
提出してください。

　次に掲げる物件について，見積書（税込み）を福山市上下水道局管財契約課へ契約番号ごとに

見積り仕様書一覧

契約番号 品　　　　　名

※ＦＡＸの場合，見積書等提出先ＦＡＸ番号 ：（０８４）９２８－１６３１

公開日 ２０２２年（令和４年)９月９日(金)

見積書提出期限 ２０２２年（令和４年)９月１５日(木)　１７：１５

444

443 標準寒天培地　外

445 ハロ酢酸4種混合標準液

441 チェックバルブ

水銀標準液　外

442 コリラート　外



仕様書 

 

契約番号   ４４１ 

 

１ 品 名 

  チェックバルブ 
 

２ 品質規格および数量 

内訳 

品名 規格(品番) 数量 単位 販売元 同等品 

チェックバルブ 

Sep-Pak コンセントレーター用

JLC002060          

2 個入/式 

4 式 
日本ウォーターズ

株式会社 
不可 

 

３ 納品場所 

  〒720-0004 

福山市御幸町中津原 158 

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階 

担当者 水質管理センター 藤井 

TEL（084）955-1144   

FAX (084) 955-4990 

 

４ 納品方法 

  搬入（エレベーター（6名用）あり） 

       

５ 納品期限 

2022 年（令和 4年）10月 31 日（月） 



仕様書 

 

契約番号    ４４２ 

 

１ 品 名 

  コリラート 外 
 

２ 品質規格および数量 

内訳 

品名 規格(品番) 数量 単位 販売元 同等品 

コリラート 
98-12973-00 

200 個入 
1 箱 

アイデックスラボラト

リーズ株式会社 
不可 

QT2000 98-21675-00 2 箱 
アイデックスラボラト

リーズ株式会社 
不可 

 

３ 納品場所 

  〒720-0004 

福山市御幸町中津原 158 

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階 

担当者 水質管理センター 相原 

TEL（084）955-1144   

FAX (084) 955-4990 

 

４ 納品方法 

  搬入（エレベーター（6名用）あり） 

       

５ 納品期限 

2022 年（令和 4年）10月 31 日（月） 



仕様書 

 

契約番号   ４４３ 

 

１ 品 名 

  標準寒天培地 外 
 

２ 品質規格および数量 

内訳 

品名 規格(品番) 数量 単位 販売元 同等品 

標準寒天培地 2-3789-01 2 本 アズワン㈱ 不可 

ハンドフォード改良培地 
61-9627-67 

E-MG15 
1 本 アズワン㈱ 不可 

R2A 寒天培地 
63-6530-65 

218262 
1 本 アズワン㈱ 不可 

 

３ 納品場所 

  〒720-0004 

福山市御幸町中津原 158 

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階 

担当者 水質管理センター 相原 

TEL（084）955-1144   

FAX (084) 955-4990 

 

４ 納品方法 

  搬入（エレベーター（6名用）あり） 

       

５ 納品期限 

2022 年（令和 4年）10月 31 日（月） 



仕様書 

 

契約番号    ４４４ 

 

１ 品 名 

  水銀標準液 外 
 

２ 品質規格および数量 

内訳 

品名 規格(品番) 数量 単位 販売元 同等品 

水銀標準液(Hg 1000) 138-13661 1  本 
富士フイルム和光純薬

㈱ 
不可 

1,2,3-トリクロロプロパン

標準液 
203-15981 2 箱 

富士フイルム和光純薬

㈱ 
不可 

 

３ 納品場所 

  〒720-0004 

福山市御幸町中津原 158 

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階 

担当者 水質管理センター 相原 

TEL（084）955-1144   

FAX (084) 955-4990 

 

４ 納品方法 

  搬入（エレベーター（6名用）あり） 

       

５ 納品期限 

2022 年（令和 4年）10月 31 日（月） 



仕様書 

 

 

契約番号   ４４５ 

 

１ 品 名 

ハロ酢酸 4種混合標準液 
 

２ 品質規格および数量 

内訳 

品名 製造元 規格(品番) 数量 同等品 

ハロ酢酸 4種混合標準液 ジーエルサイエンス

株式会社 
1021-10006 1 箱 不可 

 

３ 納品場所 

  〒720-0004 

福山市御幸町中津原 158 

福山市上下水道局中津原浄水場 水質管理センター 2階 

担当者 水質管理センター 小笠原 

TEL（084）955-1144 

FAX (084) 955-4990 

 

４ 納品方法 

  搬入（エレベーター（6名用）あり） 

       

５ 納品期限 

2022 年（令和 4年）10月 31 日（月） 


