
【分類】ＯＡ・ＰＣ関連

メーカー 品番 単位 銘柄
1 コピー用紙 A4　1冊入数　500枚 中性紙　白色度90%以上 スマートバリュー A032J 冊 同等品可 ㈲エイダン事務機
2 コピー用紙 A4　1冊入数　500枚×10冊 中性紙　白色度90%以上 スマートバリュー A040J 箱 同等品可 ㈲エイダン事務機
3 カラーペーパー A4　1冊入数　500枚 各色 ジョインテックス A171Ｊ 冊 同等品可 ㈱岩田兼商店
4 ＯＡラベルシール A4　1冊入数　100枚 24面　上質紙 スマートバリュー A241Ｊ 冊 同等品可 ㈱岩田兼商店
5 トナーカートリッジ キャノン製カラーレーザー複合機MF634Cdw対応品 BK キャノン CRG-045HBLK（大容量） 箱 銘柄指定 ㈱パレット
6 トナーカートリッジ キャノン製カラーレーザー複合機MF634Cdw対応品 Y キャノン CRG-045HYEL（大容量） 箱 銘柄指定 ㈱パレット
7 トナーカートリッジ キャノン製カラーレーザー複合機MF634Cdw対応品 M　 キャノン CRG-045HMAG（大容量） 箱 銘柄指定 ㈱パレット
8 トナーカートリッジ キャノン製カラーレーザー複合機MF634Cdw対応品 C キャノン CRG-045HCYN（大容量） 箱 銘柄指定 ㈱パレット
9 USBメモリー 32GB ソニー USM32GU 本 銘柄指定 ㈱パレット

10 インデックス 27㎜×34㎜ 1パック＝180片　青・赤 ニチバン ML-133 パック 同等品可 ㈱岩田兼商店

【分類】オフィス機器

メーカー 品番 単位 銘柄
11 テプラPROテープカートリッジ 幅6㎜×8m 各色 キングジム SS・ST・SC・SD 個 銘柄指定 ㈱岩田兼商店
12 テプラPROテープカートリッジ 幅9㎜×8m 各色 キングジム SS・ST・SC・SD 個 銘柄指定 ㈱岩田兼商店
13 テプラPROテープカートリッジ 幅12㎜×8m 各色 キングジム SS・ST・SC・SD 個 銘柄指定 ㈱岩田兼商店
14 テプラPROテープカートリッジ 幅18㎜×8m 各色 キングジム SS・ST・SC・SD 個 銘柄指定 ㈱岩田兼商店
15 ラミネートフィルム A4　1冊入数　100枚 100μ ラミーコーポレーション LFP-020705 冊 同等品可 ㈱岩田兼商店
16 ラミネートフィルム A3　1冊入数　100枚 101μ ラミーコーポレーション LFP-020706 冊 同等品可 ㈱岩田兼商店
17 サーマルレシートロール 58㎜　感熱紙　高保存タイプ 1箱　5巻入 コクヨ RP-TH588 箱 銘柄指定 ㈱モリックスジャパン

【分類】ファイル・バインダー

メーカー 品番 単位 銘柄
18 パイプ式ファイル A4-S　両開き　50㎜ 収容数500枚 スマートバリュー D055J 冊 同等品可 ㈱パレット
19 パイプ式ファイル A4-S　両開き　100㎜ 収容数1000枚 スマートバリュー D179J 冊 同等品可 ㈱岩田兼商店
20 フラットファイル A4-S 2穴　 コクヨ フ-V10 冊 同等品可 ㈱岩田兼商店
21 フラットファイル A4-S　ワイド　 2穴　 コクヨ フ-W10N 冊 同等品可 ㈲エイダン事務機
22 のびーるファイル エスヤード　タテ型 各色（全6色） セキスイ AE-50F 冊 同等品可 ㈲エイダン事務機
23 クリアーホルダー A4 1パック＝100枚入 スマートバリュー D400J パック 同等品可 ㈱岩田兼商店
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【分類】事務用品

