
別紙

品目 規格 ﾒｰｶｰ 型番
発注
単位

予定数
量

同等品
の可否 予定価格 結果 落札価格 落札業者

1 鉛筆 黒HB 消しｺﾞﾑ付 トンボ鉛筆 2558-HB 1箱 10箱 可 ¥366 不調 - 不調

2 鉛筆 2色朱･藍 三菱鉛筆 K2667EW 1箱 10箱 可 ¥408 落札 398円 ヤマキ文具店

3 ﾉｯｸ式ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ
ｻﾗｻｸﾘｯﾌﾟ
色指定(黒)

ｾﾞﾌﾞﾗ JJB15-BK 1本 450本 否 ¥55 落札 54円 トシダ

4 ﾉｯｸ式ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ
ｻﾗｻｸﾘｯﾌﾟ
色指定(赤)

ｾﾞﾌﾞﾗ JJB15-R 1本 40本 否 ¥55 落札 54円 トシダ

5 ﾉｯｸ式ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ
ｻﾗｻｸﾘｯﾌﾟ
色指定(青)

ｾﾞﾌﾞﾗ JJB15-BL 1本 20本 否 ¥55 落札 54円 ヤマキ文具店

6 ﾉｯｸ式ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ用替芯
ｻﾗｻ
色指定(黒)

ｾﾞﾌﾞﾗ RJF7-BK 1本 50本 否 ¥45 落札 43円 ヤマキ文具店

7 ﾉｯｸ式ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ用替芯
ｻﾗｻ
色指定(赤)

ｾﾞﾌﾞﾗ RJF7-R 1本 10本 否 ¥45 落札 43円 ヤマキ文具店

8 ﾉｯｸ式ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ用替芯
ｻﾗｻ
色指定(青)

ｾﾞﾌﾞﾗ RJF7-BL 1本 10本 否 ¥45 落札 43円 ヤマキ文具店

9 ﾉｯｸ式ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ用替芯 ﾛｰﾘｰ 色指定(黒)  2本/ｾｯﾄ ぺんてる BPS7-A 1ｾｯﾄ 50ｾｯﾄ 否 ¥71 落札 58円 ヤマキ文具店

10 ﾉｯｸ式ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ用替芯
ﾛｰﾘｰ
色指定(赤)
2本/ｾｯﾄ

ぺんてる BPS7-B 1ｾｯﾄ 10ｾｯﾄ 否 ¥71 落札 58円 ヤマキ文具店

11 ﾉｯｸ式ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ用替芯
ﾛｰﾘｰ
色指定(青)
2本/ｾｯﾄ

ぺんてる BPS7-C 1ｾｯﾄ 10ｾｯﾄ 否 ¥71 落札 58円 ヤマキ文具店

12 ｻｲﾝﾍﾟﾝ 色指定(黒) ぺんてる S520-AD 1本 70本 否 ¥52 落札 47円 ヤマキ文具店

13 ｻｲﾝﾍﾟﾝ 色指定(赤) ぺんてる S520-BD 1本 80本 否 ¥52 落札 47円 ヤマキ文具店

14 ｻｲﾝﾍﾟﾝ 色指定(青) ぺんてる S520-CD 1本 60本 否 ¥52 落札 47円 ヤマキ文具店

15 油性ﾏｰｶｰ(つめ替えﾀｲﾌﾟ)
ﾊｲﾏｯｷｰｹｱ太･中字
色指定(黒)

ｾﾞﾌﾞﾗ YYT5-BK 1本 20本 否 ¥80 落札 78円 トシダ

16 油性ﾏｰｶｰ(つめ替えﾀｲﾌﾟ)
ﾊｲﾏｯｷｰｹｱ太･中字
色指定(赤)

ｾﾞﾌﾞﾗ YYT5-R 1本 20本 否 ¥80 落札 78円 トシダ

17 油性ﾏｰｶｰ(つめ替えﾀｲﾌﾟ)
ﾊｲﾏｯｷｰｹｱ太･中字
色指定(青)

