
整理
番号

分類 品名 規格 備考 単位 契約業者
単価（税込）

（円）

1 用紙類 上質紙 Ａ４　55㎏（1,000枚） 締 ㈲井上紙店 830

2 用紙類 色上質紙 Ａ４　55㎏（1,000枚） 締 ㈲井上紙店 1,220

3 収録用紙類 ガバットファイル
コクヨ　フーＶＨ９０
Ａ４－Ｓ

グリーン適合 冊 ㈲井上紙店 245

4 収録用紙類 キングファイル SKファイル Ｎｏ．９８０　Ａ４タテ型 グリーン適合 冊 ㈲井上紙店 565

5 収録用紙類 キングファイル ニュードッチ １２７６Ｎ　Ａ４タテ型 グリーン適合 冊 ㈲井上紙店 600

6 筆記用具 ボールペン（各色）
油性ノック式
ゼブラ

グリーン適合 本 ㈲井上紙店 43

7 筆記用具 サインペン（各色） ぺんてる　S520 グリーン適合 本 ㈲井上紙店 60

8 筆記用具 マジックインキ（各色） ウチダ　　大型 ＧＰＮ登録 本 ㈲井上紙店 75

9 筆記用具 マジックインキ（各色） ウチダ　　Ｎｏ５００ ＧＰＮ登録 本 ㈲井上紙店 75

10 筆記用具 蛍光ペン（各色）
ゼブラ　WKCR1
オプテックスケア

グリーン適合 本 ㈲井上紙店 54

11 筆記用具 修正液 ぺんてる　　細先端 グリーン適合 個 ㈲井上紙店 290

12 筆記用具
ホワイトボードマーカー
（中字）（各色）

パイロット　WBMAR-12L グリーン適合 本 ㈲井上紙店 68

13 整理用品① インデックス
コクヨ
(再生紙・ﾘｻｲｸﾙ可能品)
大･中・小

グリーン適合 袋 ㈲井上紙店 59

14 整理用品① フセン 住友３M　560RP-K グリーン適合 個 ㈲井上紙店 200

15 整理用品① 見出し 住友３M　700RP-K グリーン適合 個 ㈲井上紙店 220

16 整理用品① 連射クリップ(Ｍ) ３０個入　　三菱　DCLS-M 箱 ㈲井上紙店 185

17 整理用品① 連射クリップ(Ｌ) ２５個入　　三菱　DCLS-M 箱 ㈲井上紙店 185

18 整理用品① ダブルクリップ
狭口幅 41mm 10ヶ入り
日本クリノス　Wｸﾘ-0

箱 ㈲井上紙店 265

19 整理用品① ダブルクリップ
狭口幅 32mm 10ヶ入り
日本クリノス　Wｸﾘ-1

箱 ㈲井上紙店 130

20 整理用品① ゼムクリップ
コクヨ　クリ－２Ｎ（大）
　　　　クリ－７Ｎ（小）

箱 ㈲井上紙店 700

21 整理用品① ホチキス針 マックス  NO.１０－１Ｍ 個 ㈲井上紙店 47
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22 整理用品① のり（固形ｽﾃｨｯｸ）
２０～２５ｇ
ヤマト　YS-22

グリーン適合 本 ㈲井上紙店 118

23 整理用品① のり(液状) フエキ　ＡＧ６　６０ml グリーン適合 本 ㈲井上紙店 117

24 整理用品① 綴りひも
１００本入り
（ウルシ先　黒）

グリーン適合 束 ㈲井上紙店 290

25 整理用品② セロテープ
パイロン
セロテープ
18mm×35m

箱 ㈲井上紙店 667

26 整理用品② クラフトテープ
セキスイ　No.500
５０ｍｍ×５０ｍ

個 ㈲井上紙店 120

27 整理用品② 布ガムテープ
ニチバン　No.121
５０ｍｍ×２５ｍ

個 ㈲井上紙店 192

28 複写機用紙 Ａ４ １箱２，５００枚入り 箱 ㈱エム・オー・エー商事 1,393

29 複写機用紙 Ａ３ １箱１，５００枚入り 箱 ㈱エム・オー・エー商事 1,671

30 電気用品① 蛍光灯
ラピッドスタート式 ４０Ｗ
三菱電機　FLR40SWM36

本 二葉電気商会 147

31 清掃用品② 台所用合成洗剤 中　600ml 本 (有)水梅厨房 87

32 清掃用品② 化粧石けん ８ヶ入 本 (有)水梅厨房 205

33 清掃用品② スポンジたわし キクロン 個 (有)水梅厨房 110

34 清掃用品③ トイレットペーパー

シングルロール１３０ｍ
再生紙１００％
太芯タイプ　紙芯なし
包装あり

グリーン適合 巻 ㈲杉本商会 57


