
調 達 公 告 

 

 物品調達に係る制限付一般競争入札を行うので、次のとおり公告する。 

 本入札への参加を希望する者は、次に定める事項を承知のうえ、応募すること。 

 

                                                              令和５年３月８日  

                                                                                 

                                                  社会福祉法人鳥取県厚生事業団  

                                                    理 事 長    中 山  貴 雄   
                                                                                 
１【調達内容】 

 紙おむつ等（別紙仕様書のとおり） 
 
２【入札参加資格】 

（１） 鳥取県内に本社、支社又は営業所等（以下、「支社等」という。）を置く者 

    （本社所在地が県外である者については、入札に関する権限を委任された者が県内

の支社等に常駐している場合に限る。） 

（２） ①鳥取県競争入札参加資格名簿に登録のある者 

    ②官公庁等から①に準ずる資格を発行されている者 

（３） ①この契約の公開日から入札日（再度提出を含む。）までの間のいずれの日において

も、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成７年７月 17日付出第

157 号）第３条第１項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 

    ②官公庁等から①に類する措置を受けていない者であること。 

 

（２）については①、②のいずれか、（３）については①及び②のいずれの条件も満たす者

を、入札参加資格者とする。 

 

３【事前提出物の提出について】 

次の書類を令和５年３月１７日（金）正午までに４の（２）の場所に、ファクシミリ・

郵送又は持参により各１部提出すること。なお、提出者には、３月２２日（水）正午まで

に受付票を送付するので、届かない場合は連絡すること。 

（１）入札参加資格確認書（様式第１号） 

（２）１の（１）及び（２）を証するもの（県競争入札参加資格名簿に登録のある者は省

略可） 

 

４【入札等】 

（１）入札日時 

日時 令和５年３月２３日（木）１３時３０分 即時開札 

  場所 地域支援総合センター 交流ホール 鳥取市伏野２２５９番地１７ 

（２）入札及び契約の手続に関する問合せ先 

  鳥取市伏野２２５９番地４３ 

  社会福祉法人鳥取県厚生事業団 事務局（担当：長尾） 

  電話 ０８５７－５９－６０３３ 

 

 



５【入札条件】 

（１） 入札書には、消費税及び地方消費税を含めない金額を記載すること。よって、入札

者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

指定した数量に見積もった単価を乗じた額を入札書に記載し消費税は加算しないもの

とする。 

（２） 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

（３） 再度入札は、初回を含めて３回までとする。ただし、２回目入札において入札者が

１者のみであった場合は、２回までとする場合がある。 

（４） 再度入札を行う場合において、前回の最低入札額以上の入札額を記載した者は失格

とする。 

 

６【無効条件】 

（１） 入札参加資格のない者の入札 

（２） ３の書類を提出していない者の入札 

（３） 入札に関する行為を代理人に行わせようとする場合において、委任状（様式第２

号）を提出していない入札。 

    なお、委任状の提出は入札当日とする。 

（４） 記名押印のない入札 

（５） 指定品番以外の銘柄・規格での入札 

（６） 入札に際し不正の行為があった者の入札 

（７） その他入札条件に違反した入札 

（８） 有効な仕様（入札）内訳書が添付されていない入札 

ア 仕様（入札）内訳書の「銘柄・規格」欄に入札を希望する品の銘柄・規格を正確に記

載していない入札 

※仕様書に参考品が記載されている場合や参考品以外で入札を行う場合も同様。 

イ 仕様（入札）内訳書の「合計金額」と入札書の額が一致していない入札 

ウ 仕様（入札）内訳書の「単価」欄（「設置料等」欄の「単価」欄を除く。）が空欄とな

っている入札 

 