ｾﾞﾌﾞﾗ YYT5-BL 1本 20本 否 ¥80 落札 78円 トシダ

18 油性ﾏｰｶｰ(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
ﾊｲﾏｯｷｰｹｱ太･中字
色指定(黒)
ｶｰﾄﾘｯｼﾞ+替芯/ｾｯﾄ

ｾﾞﾌﾞﾗ RYYT5-BK 1ｾｯﾄ 10ｾｯﾄ 否 ¥63 落札 52円 トシダ

19 油性ﾏｰｶｰ(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
ﾊｲﾏｯｷｰｹｱ太･中字
色指定(赤)
ｶｰﾄﾘｯｼﾞ+替芯/ｾｯﾄ

ｾﾞﾌﾞﾗ RYYT5-R 1ｾｯﾄ 10ｾｯﾄ 否 ¥63 落札 52円 ヤマキ文具店

20 油性ﾏｰｶｰ(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
ﾊｲﾏｯｷｰｹｱ太･中字
色指定(青)
ｶｰﾄﾘｯｼﾞ+替芯/ｾｯﾄ

ｾﾞﾌﾞﾗ RYYT5-BL 1ｾｯﾄ 10ｾｯﾄ 否 ¥63 落札 52円 ヤマキ文具店

21 油性ﾏｰｶｰ(つめ替えﾀｲﾌﾟ)
ﾊｲﾏｯｷｰｹｱ極細 ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ
色指定(黒)

ｾﾞﾌﾞﾗ YYTS5-BK 1本 550本 否 ¥63 落札 63円 トシダ

22 油性ﾏｰｶｰ(つめ替えﾀｲﾌﾟ)
ﾊｲﾏｯｷｰｹｱ極細 ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ
色指定(赤)

ｾﾞﾌﾞﾗ YYTS5-R 1本 80本 否 ¥63 落札 63円 ヤマキ文具店

23 油性ﾏｰｶｰ(つめ替えﾀｲﾌﾟ)
ﾊｲﾏｯｷｰｹｱ極細 ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ
色指定(青)

ｾﾞﾌﾞﾗ YYTS5-BL 1本 50本 否 ¥63 落札 63円 ヤマキ文具店

24 油性ﾏｰｶｰ(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
ﾊｲﾏｯｷｰｹｱ極細
色指定(黒)
2本/ｾｯﾄ

ｾﾞﾌﾞﾗ RYYTS5-BK 1ｾｯﾄ 20ｾｯﾄ 否 ¥63 落札 52円 ヤマキ文具店

25 油性ﾏｰｶｰ(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
ﾊｲﾏｯｷｰｹｱ極細
色指定(赤)
2本/ｾｯﾄ

ｾﾞﾌﾞﾗ RYYTS5-R 1ｾｯﾄ 10ｾｯﾄ 否 ¥63 落札 52円 トシダ

26 油性ﾏｰｶｰ(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
ﾊｲﾏｯｷｰｹｱ極細
色指定(青)
2本/ｾｯﾄ

ｾﾞﾌﾞﾗ RYYTS5-BL 1ｾｯﾄ 10ｾｯﾄ 否 ¥63 落札 52円 トシダ

27 油性ﾏｰｶｰ
ﾏｼﾞｯｸｲﾝｷ 細字
色指定(黒)

寺西工業 M500-T1 1本 30本 否 ¥64 落札 64円 ヤマキ文具店

28 油性ﾏｰｶｰ
ﾏｼﾞｯｸｲﾝｷ 細字
色指定(赤)

寺西工業 M500-T2 1本 20本 否 ¥64 落札 64円 トシダ

29 油性ﾏｰｶｰ
ﾏｼﾞｯｸｲﾝｷ 細字
色指定(青)