メーカー 品番 単位 銘柄
24 スティックのり 25g ヤマト RSN2-25 本 銘柄指定 ㈱岩田兼商店
25 スティックのり(詰替) 25g 1箱　10本入 ヤマト RSN2-25R 箱 銘柄指定 ㈱岩田兼商店
26 セロハンテープ 15㎜×35m 1パック　10巻入 ニチバン CT405AP-15 パック 同等品可 ㈱岩田兼商店
27 両面テープ 15㎜×20m 紙基材 ニチバン NW-15 個 同等品可 ㈱岩田兼商店
28 両面テープ（屋外掲示用） 20㎜×5m ホワイト ニチバン NW-N20 個 銘柄指定 ㈱パレット
29 クラフトテープ（強粘着タイプ） 50㎜×50m クラフト基材 ニチバン 313-50 個 同等品可 ㈱岩田兼商店
30 布粘着テープ 50㎜×25m スフモス基材 ニチバン 102N7-50 個 同等品可 ㈱パレット
31 養生テープ 50㎜×25m 各色 セキスイ N738M(T)04 個 同等品可 ㈱岩田兼商店
32 透明梱包用テープ 48㎜×50m カッター無 スリーエムジャパン 313 1PN 個 同等品可 ㈱岩田兼商店
33 ホッチキス針 10号針 1000本入り コクヨ EM-SL 個 同等品可 ㈱岩田兼商店
34 輪ゴム 1.1×60㎜ 1箱入数　100ｇ入 スマートバリュー B105J 箱 同等品可 ㈱岩田兼商店
35 エコ窓明封筒 長形6号　〒枠なし　クラフト紙 1パック　100枚入 キングコーポレーション N6KGM70Q パック 同等品可 ㈱モリックスジャパン

36 レジ袋 12号　410×180mm　乳白色 100枚入り スマートバリュー B912J パック 銘柄指定 ㈱パレット
37 レジ袋 60号　600×350mm　乳白色 100枚入り スマートバリュー B960J パック 銘柄指定 ㈱パレット
38 手提袋　小 縦320×横320×マチ115㎜程度（誤差20㎜まで） 白無地　丸紐　1パック　50枚入 アスクル 0250007170 パック 同等品可 ㈱パレット
39 手提袋　中 縦350×横320×マチ210㎜程度（誤差20㎜まで） 白無地　丸紐　1パック　50枚入 アスクル 0250007240 パック 同等品可 ㈱パレット
40 手提袋　大 縦430×横440×マチ210㎜程度（誤差20㎜まで） 白無地　丸紐　1パック　50枚入 アスクル 0250007260 パック 同等品可 ㈱パレット
41 包装紙 半才　花うさぎ　紺 50枚入 HEIKO(シモジマ) #002401731 パック 銘柄指定 ㈱パレット
42 包装紙 半才　つづれ 50枚入 HEIKO(シモジマ) #002401602 パック 銘柄指定 ㈱パレット
43 紙パッキン 1kg J.ピンク HEIKO 003800922 パック 同等品可 ㈱パレット
44 紙パッキン 1kg アイボリー HEIKO 003800925 パック 同等品可 ㈱パレット
45 無地角底袋 4号 600枚入 アスクル 1071700540 パック 同等品可 ㈱パレット
46 無地角底袋 8号 600枚入 アスクル 1071700560 パック 同等品可 ㈱パレット
47 無地角底袋 12号 600枚入 アスクル 1071700570 パック 同等品可 ㈱パレット
48 のし紙 A4判　祝　京 ササガワ 2-706 パック 同等品可 該当なし
49 のし紙 A5判　祝　京 ササガワ 2-709 パック 同等品可 該当なし
50 のし紙 B5判　祝　京 ササガワ 2-708 パック 同等品可 該当なし
51 のし紙 B6判　祝　京 ササガワ 2-710 パック 同等品可 該当なし
52 のし紙 A5判　祝　十本結切 山 ササガワ 3-469 パック 同等品可 該当なし
53 のし紙 B4判　祝　十本結切 山 ササガワ 3-464 パック 同等品可 該当なし
54 のし紙 A4判　仏　蓮柄なし 京 ササガワ 2-616 パック 同等品可 該当なし
55 のし紙 A5判　仏　 ササガワ パック 同等品可 該当なし
56 のし紙 B4判　仏　蓮柄なし 京 ササガワ 2-614 パック 同等品可 該当なし
57 のし紙 B6判　仏　 ササガワ パック 同等品可 該当なし
58 名刺整理帳ポケット ヨコ型 20枚入り コレクト CF-610 パック 銘柄指定 ㈱パレット
59 バイオマスポリエチレンレジ袋（乳白） 12号 100枚入り 福助工業 PBLW2 パック 同等品可 ㈱パレット
60 バイオマスポリエチレンレジ袋（乳白） 30号 100枚入り 福助工業 PBLW6 パック 同等品可 ㈱パレット
61 バイオマスポリエチレンレジ袋（乳白） 60号 100枚入り 福助工業 PBLW9 パック 同等品可 ㈱パレット
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【分類】ノート・紙製品

メーカー 品番 単位 銘柄
62 ノート A4横　A罫　7mm方眼罫　38行 各色 キョクトウ・アソシエイツ CAPA44A 冊 同等品可 ㈱パレット
63 付箋 75㎜×75㎜ 各色　１箱＝100枚×10パッド スリーエム 6541 箱 同等品可 ㈱パレット
64 付箋 75㎜×25㎜ 各色　１箱＝100枚×20冊 コクヨ K2メ-7525 箱 同等品可 ㈱パレット
65 付箋 50㎜×15㎜ 各色　１箱＝100枚×25パッド スリーエム 7001 箱 同等品可 ㈱パレット
66 付箋 50㎜×7.5㎜ 各色　１箱＝100枚×10パッド スリーエム 710RP 箱 同等品可 ㈱岩田兼商店