７【その他の注意事項】 

（１） 入札書の宛先は、「鳥取県厚生事業団理事長  中山貴雄」とすること。 

（２） 郵便又は信書便による入札は認めない。 

（３） 入札書の提出後、仕様書等の内容の不明確を理由として異議を申し立てることはで

きない。 

（４） 入札終了後、落札者が免税業者の場合は、免税業者である旨を記載した届出書を提

出すること。 

（５） 入札書の記載事項について、抹消、訂正又は挿入したときはこれに押印しなければ

ならない。ただし、金額は、これを改めることはできない。 

 

８【落札者の決定方法】 

 この業務を委託することができると判断した入札者であって、予定価格の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行った者を、落札者とする。 

 

９【保証金の納付】 

（１） 入札保証金 免除 

（２） 契約保証金  



請負代金が１００万円以上の業務については、契約の締結と同時に請負代金の額

の１０分の１以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならな

い。（ただし、過去５年間に地方公共団体等又は当法人において、同程度の契約実績

が複数回あり、債務不履行の恐れがないと認められる場合は、この限りではない。） 

一 契約の保証金の納付 

二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

三 金融機関（出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律（昭和２９年

法律第１９５号）第３条に規定する金融機関をいう。）又は保証事業会社(公共工

事の前払金保証事業に関する法律(昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規

定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

四 履行保証保険契約の締結 



仕 様 書 

 

社会福祉法人鳥取県厚生事業団 

 

１ 競争入札に付する事項 

   物品【紙おむつ等】の購入 

 

２ 契約期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

３ 納入場所 

   別表１のとおり 

 

４ 納入物品の名称、規格及び数量 

   別表２及び３のとおり 

   ※いずれかの仕様で入札すること。 

 

５ 同等品の承認等 

   指定品番とし同等品は認めない。 

 

６ 入札について 

（１）入札書は別紙様式１を使用すること。 

（２）入札書には仕様内訳書（別紙様式２もしくは３）を添付すること。 

   なお、落札決定にあたっては、別紙納入予定表の各物品の年間予定数量に見積単価を

乗じた金額の合計額（入札書総合計額）を入札額とし、契約にあたっては、種類ごとの

1枚当たりの単価契約とする。 

   よって、仕様内訳書に誤りがあった場合は合計額に合わせて単価を変更することと

なるので、十分注意すること。 

（３）その他、入札に係る事項は「入札説明書（入札参加資格及び入札条件）」のとおりと

する。 

 