寺西工業 M500-T3 1本 20本 否 ¥64 落札 64円 トシダ

30 油性ﾏｰｶｰ
ﾏｼﾞｯｸｲﾝｷ 極細
油性ﾏｰｶｰ 色指定(黒)

寺西工業 M700-T1 1本 200本 否 ¥64 落札 64円 ヤマキ文具店
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31 油性ﾏｰｶｰ
ﾏｼﾞｯｸｲﾝｷ 極細
油性ﾏｰｶｰ 色指定(赤)

寺西工業 M700-T2 1本 100本 否 ¥64 落札 64円 トシダ

32 油性ﾏｰｶｰ
ﾏｼﾞｯｸｲﾝｷ 極細
油性ﾏｰｶｰ 色指定(青)

寺西工業 M700-T3 1本 50本 否 ¥64 落札 64円 ヤマキ文具店

33 油性ﾏｰｶｰ
ｱｰﾄﾗｲﾝ
丸3m/m細書き(黒)

ｼｬﾁﾊﾀ K-70 1本 300本 否 ¥60 落札 60円 ヤマキ文具店

34 油性ﾏｰｶｰ
ｱｰﾄﾗｲﾝ
丸3m/m細書き(赤)

ｼｬﾁﾊﾀ K-70 1本 50本 否 ¥60 落札 60円 ヤマキ文具店

35 油性ﾏｰｶｰ
ｱｰﾄﾗｲﾝ
丸3m/m細書き(青)

ｼｬﾁﾊﾀ K-70 1本 20本 否 ¥60 落札 60円 ヤマキ文具店

36 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾏｰｶｰ
中字
色指定(黒)

JOINTEX H006J-BK 1本 200本 可 ¥40 落札 40円 ヤマキ文具店

37 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾏｰｶｰ
中字
色指定(赤)

JOINTEX H006J-RD 1本 20本 可 ¥40 落札 40円 ヤマキ文具店

38 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾏｰｶｰ
中字
色指定(青)

JOINTEX H006J-BL 1本 20本 可 ¥40 落札 40円 ヤマキ文具店

39 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾏｰｶｰ
細字
色指定(黒)

JOINTEX H007J-BK 1本 20本 可 ¥40 落札 36円 ヤマキ文具店

40 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾏｰｶｰ
細字
色指定(赤)

JOINTEX H007J-RD 1本 20本 可 ¥40 落札 36円 ヤマキ文具店

41 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾏｰｶｰ
細字
色指定(青)

JOINTEX H007J-BL 1本 20本 可 ¥40 落札 36円 ヤマキ文具店

42 蛍光ﾏｰｶｰ(つめ替えﾀｲﾌﾟ)
蛍光ｵﾌﾟﾃｯｸｽ1
色指定
(ﾋﾟﾝｸ)

ｾﾞﾌﾞﾗ WKS11-P 1本 200本 否 ¥43 落札 42円 ヤマキ文具店

43 蛍光ﾏｰｶｰ(つめ替えﾀｲﾌﾟ)
蛍光ｵﾌﾟﾃｯｸｽ1
色指定
(橙)

ｾﾞﾌﾞﾗ WKS11-OR 1本 100本 否 ¥43 落札 42円 トシダ

44 蛍光ﾏｰｶｰ(つめ替えﾀｲﾌﾟ)
蛍光ｵﾌﾟﾃｯｸｽ1
色指定
(黄)

ｾﾞﾌﾞﾗ WKS11-Y 1本 200本 否 ¥43 落札 42円 トシダ

45 蛍光ﾏｰｶｰ(つめ替えﾀｲﾌﾟ)
蛍光ｵﾌﾟﾃｯｸｽ1
色指定
(緑)

ｾﾞﾌﾞﾗ WKS11-G 1本 100本 否 ¥43 落札 42円 トシダ

46 蛍光ﾏｰｶｰ(つめ替えﾀｲﾌﾟ)
蛍光ｵﾌﾟﾃｯｸｽ1
色指定
(青)

