
別紙様式　３

物品役務等の名称及び数量
契約責任者等の氏名

並びにその所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 落札率 備　　考

窒素分解装置及び窒素蒸留自動滴定装
置購入
１式

家畜改良センター理事長　入江　正和
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１
番地

令和3年6月9日
宝化成機器株式会社
福島県郡山市喜久田町卸１丁目６２番地１
法人番号：7380001005763

一般競争入札

－ 9,537,000 円 －

燃料購入（単価契約）
　揮発油（スタンド給油）    1,500L
　揮発油（ドラム缶）        2,800L
　軽油（課税）              3,000L
　軽油（免税）             13,000L
　灯油（ローリー）          4,000L

家畜改良センター理事長　入江　正和
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１

令和3年6月25日
白河商事株式会社
福島県白河市中町６５番地
法人番号：7380001010219

一般競争入札

－ 2,700,990 円 －

バキュームカー購入
　１台

家畜改良センター新冠牧場長　根城　博一
北海道日高郡新ひだか町静内御園５８７番地の
１

令和3年6月22日
パブリックマシーンイケダ株式会社
北海道日高郡新ひだか町静内駒場６番３５号
法人番号：3430001055328

一般競争入札

－ 3,564,000 円 －

飼料（ビートパルプペレット）購入
（単価契約）
　38,000kg

家畜改良センター新冠牧場長　根城　博一
北海道日高郡新ひだか町静内御園５８７番地の
１

令和3年6月23日
株式会社第一飼料
北海道帯広市東七条南１４丁目１番地１３
法人番号：1460101006378

一般競争入札

－ 1,839,200 円 －

普通貨物自動車交換購入
　１台

家畜改良センター新冠牧場長　根城　博一
北海道日高郡新ひだか町静内御園５８７番地の
１

令和3年6月28日
北海道いすゞ自動車株式会社
北海道札幌市白石区本通２０丁目北１番６８号
法人番号：3430001021651

一般競争入札
（総合評価）

－ 4,458,280 円 －

免税軽油購入（単価契約）
　20,000L

家畜改良センター新冠牧場長　根城　博一
北海道日高郡新ひだか町静内御園５８７番地の
１

令和3年6月28日
岩倉商事株式会社
北海道苫小牧市末広町３丁目９番２１号
法人番号：5430001052637

一般競争入札

－ 1,859,000 円 －

肥料（複合肥料）購入
　62,000kg

家畜改良センター十勝牧場長　伊佐　雅裕
北海道河東郡音更町駒場並木８番地１

令和3年6月11日
住商アグリビジネス株式会社十勝支店
北海道中川郡幕別町字千住５５番地２
法人番号：3010001108714

一般競争入札

－ 3,778,280 円 －

飼料（代用乳）購入（単価契約）
　10,000kg

家畜改良センター十勝牧場長　伊佐　雅裕
北海道河東郡音更町駒場並木８番地１

令和3年6月24日
全国酪農業協同組合連合会札幌支所帯広事務所
北海道帯広市西２１条南１丁目１番地
法人番号：3010405007306

一般競争入札

－ 5,027,000 円 －

配合飼料（肉牛育成用）購入
（単価契約）
  48,000kg

家畜改良センター十勝牧場長　伊佐　雅裕
北海道河東郡音更町駒場並木８番地１

令和3年6月24日
雪印種苗株式会社帯広営業所
北海道河西郡芽室町東芽室基線１３番地２６
法人番号：6430001017705

一般競争入札

－ 2,898,720 円 －

配合飼料（牛用）購入（単価契約）
  25,500kg

家畜改良センター十勝牧場長　伊佐　雅裕
北海道河東郡音更町駒場並木８番地１

令和3年6月24日
株式会社第一飼料
北海道帯広市東７条南１４丁目１番地１３
法人番号：1460101006378

一般競争入札

－ 1,368,840 円 －

食肉脂質測定装置購入
　１式

家畜改良センター奥羽牧場長　西元　薫
青森県上北郡七戸町字鶴児平１番地

令和3年6月1日
株式会社アグロジャパン
新潟県新潟市江南区曙町５丁目１番３号
法人番号：2110001004425

一般競争入札

－ 4,444,000 円 －

多本架恒温遠心機他３品目
　１式

家畜改良センター奥羽牧場長　西元　薫
青森県上北郡七戸町字鶴児平１番地

令和3年6月15日
株式会社南部医理科八戸営業所
青森県八戸市根城８丁目１０－８
法人番号：7400001003797

一般競争入札

－ 3,283,500 円 －

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

独立行政法人家畜改良センター

令和３年６月

契約金額
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肥育配合飼料購入（単価契約）
  47,000kg