７ その他 

  契約者は業務遂行中に知りえた施設、職員および入居者などの情報を漏らしてはなら

ない。 



別表１

納入場所 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

母来寮 東伯郡湯梨浜町上浅津70-1 0858-35-2019 0858-35-2023

ふしの白寿苑 鳥取市伏野1771番地36 0857-59-0108 0857-59-1700

いこいの杜 鳥取市湖山町西三丁目113-1 0857-32-0151 0857-32-1510

湯梨浜はごろも苑 東伯郡湯梨浜町上浅津407 0858-23-0311 0858-23-0356

鹿野かちみ園 鳥取市鹿野町今市1078 0857-84-2033 0857-84-2034

鹿野第二かちみ園 鳥取市鹿野町寺内102 0857-84-3267 0857-84-3293

羽合ひかり園 東伯郡湯梨浜町光吉9-2 0858-35-2435 0858-35-2434

障害者福祉センター厚和寮 鳥取市湖山町西三丁目127 0857-28-0860 0857-28-0876

障害者福祉センター友愛寮 鳥取市湖山町西三丁目113-1 0857-28-4717 0857-28-4750

※　発注（受注）及び搬入の注意事項

　１　発注は次の方法を原則とするが、発注または受注ミスの場合はこの限りでない。

　　　〔方法…ＦＡＸ　／　回数…週１回　／　期限…納入日２日前　／　量…１回あたり５箱以上〕

　２　搬入について、各納入場所が指定する場所に搬入すること。なお、搬入後の荷解き及びダンボールの処分は各納入場所が行う。

１か所（１階×1）

１か所（１階×１）

１か所（１階×１）

１か所（１階×１）

１か所（１階×１）

１か所（１階×１）

２か所（１階×１、２階×１）

納入場所等一覧表（令和５年度）

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

搬入箇所数等

１か所（１階×１）

１か所（１階×１）



別表２

名称
サイズ
（㎜）

銘柄

尿とりパッドＡ 大王製紙株式会社　アテント

（少量） 安心パッドスーパー吸収　54枚　業務用

尿とりパッドＢ 大王製紙株式会社　アテント

（中量） 昼安心通気パッド　特に多いタイプ　45枚　業務用

尿とりパッドＣ 大王製紙株式会社　アテント

（中量） Ｓケア長時間安心パッド　ワイドタイプ　36枚　業務用

尿とりパッドＤ 大王製紙株式会社　アテント

（多量・サイズ強化型） Ｓケア夜1枚安心パッド　ふつうタイプ　30枚　業務用

尿とりパッドＥ 大王製紙株式会社　アテント

（吸収量強化型） Ｓケア夜1枚安心パッド　特に多いタイプ　20枚 業務用

パンツ併用タイプ 大王製紙株式会社　アテント

Ｒケア紙パンツにつける尿とりパッド　ふつうタイプ　48枚　業務用

テープ止めタイプＡ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント

（小） 500～750 消臭効果付きテープ式　Ｓ34枚　背モレ・横モレも防ぐ

テープ止めタイプＢ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント

（小） 570～750 Ｒケア　スーパーフィットテープ　Ｓ24枚　業務用

テープ止めタイプＣ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント

（中） 700～950 消臭効果付きテープ式　Ｍ30枚　背モレ・横モレも防ぐ　業務用

テープ止めタイプＤ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント

（中） 650～950 Ｒケア　スーパーフィットテープ　Ｍ22枚　業務用

テープ止めタイプＥ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント

（大） 900～1250 消臭効果付きテープ式　Ｌ26枚　背モレ・横モレも防ぐ　業務用

テープ止めタイプＦ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント

（大） 800～1250 Ｒケア　スーパーフィットテープ　Ｌ20枚　業務用

パンツタイプＡ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント

（長時間型　小） 520～750 長時間さらさらパンツ　Ｓ20枚　業務用

パンツタイプＢ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント

（長時間型　中） 600～950 長時間さらさらパンツ　Ｍ～Ｌ20枚　業務用

パンツタイプＣ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント

（長時間型　大） 800～1250 長時間さらさらパンツ　Ｌ～ＬＬ18枚　業務用

パンツタイプＤ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント

（薄型　小） 520～750 Ｒケアうす型さらさらパンツ　Ｓ22枚　業務用

パンツタイプＥ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント

（薄型　中） 600～950 Ｒケアうす型さらさらパンツ　Ｍ～Ｌ22枚　業務用

パンツタイプＦ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント

（薄型　大） 800～1250 Ｒケアうす型さらさらパンツ　Ｌ～ＬＬ20枚　業務用
⑱ 5,880

⑮ 20,736

⑯ 396

⑰ 12,342

⑫ 6,640

⑬ 5,160

⑭ 31,320

⑨ 51,420

⑩ 9,900

⑪ 14,664

⑧ 144

④ 300×630 237,180

⑤ 300×630 134,160

⑥ 135×450 24,912

⑦ 504

② 280×490 45,090

③ 300×560 148,176

仕様書（明細）

番
号

銘柄・規格

数量

① 210×490 22,680



別表３

名称
サイズ