ｾﾞﾌﾞﾗ WKS11-BL 1本 100本 否 ¥43 落札 42円 ヤマキ文具店

47 蛍光ﾏｰｶｰ(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
蛍光ｵﾌﾟﾃｯｸｽ1(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
色指定(ﾋﾟﾝｸ)
3本/ｾｯﾄ

ｾﾞﾌﾞﾗ RWK8-P 1ｾｯﾄ 20ｾｯﾄ 否 ¥63 落札 63円 ヤマキ文具店

48 蛍光ﾏｰｶｰ(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
蛍光ｵﾌﾟﾃｯｸｽ1(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
色指定(橙)
3本/ｾｯﾄ

ｾﾞﾌﾞﾗ RWK8-OR 1ｾｯﾄ 10ｾｯﾄ 否 ¥63 落札 63円 ヤマキ文具店

49 蛍光ﾏｰｶｰ(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
蛍光ｵﾌﾟﾃｯｸｽ1(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
色指定(黄)
3本/ｾｯﾄ

ｾﾞﾌﾞﾗ RWK8-Y 1ｾｯﾄ 20ｾｯﾄ 否 ¥63 落札 63円 トシダ

50 蛍光ﾏｰｶｰ(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
蛍光ｵﾌﾟﾃｯｸｽ1(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
色指定(緑)
3本/ｾｯﾄ

ｾﾞﾌﾞﾗ RWK8-G 1ｾｯﾄ 10ｾｯﾄ 否 ¥63 落札 63円 ヤマキ文具店

51 蛍光ﾏｰｶｰ(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
蛍光ｵﾌﾟﾃｯｸｽ1(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
色指定(青)
3本/ｾｯﾄ

ｾﾞﾌﾞﾗ RWK8-BL 1ｾｯﾄ 10ｾｯﾄ 否 ¥63 落札 63円 トシダ

52 修正ﾃｰﾌﾟ
ﾓﾉCX
幅ｻｲｽﾞ指定5mm

ﾄﾝﾎﾞ鉛筆 CT-CX5 1個 100個 否 ¥230 落札 230円 ヤマキ文具店

53 修正ﾃｰﾌﾟ(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
ﾓﾉCX
幅ｻｲｽﾞ指定5mm

ﾄﾝﾎﾞ鉛筆 CT-CR5 1個 200個 否 ¥137 落札 137円 トシダ

54 消しｺﾞﾑ ﾄﾝﾎﾞ鉛筆 PE-01A 1個 150個 否 ¥30 落札 30円 ヤマキ文具店

55 液状のり
ｴｺﾐｭ ｱﾗﾋﾞｯｸｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
50ml

ﾔﾏﾄ E･NA-150 1本 20本 否 ¥85 不調 - 不調

56 液状のり(補充用)
ｴｺﾐｭ ｱﾗﾋﾞｯｸ
補充用400ml

ﾔﾏﾄ E･NA-960 1本 10本 否 ¥564 落札 550円 ヤマキ文具店

57 ｽﾃｨｯｸのり 消えいろﾋﾟｯﾄXS ﾄﾝﾎﾞ鉛筆 PT-XSC 1本 150本 否 ¥48 落札 47円 ヤマキ文具店

58 ｽﾃｨｯｸのり(つめ替えﾀｲﾌﾟ)
つめ替えﾀｲﾌﾟ消えいろﾋﾟｯ
ﾄ

ﾄﾝﾎﾞ鉛筆 PT-NCR 1本 10本 否 ¥117 落札 117円 ヤマキ文具店

59 ｽﾃｨｯｸのり(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)
つめ替えﾀｲﾌﾟ消えいろﾋﾟｯ
ﾄ(つめ替え)

