発注分・物品購入】
ＮＯ 業種 件名

平成29年度　障害者雇用認定事業者への発注実績

565 文房具 模造紙ほか事務用消耗品購入

566 文房具 友禅千代紙ほか購入

567 文房具 油性ボールペンほか

568 文房具 理想科学　ＲＩＳＯインクＦ

569 文房具 両面テープほか購入

570 文房具 リングバインダーほか購入

571 文房具 リングファイルほか

572 文房具 リングファイルほか購入

573 文房具 輪転機インク購入

574 文房具 輪転機インク購入

575 文房具 輪転機インクほか購入

576 文房具 輪ゴムほか６品

577 文房具 輪ゴムほか事務用品

578 文房具 一般消耗品（スティックのり詰替用他８点）

579 文房具 一般消耗品（のびーるファイル）

580 文房具 一般消耗品（パウチフィルムほか）

581 文房具 一般消耗品（ファイルボックスほか）

582 文房具 一般消耗品（フラットファイルほか）

583 文房具 一般消耗品（ボールペン替芯他１０点）

584 文房具 一般消耗品（マルチコピーペーパー）

585 文房具 一般消耗品（耐水紙）

586 文房具 一般消耗品購入

587 文房具 一般消耗品購入

588 文房具 一般消耗品購入

589 文房具 一般消耗品購入

590 文房具 一般消耗品費（消耗品　ゴムバンド№１４　ほか）購入

591 文房具 一般消耗品費（消耗品　セロハンテープ　ほか）購入

592 文房具 一般消耗品費（消耗品　ポリ規格袋１０号　ほか）購入

593 文房具 一般電卓

594 文房具 鉛筆　他

595 文房具 回転ゴム印ほか

596 文房具 回転日付印

597 文房具 額縁ほか事務用品

598 文房具 乾電池ほか購入

599 文房具 巻尺、丸筒、賞状用紙、回転印

600 文房具 関数電卓、電卓、インデックスラベル、マグネットシート、２穴ファイル

601 文房具 蛍光ペン（蛍コート８０）黄色　ほか

602 文房具 蛍光ペン、ボールペン、スティックのり

603 文房具 蛍光ペン、リングファイル

604 文房具 個別フォルダー

605 文房具 個別フォルダー、屋外用強力補修テープ

606 文房具 梱包用テープ、フィルムふせん、テプラ用テープ、ボールペン替芯、フラットファイル、蛍光ペン、ごみ袋

607 文房具 紙ふせんほか購入

608 文房具 事務用消耗品

609 文房具 事務用消耗品（ホッチキス等）購入

610 文房具 事務用消耗品（ラベルテープ）購入

611 文房具 事務用消耗品（ラベル紙等）購入
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612 文房具 事務用消耗品（業務用ポリ袋等）購入

613 文房具 事務用消耗品（実務電卓等）

614 文房具 事務用消耗品（静電気防止手袋等）購入

615 文房具 事務用消耗品（文具類）購入

616 文房具 事務用消耗品（文具類）購入

617 文房具 事務用品（キャビネットスペアキーほか）

618 文房具 事務用品（ピットテープほか）

619 文房具 事務用品（ホッチキスほか）

620 文房具 事務用品（マルチパネル）

621 文房具 朱肉ほか

622 文房具 受話器コード

623 文房具 消耗品費（アルカリ乾電池　単４形　４０本入）

624 文房具 消耗品費（ゴムバンド　ＮＯ．１８　５００ｇ入コムー５１８　他）

625 文房具 消耗品費（ポリバック規格袋　透明１０号１００枚入　他）

626 文房具 消耗品費（修正テープカートリッジＰＲ４　１０個　ＣＴーＰＲ４ＢＬＫ１０Ｐ　他）

627 文房具 消耗品費（伸縮柄水拭きモップ　本体　他）

628 文房具 情報保護ラベルほか

629 文房具 伸縮ファイル　他

630 文房具 製本テープ　他購入

631 文房具 多機能ボールペン20、関数電卓1、三角スケール1、ハサミ、電話台B237J

632 文房具 地球市民ひろば消耗品

633 文房具 電卓

634 文房具 電卓、荷造りロープ、油性マーカー　カッターナイフ

635 文房具 電卓ほか購入

636 文房具 半透明テープほか購入

637 文房具 半透明テープほか購入

638 文房具 半透明テープほか購入

639 文房具 付箋ほか

640 文房具 付箋紙

641 文房具 付箋紙、インクリボンカセット、２穴パンチ　水性サインペン

642 文房具 布テープ

643 文房具 布テープ他１２点

644 文房具 文書保存箱他

645 文房具 保存袋　他

646 文房具 補充インキ

647 文房具 名札

648 文房具 模造紙ほか

649 文房具 油性ボールペンほか

650 文房具 有線顕微鏡

651 文房具 用箋挟み購入

652 文房具、OAサプライ DVD-Rほか

653 文房具、OAサプライ クリアホルダー、OAクリーナー、テプラ

654 文房具、OAサプライ パンチほか

655 文房具、OAサプライ メディアケースほか

656 保安用具 かさ用袋

657 保安用具 かさ用袋

658 家庭用電気製品 電球（原爆資料館）
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659 各種紙類、洗剤、日用雑貨 トイレットペーパー、石鹸、中性洗剤

660 管理医療機器 コンプレッサー式ネブライザーＮＥーＣ２９購入

661 業務用計測・計量機器 電子血圧計エレマーノ２　ＥＳーＨ５６購入

662 手袋・軍手 ゴム手袋

663 手袋・軍手 トワロン手袋　ほか

664 消防・防災用品 レインウェア等購入

665 電気通信（視聴覚）機器 ワイヤレスマイク
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