（㎜）

銘柄

尿とりパッドＡ カミ商事株式会社　いちばん

（少量） 尿とりパッドプラス　48枚

尿とりパッドＢ カミ商事株式会社　いちばん

（中量） ワイドパッド通気タイプ　男女共用　病院・施設用　30枚

尿とりパッドＣ カミ商事株式会社　いちばん

（中量） スーパーワイドパッド　男女共用　病院・施設用　30枚

尿とりパッドＤ カミ商事株式会社　いちばん

（多量・サイズ強化型） ビッグパッド　男女共用　病院・施設用　30枚

尿とりパッドＥ カミ商事株式会社　いちばん

（吸収量強化型） Hi-premium1100　男女共用　病院・施設用　26枚

パンツ併用タイプ カミ商事株式会社　いちばん

紙パンツ用パッド　男女共用　36枚

テープ止めタイプＡ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん

（小） 570～870 クロステープ止めうす型　病院・施設用　Ｓ32枚

テープ止めタイプＢ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん

（小） 480～1050 すっきり伸縮テープ止め　病院・施設用　Ｓ22枚

テープ止めタイプＣ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん

（中） 700～1100 クロステープ止めうす型　病院・施設用　Ｍ30枚

テープ止めタイプＤ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん

（中） 600～1200 すっきり伸縮テープ止め　病院・施設用　Ｍ20枚

テープ止めタイプＥ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん

（大） 850～1250 クロステープ止めうす型　病院・施設用　Ｌ26枚

テープ止めタイプＦ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん

（大） 700～1400 すっきり伸縮テープ止め　病院・施設用　Ｌ17枚

パンツタイプＡ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん

（長時間型　小） 500～700 パンツスーパー　病院・施設用　Ｓ22枚

パンツタイプＢ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん

（長時間型　中） 600～900 パンツスーパー　病院・施設用　Ｍ20枚

パンツタイプＣ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん

（長時間型　大） 750～1250 パンツスーパー　病院・施設用　Ｌ18枚～ＬＬ16枚

パンツタイプＤ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん

（薄型　小） 520～750 パンツライト　病院・施設用　Ｓ22枚

パンツタイプＥ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん

（薄型　中） 600～950 パンツライト　病院・施設用　Ｍ～Ｌ20枚

パンツタイプＦ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん

（薄型　大） 850～1250 パンツライト　病院・施設用　Ｌ～ＬＬ18枚

仕様書（明細）

番
号

銘柄・規格

数量

① 210×490 22,680

② 290×490 45,090

③ 300×560 148,176

④ 320×620 237,180

⑤ 320×620 134,160

⑥ 150×435 24,912

⑦ 504

⑧ 144

⑨ 51,420

⑩ 9,900

⑪ 14,664

⑫ 6,640

⑬ 5,160

⑰ 12,342

⑱ 5,880

⑭ 31,320

⑮ 20,736

⑯ 396



送付先：ＦＡＸ ０８５７－５９－６０５５（鳥取県厚生事業団行き） 

 

（様式第１号） 

 
入札参加資格確認書 

 

 

社会福祉法人鳥取県厚生事業団 

理 事 長  中山 貴雄  様 

 

案件名称：紙おむつ等の購入に係る競争入札 

 

１ 当社は、令和３年鳥取県告示第 457 号（物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る

調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等）に基づく競争入札参加資格（もし

くはこれに準ずる資格）を有するとともに、その業種区分【物品の販売（医療・理化学

機器類もしくは薬品類）】に登録されている者であります。 

 

２ 当社は、この入札に係る公告の日から本書提出日までの間のいずれの日においても、

鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成７年７月 17 日付出第 157 号）

第３条第１項の規定による指名停止措置を受けていません。 

また、この調達の開札日（再度入札（見積り）を含む。）までに指名停止措置を受けた

場合には、入札参加資格を無効とされても異議を申し立てません。 

同様に他の官公庁からもこれに類する措置を受けていません。 

 

３ 当社は、鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所を有しています。 

 

上記のとおり相違ないことを誓約します。 

 
令和   年   月   日 

 

 
住    所 

商号又は名称 

役職及び氏名                  ㊞ 

 

 

（作成責任者） 

所属・職・氏名 

電話番号 

ファクシミリ 

電子メールアドレス 

 

 

 

 

※本書は、令和５年３月１７日（金）正午までに提出してください。

なお、提出された方には、３月２２日（水）正午までに受付印を押し

た本書を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。 

受付欄 



（様式第２号） 

令和  年  月  日 

 