ﾄﾝﾎﾞ鉛筆 PR-NCR 1本 10本 否 ¥85 落札 85円 トシダ

60 ﾃｰﾌﾟのり ﾄﾞｯﾄﾗｲﾅｰﾛﾝｸﾞ ｺｸﾖ ﾀ-DM4400-10 1個 30個 否 ¥286 落札 275円 トシダ
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61 ﾃｰﾌﾟのり(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ) ﾄﾞｯﾄﾗｲﾅｰﾛﾝｸﾞ(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ) ｺｸﾖ ﾀ-D4400-10 1個 150個 否 ¥291 落札 235円 トシダ

62 瞬間接着剤 ｱﾛﾝｱﾙﾌｱEXTRA速効多用途 東亞合成 #04613 1本 30本 可 ¥230 落札 230円 ヤマキ文具店

63 ｾﾛﾊﾝﾃｰﾌﾟ
ｾﾛﾃｰﾌﾟ
12mm幅*35m 1ﾊﾟｯｸ/10巻

ﾆﾁﾊﾞﾝ CT405AP-12 1ﾊﾟｯｸ 5ﾊﾟｯｸ 可 ¥332 不調 - 不調

64 ｾﾛﾊﾝﾃｰﾌﾟ
ｾﾛﾃｰﾌﾟ
24mm幅*35m 1ﾊﾟｯｸ/5巻

ﾆﾁﾊﾞﾝ CT405AP-24 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥377 不調 - 不調

65 両面ﾃｰﾌﾟ
ﾅｲｽﾀｯｸ(一般ﾀｲﾌﾟ)
15mm幅*20m

ﾆﾁﾊﾞﾝ NW-15 1巻 15巻 可 ¥300 落札 255円 トシダ

66 両面ﾃｰﾌﾟ
ﾅｲｽﾀｯｸ(一般ﾀｲﾌﾟ)
40mm幅*10m

ﾆﾁﾊﾞﾝ NW-40 1巻 10巻 可 ¥370 落札 370円 トシダ

67 紙粘着ﾃｰﾌﾟ 7巻入り 18mm*18m ﾆﾁﾊﾞﾝ 208 1ﾊﾟｯｸ 50ﾊﾟｯｸ 可 ¥345 落札 345円 ヤマキ文具店

68 ﾎｯﾁｷｽ針 No.10 1000本*20個 ﾏｯｸｽ No.10-1M 1箱 20箱 可 ¥808 落札 780円 トシダ

69 ﾎｯﾁｷｽ針 No.50 針足10mm ﾌﾟﾗｽ 30-125 1箱 10箱 可 ¥277 落札 274円 ヤマキ文具店

70 ｾﾞﾑｸﾘｯﾌﾟ 超特大 50mm 100個/箱 ﾌﾟﾗｽ CP-301 1箱 10箱 可 ¥128 不調 - 不調

71 ｾﾞﾑｸﾘｯﾌﾟ 特大 34mm 100個/箱 ﾌﾟﾗｽ CP-302 1箱 10箱 可 ¥65 不調 - 不調

72 ｾﾞﾑｸﾘｯﾌﾟ 大 29mm 100個/箱 ﾌﾟﾗｽ CP-303 1箱 150箱 可 ¥34 不調 - 不調

73 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ 大 黒 32mm 10個/箱 ﾌﾟﾗｽ CP-103 1箱 10箱 可 ¥137 落札 123円 ヤマキ文具店

74 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ 中 黒 25mm 10個/箱 ﾌﾟﾗｽ CP-104 1箱 30箱 可 ¥103 落札 92円 ヤマキ文具店

75 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ 小 黒 19mm 10個/箱 ﾌﾟﾗｽ CP-105 1箱 30箱 可 ¥85 落札 77円 ヤマキ文具店