【分類】筆記用具

メーカー 品番 単位 銘柄
67 蛍光ペン 蛍コート80 各色 トンボ鉛筆 WA-SC91～WA-SC99 本 銘柄指定 ㈲エイダン事務機
68 蛍光ペン補充インキ 蛍コート80 各色 トンボ鉛筆 WA-RI91～WARI99 個 銘柄指定 ㈱岩田兼商店
69 フリクションボールペン FRIXION（0.5ミリ）　赤 パイロット LFBK-23EFR 本 銘柄指定 ㈲エイダン事務機
70 フリクションボール替芯 品番　LFBK-23EFR　対応品 FRIXION（0.5ミリ）　赤　3本入り パイロット 個 銘柄指定 ㈲エイダン事務機
71 消しゴム 全長43×幅17×厚11㎜程度 トンボ鉛筆 PE-01A 個 同等品可 ㈱岩田兼商店
72 修正テープ 4.2㎜ 長さ12ｍ トンボ鉛筆 CT-YX4 個 銘柄指定 ㈱パレット
73 修正テープ　カートリッジ 4.2㎜ 長さ12ｍ　詰替え用 トンボ鉛筆 CT-YR4 個 銘柄指定 ㈱パレット
74 シャチハタネーム印補充インキ ネーム9用補充インキ 朱色 Shachihata XLR-9N 個 銘柄指定 ㈱モリックスジャパン

【分類】生活用品・家電

メーカー 品番 単位 銘柄
74 アルカリ乾電池 単3形（4本入り） PANASONIC LR6XJ/4SE 箱 銘柄指定 ㈲エイダン事務機
75 アルカリ乾電池 単4形（4本入り） PANASONIC LR03XJ/4SE 箱 銘柄指定 ㈱モリックスジャパン

76 ごみ袋 45ℓ　ボックスタイプゴミ袋＜半透明＞　無色 1箱　100枚入 スマートバリュー N045J-45 箱 同等品可 ㈱パレット
77 ごみ袋 90ℓ　ボックスタイプゴミ袋＜半透明＞　無色 1箱　100枚入 スマートバリュー N045J-90 箱 同等品可 ㈱パレット
78 おそうじシート 300×200㎜　ウェットタイプ 1パック　20枚入 スマートバリュー NO32J パック 同等品可 ㈱パレット
79 サニテートAハンドミスト 業務用　4L　 LION 本 銘柄指定 ㈱パレット
80 キレイキレイ薬用泡ハンドソープ シトラスフルーティ　業務用4L 泡タイプ LION 本 銘柄指定 ㈱パレット
81 虫ケア商品 プレートタイプ180日用以上 吊り下げタイプ 大日本除虫菊 虫コナーズ250日用 個 同等品可 ㈱パレット
82 クモの巣消滅ジェット 効果持続期間：約1か月、タイプ：クモ用 容量：450ml、質量410g アース製薬 254214 本 銘柄指定 ㈱パレット
83 キッチン用漂白剤（詰替） キッチン泡ハイター詰替用 400ml 花王 603195 個 銘柄指定 ㈱モリックスジャパン

84 ティッシュボックス 200組（400枚） １パック　200組×5箱 福田製紙 ルミネ200W パック 同等品可 ㈱パレット
85 ウェットティッシュ　詰替用 45枚入×8　ノンアルコール除菌 詰替用 ユニ・チャーム 412006 パック 銘柄指定 ㈱モリックスジャパン

86 ウェットティッシュ　詰替用 40枚入×8　アルコール除菌 詰替用 ユニ・チャーム 412198 パック 銘柄指定 ㈱モリックスジャパン

87 カウンタークロス 100枚入 ホワイト 日本箸 J-871-43 パック 同等品可 ㈱パレット
88 紙コップ 205ml 50個入 サンナップ C2050KD 袋 同等品可 ㈱岩田兼商店

【分類】飲料・食品

メーカー 品番 単位 銘柄
89 レギュラーコーヒー 300ｇ UCC 363189 袋 同等品可 ㈱モリックスジャパン

90 コーヒークリーム ミルクタイプ 1個4.5ml　18個入 AGF 4901111284395 袋 同等品可 ㈱モリックスジャパン

91 スティックシュガー スティックタイプ １本3ｇ　 キーコーヒー 500160 袋 同等品可 ㈱モリックスジャパン

№ 商品名 規格１

№ 商品名

規格１ 規格２

規格２規格１

№ 商品名

№ 商品名 規格２規格１

規格２
参考品

参考品
落札業者名

落札業者名

参考品
落札業者名

落札業者名
参考品