委 任 状 

 

 社会福祉法人鳥取県厚生事業団 

 理 事 長  中山 貴雄 様 

 

                委任者 

                      住所 

                  商号又は名称 

                  代表者氏名                           ㊞ 

 

 私は、下記の者を代理人と定め、社会福祉法人鳥取県厚生事業団との間における「紙おむ

つ等の購入に係る競争入札」の下記の一切の権限を委任します。 

 

記 

 

委任事項 

 １ 入札に関する一切の権限 

        受任者 

          役職名 

 

          氏 名 

 

 

                       
受任者の使用する印鑑

 

                  （入札には当該印鑑を持参してください） 

 

 

 

 

 



（別紙様式１） 

入 札 書（第  回） 

 

 

 社会福祉法人鳥取県厚生事業団 

  理事長 中山貴雄 様 

 

 

 

 仕様書等を熟覧のうえ、次のとおり入札します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

                       入札者 

             住所 

             
（代理人の場合は自宅住所）

 

             商号又は名称 

 

             代表者又は代理人氏名                            ㊞ 

            

品 目 契約期間 金  額（円） 

紙おむつ等 
令和５年 ４月 １日から 

令和６年 ３月３１日まで 
            円 

備考  入札金額は、算用数字で記載すること。 

    消費税及び地方消費税を含めない金額を記載すること。 

    代理人が入札者である場合は、入札者の欄は必ず代理人の氏名、住所（代理人の

自宅）を記名押印すること。 



名称 サイズ(㎜) 銘柄（指定品番）
尿とりパッドＡ 大王製紙株式会社　アテント
（少量） 安心パッドスーパー吸収　54枚　業務用
尿とりパッドＢ 大王製紙株式会社　アテント
（中量） 昼安心通気パッド　特に多いタイプ　45枚　業務用
尿とりパッドＣ 大王製紙株式会社　アテント
（中量） Ｓケア長時間安心パッド　ワイドタイプ　36枚　業務用
尿とりパッドＤ 大王製紙株式会社　アテント
（多量・サイズ強化型） Ｓケア夜1枚安心パッド　ふつうタイプ　30枚　業務用
尿とりパッドＥ 大王製紙株式会社　アテント
（吸収量強化型） Ｓケア夜1枚安心パッド　特に多いタイプ　20枚 業務用
パンツ併用タイプ 大王製紙株式会社　アテント

Ｒケア紙パンツにつける尿とりパッド　ふつうタイプ　48枚　業務用
テープ止めタイプＡ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント
（小） 500～750 消臭効果付きテープ式　Ｓ34枚　背モレ・横モレも防ぐ
テープ止めタイプＢ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント
（小） 570～750 Ｒケア　スーパーフィットテープ　Ｓ24枚　業務用
テープ止めタイプＣ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント
（中） 700～950 消臭効果付きテープ式　Ｍ30枚　背モレ・横モレも防ぐ　業務用
テープ止めタイプＤ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント
（中） 650～950 Ｒケア　スーパーフィットテープ　Ｍ22枚　業務用
テープ止めタイプＥ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント
（大） 900～1250 消臭効果付きテープ式　Ｌ26枚　背モレ・横モレも防ぐ　業務用
テープ止めタイプＦ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント
（大） 800～1250 Ｒケア　スーパーフィットテープ　Ｌ20枚　業務用
パンツタイプＡ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント
（長時間型　小） 520～750 長時間さらさらパンツ　Ｓ20枚　業務用
パンツタイプＢ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント
（長時間型　中） 600～950 長時間さらさらパンツ　Ｍ～Ｌ20枚　業務用
パンツタイプＣ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント
（長時間型　大） 800～1250 長時間さらさらパンツ　Ｌ～ＬＬ18枚　業務用
パンツタイプＤ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント
（薄型　小） 520～750 Ｒケアうす型さらさらパンツ　Ｓ22枚　業務用
パンツタイプＥ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント
（薄型　中） 600～950 Ｒケアうす型さらさらパンツ　Ｍ～Ｌ22枚　業務用
パンツタイプＦ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ 大王製紙株式会社　アテント
（薄型　大） 800～1250 Ｒケアうす型さらさらパンツ　Ｌ～ＬＬ20枚　業務用