76 ﾎﾟｽﾄ･ｲｯﾄ 混色
75mm*25mm
100枚*40ﾊﾟｯﾄﾞ/箱

住友ｽﾘｰｴﾑ 5002-K 1箱 30箱 可 ¥1,092 不調 - 不調

77 ﾎﾟｽﾄ･ｲｯﾄ 混色
75mm*50mm
100枚*10ﾊﾟｯﾄﾞ/箱

住友ｽﾘｰｴﾑ 6561-K 1箱 50箱 可 ¥532 不調 - 不調

78 ﾎﾟｽﾄ･ｲｯﾄ 混色
75mm*75mm
100枚*10ﾊﾟｯﾄﾞ/箱

住友ｽﾘｰｴﾑ 6541-K 1箱 50箱 可 ¥589 不調 - 不調

79 ﾎﾟｽﾄ･ｲｯﾄ 混色
50mm*15mm
100枚*25ﾊﾟｯﾄﾞ/箱

住友ｽﾘｰｴﾑ 7001-K 1箱 20箱 可 ¥467 不調 - 不調

80 製本ﾗﾍﾞﾙ 契約書割印用 再生紙 ﾆﾁﾊﾞﾝ BKL-3534 1袋 30袋 可 ¥164 落札 159円 トシダ

81 ﾗﾐﾈｰﾄﾌｨﾙﾑ A4 100μ 不問 - 1袋 40袋 - ¥1,071 落札 675円 トシダ

82 板目表紙 A4 100枚/包 ｾｷﾚｲ ITA70A 1包 10包 可 ¥989 落札 870円 トシダ

83 綴り紐 うるし先 100本/袋 ｺｸﾖ ツ-121 1袋 15袋 可 ¥290 落札 265円 トシダ

84 ﾉｰﾄ A4 A罫 不問 - 1冊 50冊 - ¥125 落札 116円 トシダ

85 ﾉｰﾄ A4 B罫 不問 - 1冊 50冊 - ¥125 落札 116円 トシダ

86 ﾉｰﾄ B5 A罫 不問 - 1冊 10冊 - ¥54 落札 50円 トシダ

87 ﾉｰﾄ B5 B罫 不問 - 1冊 10冊 - ¥54 落札 50円 トシダ

88 輪ｺﾞﾑ
ｵｰﾊﾞﾝﾄﾞ標準 No.16
100g/箱

共和 GG-011 1箱 10箱 可 ¥144 落札 144円 ヤマキ文具店

89 輪ｺﾞﾑ
ｵｰﾊﾞﾝﾄﾞ標準 No.12
500g/袋

共和 GE-015 1袋 10袋 可 ¥595 落札 595円 ヤマキ文具店

90 輪ｺﾞﾑ
ｵｰﾊﾞﾝﾄﾞ標準 No.16
500g/袋

共和 GG-015 1袋 30袋 可 ¥595 落札 595円 ヤマキ文具店
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91 輪ｺﾞﾑ
ｵｰﾊﾞﾝﾄﾞ標準 No.18
500g/袋

共和 GH-015 1袋 50袋 可 ¥595 落札 595円 ヤマキ文具店

92 布粘着ﾃｰﾌﾟ 50mm*25m 不問 - 1巻 200巻 - ¥140 落札 138円 ヤマキ文具店

93 ｸﾗﾌﾄ粘着ﾃｰﾌﾟ 50mm*50m 不問 - 1巻 500巻 - ¥95 不調 - 不調

94 ﾌｨﾄﾗｲﾄﾃｰﾌﾟ
色指定(白)
50mm*50m

積水化学工業 No.738 1巻 50巻 否 ¥452 落札 435円 トシダ

95 ﾌｨﾄﾗｲﾄﾃｰﾌﾟ
色指定(青)
50mm*50m

積水化学工業 No.738 1巻 50巻 否 ¥452 落札 435円 トシダ

96 ﾌｨﾄﾗｲﾄﾃｰﾌﾟ
色指定(緑)
50mm*50m

積水化学工業 No.738 1巻 100巻 否 ¥452 落札 435円 トシダ

97 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 19mm*10m
色指定(白)

