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12月02日
台東区特定箇所図面データ整
備委託

1 入札  ¥   1,785,000第一航業株式会社 12月02日 平成26年3月28日

12月04日 街路灯原材料買入 1 入札  ¥   1,354,500富士見工業株式会社 12月04日 平成26年2月19日

12月05日 台東区観光統計調査委託 1 入札  ¥   1,008,000
開発エンジニアリング株式会
社

12月05日 平成26年3月31日

12月06日
平成２５年度　台東区都市づくり
のための基礎調査等業務委託

1 入札  ¥   2,730,000
東京カートグラフィック株式会
社

12月06日 平成26年3月20日

12月09日
浅草文化観光センター　西日除
けシェード等製作委託

1 入札  ¥   1,047,900株式会社大坂屋 12月09日 平成26年2月28日

12月10日
雷門地区センター（区民館併設）
電化製品買入

1 入札  ¥   1,039,195有限会社コミヤ電機 12月10日 平成26年3月26日

12月10日
区民向け啓発冊子「ごみと資源
の分け方・出し方」印刷請負

1 入札  ¥     948,150
株式会社第一印刷所
東京本部

12月10日 平成26年3月17日

12月11日
「こころざし高く　小学校一学年
～小学校三学年」外３点印刷請
負

1 入札  ¥   2,390,850鈴政印刷製本株式会社 12月11日 平成26年3月28日

12月13日
台東区観光宣伝印刷物３８点の
印刷請負

1 入札  ¥   3,979,500
株式会社第一印刷所
東京本部

12月13日 平成26年3月20日

12月16日 埋蔵文化財発掘調査委託 1 入札  不調  

12月16日

平成２６年度特別区民税・都民
税課税資料作成補助及び課税
資料データ入力に係る人材派遣
（単価）

1 入札  ¥   2,556,276
株式会社ＫＤＳ
営業部

12月16日 平成26年3月31日

12月17日
住民異動届入力事務に係る人
材派遣（単価）

1 入札  ¥     602,464株式会社ケー・デー・シー 12月17日 平成26年3月31日

12月19日
福祉タクシー利用券（２６年度
券）印刷請負

1 入札  ¥     931,078株式会社文典堂 12月19日 平成26年3月7日

12月19日
帰宅困難児童生徒園児用物品
買入

1 入札  ¥   3,105,740
星野総合商事株式会社
東京営業所

12月19日 平成26年1月31日

12月20日 複写機借上（保守付）（単価） 1 入札  ¥     513,975
リコージャパン株式会社
ＭＡ事業本部　公共営業部

12月20日 平成26年3月31日

12月20日 体育教材買入 1 入札  ¥   1,050,000
日勝スポーツ工業株式会社
足立支店

12月20日 平成26年2月28日
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12月20日
区立保育園　第３回保育用品買
入

1 入札  ¥     979,650有限会社昌文堂 12月20日 平成26年1月31日

12月24日 台東区民憲章副読本印刷請負 1 入札  ¥     447,300大協印刷株式会社 12月24日 平成26年3月20日

12月24日
災害対策用備蓄品（排便袋）買
入

2 入札  ¥     987,000
ロイヤル防災株式会社
東京支店

12月24日 平成26年3月7日

12月24日
資機材倉庫（Ｄ級ポンプ格納庫）
買入

1 入札  ¥   1,741,950株式会社東京ヨシカワ 12月24日 平成26年2月14日

12月25日
本庁舎事務室移転に伴う什器
類移設及び養生作業委託

1 入札  ¥     483,000
日本通運株式会社
東京支店

12月25日 平成26年3月21日

12月25日
樋口一葉和歌短冊　他３点複製
委託

1 入札  ¥     885,150有限会社艸藝社 12月25日 平成26年3月20日

12月09日 消防団員家族表彰記念品買入 -- 見積  ¥     320,000
株式会社大丸松坂屋百貨店
上野店

12月10日 12月27日

12月09日
卒業証書・修了証書用筒及びホ
ルダー買入

-- 見積  ¥     582,835有限会社昌文堂 12月09日 平成26年2月14日

12月09日 イングリッシュホルン買入 -- 見積  ¥     558,600株式会社ダク 12月09日 平成26年3月20日

12月10日 マナー札印刷請負 -- 見積  ¥     346,500有限会社三香堂印刷 12月10日 12月26日

12月20日 台東複合施設　消火器買入 -- 見積  不調  

12月20日
災害時用備蓄品（給水セット用
消耗品）買入

-- 見積  ¥     601,965
船山株式会社
東京本店

12月20日 平成26年1月31日

12月24日
平成２６年度新入学児童貸与用
防犯ブザー買入

-- 見積  ¥     614,460株式会社東京ヨシカワ 12月24日 平成26年3月25日

12月25日
町会加入促進リーフレット・ポス
ター印刷請負

-- 見積  不調  

12月25日 督促状用封筒印刷請負 -- 見積  ¥     410,025
株式会社イムラ封筒
東京支店

12月25日 平成26年1月31日
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