消費税

合計金額

⑰ 12,342

⑱ 5,880

⑮ 20,736

⑯ 396

⑬ 5,160

⑭ 31,320

⑪ 14,664

⑫ 6,640

⑨ 51,420

⑩ 9,900

⑦ 504

⑧ 144

⑤ 300×630 134,160

⑥ 135×450 24,912

③ 300×560 148,176

④ 300×630 237,180

① 210×490 22,680

② 280×490 45,090

別紙様式２

仕様内訳書　１

番号
銘柄・規格

数量 単価 金額



名称 サイズ(㎜) 銘柄（指定品番）
尿とりパッドＡ カミ商事株式会社　いちばん
（少量） 尿とりパッドプラス　48枚
尿とりパッドＢ カミ商事株式会社　いちばん
（中量） ワイドパッド通気タイプ　男女共用　病院・施設用　30枚
尿とりパッドＣ カミ商事株式会社　いちばん
（中量） スーパーワイドパッド　男女共用　病院・施設用　30枚
尿とりパッドＤ カミ商事株式会社　いちばん
（多量・サイズ強化型） ビッグパッド　男女共用　病院・施設用　30枚
尿とりパッドＥ カミ商事株式会社　いちばん
（吸収量強化型） Hi-premium1100　男女共用　病院・施設用　26枚

カミ商事株式会社　いちばん
紙パンツ用パッド　男女共用　36枚

テープ止めタイプＡ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん
（小） 570～870 クロステープ止めうす型　病院・施設用　Ｓ32枚
テープ止めタイプＢ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん
（小） 480～1050 すっきり伸縮テープ止め　病院・施設用　Ｓ22枚
テープ止めタイプＣ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん
（中） 700～1100 クロステープ止めうす型　病院・施設用　Ｍ30枚
テープ止めタイプＤ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん
（中） 600～1200 すっきり伸縮テープ止め　病院・施設用　Ｍ20枚
テープ止めタイプＥ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん
（大） 850～1250 クロステープ止めうす型　病院・施設用　Ｌ26枚
テープ止めタイプＦ ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん
（大） 700～1400 すっきり伸縮テープ止め　病院・施設用　Ｌ17枚
パンツタイプＡ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん
（長時間型　小） 500～700 パンツスーパー　病院・施設用　Ｓ22枚
パンツタイプＢ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん
（長時間型　中） 600～900 パンツスーパー　病院・施設用　Ｍ20枚
パンツタイプＣ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん
（長時間型　大） 750～1250 パンツスーパー　病院・施設用　Ｌ18枚～ＬＬ16枚
パンツタイプＤ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん
（薄型　小） 520～750 パンツライト　病院・施設用　Ｓ22枚
パンツタイプＥ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん
（薄型　中） 600～950 パンツライト　病院・施設用　Ｍ～Ｌ20枚
パンツタイプＦ ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ カミ商事株式会社　いちばん
（薄型　大） 850～1250 パンツライト　病院・施設用　Ｌ～ＬＬ18枚

合計金額

⑰ 12,342

⑱ 5,880

消費税

⑯ 396

⑭ 31,320

⑮ 20,736

⑫ 6,640

⑬ 5,160

⑩ 9,900

⑪ 14,664

504

⑨ 51,420

⑧ 144

⑤ 320×620 134,160

⑦

③ 300×560 148,176

④ 320×620 237,180

⑥ パンツ併用タイプ 150×435 24,912

① 210×490 22,680

② 290×490 45,090

別紙様式３

仕様内訳書　２

番号
銘柄・規格

数量 単価 金額