不問 - 1巻 500巻 - ¥50 落札 43円 ヤマキ文具店

98 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 19mm*10m
色指定(青)

不問 - 1巻 30巻 - ¥50 落札 43円 ヤマキ文具店

99 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 19mm*10m
色指定(茶)

不問 - 1巻 30巻 - ¥50 落札 43円 ヤマキ文具店

100 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 19mm*10m
色指定(紫)

不問 - 1巻 30巻 - ¥50 落札 43円 ヤマキ文具店

101 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 19mm*10m
色指定(黒)

不問 - 1巻 30巻 - ¥50 落札 43円 ヤマキ文具店

102 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 19mm*10m
色指定(緑)

不問 - 1巻 30巻 - ¥50 落札 43円 ヤマキ文具店

103 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 19mm*10m
色指定(黄)

不問 - 1巻 30巻 - ¥50 落札 43円 ヤマキ文具店

104 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 19mm*10m
色指定(赤)

不問 - 1巻 30巻 - ¥50 落札 43円 ヤマキ文具店

105 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 19mm*10m
色指定(橙)

不問 - 1巻 30巻 - ¥50 落札 43円 ヤマキ文具店

106 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 19mm*10m
色指定(灰)

不問 - 1巻 30巻 - ¥50 落札 43円 ヤマキ文具店

107 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 19mm*10m
色指定(黄緑)

不問 - 1巻 30巻 - ¥50 落札 43円 ヤマキ文具店

108 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 19mm*10m
色指定(桃)

不問 - 1巻 30巻 - ¥50 落札 43円 ヤマキ文具店

109 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 19mm*10m
色指定(空)

不問 - 1巻 30巻 - ¥50 落札 43円 ヤマキ文具店

110 ﾃｰｼﾞｰﾏｲﾎﾙﾀﾞｰA4 ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ ﾃｰｼﾞｰ M-202-15 1箱 30冊 否 ¥175 落札 103円 ヤマキ文具店

111
ｸﾘｱﾎﾟｹｯﾄﾘﾌｨｰﾙ
(中紙なし)

30穴(2･4兼用)
A4S 100枚入

不問 - 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ - ¥674 落札 570円 トシダ

112
ｸﾘｱﾎﾟｹｯﾄﾘﾌｨｰﾙ
(中紙あり)

30穴(2･4兼用)
A4S 10枚入

不問 - 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ - ¥132 落札 117円 トシダ

113 ｸﾘｱﾎﾙﾀﾞｰ A4 乳白 100枚入 厚0.2mm 不問 - 1ﾊﾟｯｸ 50ﾊﾟｯｸ - ¥678 不調 - 不調

114
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(ﾉﾝｽﾃｯﾁ)

色指定(桃)
A4S 10冊/ﾊﾟｯｸ

ﾌﾟﾗｽ No.021N-10 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥249 落札 245円 ヤマキ文具店

115
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(ﾉﾝｽﾃｯﾁ)

色指定(黄)
A4S 10冊/ﾊﾟｯｸ

ﾌﾟﾗｽ No.021N-10 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥249 落札 245円 トシダ

116
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(ﾉﾝｽﾃｯﾁ)

色指定(緑)
A4S 10冊/ﾊﾟｯｸ

ﾌﾟﾗｽ No.021N-10 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥249 落札 245円 トシダ

117
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(ﾉﾝｽﾃｯﾁ)

色指定(水)
A4S 10冊/ﾊﾟｯｸ

ﾌﾟﾗｽ No.021N-10 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥249 落札 245円 ヤマキ文具店

118
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(ﾉﾝｽﾃｯﾁ)

色指定(青)
A4S 10冊/ﾊﾟｯｸ

ﾌﾟﾗｽ No.021N-10 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥249 落札 245円 トシダ

119
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(ﾉﾝｽﾃｯﾁ)

色指定(灰)
A4S 10冊/ﾊﾟｯｸ

ﾌﾟﾗｽ No.021N-10 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥249 落札 245円 ヤマキ文具店

120
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(ﾉﾝｽﾃｯﾁ)

色指定(紫)
A4S 10冊/ﾊﾟｯｸ

ﾌﾟﾗｽ No.021N-10 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥249 落札 245円 トシダ
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121
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(ﾉﾝｽﾃｯﾁ)

色指定(桃)
A4S 10冊/ﾊﾟｯｸ

ﾌﾟﾗｽ No.021NW-10 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥520 落札 440円 トシダ

122
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(ﾉﾝｽﾃｯﾁ)

色指定(黄)
A4S 10冊/ﾊﾟｯｸ

ﾌﾟﾗｽ No.021NW-10 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥520 落札 440円 トシダ

123
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(ﾉﾝｽﾃｯﾁ)

色指定(緑)
A4S 10冊/ﾊﾟｯｸ

ﾌﾟﾗｽ No.021NW-10 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥520 落札 440円 トシダ

124
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(ﾉﾝｽﾃｯﾁ)

色指定(水)
A4S 10冊/ﾊﾟｯｸ

ﾌﾟﾗｽ No.021NW-10 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥520 落札 440円 トシダ

125
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(ﾉﾝｽﾃｯﾁ)

色指定(青)
A4S 10冊/ﾊﾟｯｸ

ﾌﾟﾗｽ No.021NW-10 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥520 不調 - 不調

126
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(ﾉﾝｽﾃｯﾁ)

色指定(灰)
A4S 10冊/ﾊﾟｯｸ

ﾌﾟﾗｽ No.021NW-10 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥520 不調 - 不調

127
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(ﾉﾝｽﾃｯﾁ)

色指定(紫)
A4S 10冊/ﾊﾟｯｸ

ﾌﾟﾗｽ No.021NW-10 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥520 不調 - 不調

128
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(背幅伸縮ﾀｲﾌﾟ)

色指定(桃)
A4S

ｾｷｾｲ AE-50F 1冊 30冊 可 ¥208 落札 198円 トシダ

129
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(背幅伸縮ﾀｲﾌﾟ)

色指定(黄)
A4S

ｾｷｾｲ AE-50F 1冊 30冊 可 ¥208 落札 198円 トシダ

130
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(背幅伸縮ﾀｲﾌﾟ)

色指定(緑)
A4S

ｾｷｾｲ AE-50F 1冊 30冊 可 ¥208 落札 198円 トシダ

131
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(背幅伸縮ﾀｲﾌﾟ)

色指定(青)
A4S

ｾｷｾｲ AE-50F 1冊 30冊 可 ¥208 落札 198円 トシダ

132
ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ
(背幅伸縮ﾀｲﾌﾟ)

色指定(灰)
A4S

ｾｷｾｲ AE-50F 1冊 30冊 可 ¥208 落札 198円 トシダ

133 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ(純正) ｲﾝｸ色(BK) ﾘｺｰ 4200S 1箱 90箱 否 ¥7,200 落札 7,200円 富士通コワーコ

134 ｻｰﾏﾙﾛｰﾙ紙 58mm幅 20ﾛｰﾙ/箱 ｶｼｵ TRP-5880 1箱 10箱 可 ¥3,460 落札 2,800円 トシダ

135 ｻｰﾏﾙﾛｰﾙ紙
紙厚65μ 紙幅112mm 外径
102φ

不問 - 1巻 50巻 - ¥350
応札な

し
- 応札なし

136 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ 中 ISP-8-5M ISHIDA - 1巻 90巻 否 ¥480 落札 480円 芥川商店

137 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ 小 ISP-4-10M ISHIDA - 1巻 20巻 否 ¥585 落札 585円 芥川商店

138 排水ﾈｯﾄ
水切りネット　300mm×
350mm

不問 - 1ﾊﾟｯｸ 20ﾊﾟｯｸ 可 ¥200 落札 200円 芥川商店