家畜改良センター奥羽牧場長　西元　薫
青森県上北郡七戸町字鶴児平１番地

令和3年6月26日
株式会社川賢
青森県三沢市岡三沢２丁目８番地７
法人番号：1420001011399

一般競争入札

－ 3,207,985 円 －

肉用牛肥育用配合飼料（雪印配合飼料
新名人）購入（単価契約）
  210,000kg

家畜改良センター奥羽牧場長　西元　薫
青森県上北郡七戸町字鶴児平１番地

令和3年6月26日
雪印種苗株式会社十和田営業所
青森県十和田市大字伝法寺字大窪１番１７号
法人番号：6430001017705

一般競争入札

－ 14,830,200 円 －

飼料（子牛用代用乳）購入
（単価契約）
  3,400kg

家畜改良センター奥羽牧場長　西元　薫
青森県上北郡七戸町字鶴児平１番地

令和3年6月26日
全国酪農業協同組合連合会
東京都港区芝４丁目１７番５号
法人番号：3010405007306

一般競争入札

－ 1,606,330 円 －

免税軽油購入（単価契約）
　17,000L

家畜改良センター奥羽牧場長　西元　薫
青森県上北郡七戸町字鶴児平１番地

令和3年6月28日
株式会社エコー
青森県十和田市東一番町６番５１号
法人番号：8420001010964

一般競争入札

－ 1,533,400 円 －

乳用牛飼育用配合飼料（バラ）購入
（単価契約）
　358,000kg

家畜改良センター岩手牧場長　山野　淳一
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２番地２１

令和3年6月24日
ＪＡ全農北日本くみあい飼料株式会社
宮城県仙台市宮城野区宮城野１丁目１２番地１
法人番号：2370001018473

一般競争入札

－ 18,232,940 円 －

飼料（綿実）購入（単価契約）
　62,000kg

家畜改良センター岩手牧場長　山野　淳一
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２番地２１

令和3年6月24日
ＪＡ全農北日本くみあい飼料株式会社
宮城県仙台市宮城野区宮城野１丁目１２番地１
法人番号：2370001018473

一般競争入札

－ 4,937,680 円 －

飼料（脂肪酸カルシウム）購入
（単価契約）
　11,000kg

家畜改良センター岩手牧場長　山野　淳一
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２番地２１

令和3年6月24日

昭産商事株式会社盛岡支店
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南一丁目３番
８号
法人番号：4011401003108

一般競争入札

－ 1,669,800 円 －

飼料（加熱大豆粕）購入（単価契約）
　23,000kg

家畜改良センター岩手牧場長　山野　淳一
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２番地２１

令和3年6月24日
富士農産株式会社
群馬県前橋市鼻毛石町２１０１番地の１
法人番号：1070001002797

一般競争入札

－ 2,858,900 円 －

飼料（ビートパルプ）購入
（単価契約）
　85,000kg

家畜改良センター岩手牧場長　山野　淳一
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２番地２１

令和3年6月24日
ＪＡ全農北日本くみあい飼料株式会社
宮城県仙台市宮城野区宮城野１丁目１２番地１
法人番号：2370001018473

一般競争入札

－ 4,067,250 円 －

飼料（代用乳）購入（単価契約）
　5,600kg

家畜改良センター岩手牧場長　山野　淳一
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２番地２１

令和3年6月25日
全国酪農業協同組合連合会仙台支所
宮城県仙台市青葉区中央１丁目７番２０号
法人番号：3010405007306

一般競争入札

－ 2,898,280 円 －

軽油購入（単価契約）
　免税軽油  30,000L
　課税軽油   4,500L

家畜改良センター岩手牧場長　山野　淳一
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２番地２１

令和3年6月25日
東日本三愛石油株式会社
青森県八戸市大字十八日町４１番地２
法人番号：9420001006136

一般競争入札

－ 3,161,475 円 －

種豚用飼料購入（単価契約）
  67,000kg

家畜改良センター茨城牧場長　椴田　浅亨
茨城県筑西市藤ヶ谷２３３０

令和3年6月28日
昭産商事株式会社関東支店
栃木県宇都宮市問屋町３１７２番地２４
法人番号：4011401003108

一般競争入札

－ 3,685,000 円 －

育成豚用飼料購入（単価契約）
  40,000kg

家畜改良センター茨城牧場長　椴田　浅亨
茨城県筑西市藤ヶ谷２３３０

令和3年6月28日

ヤマエ久野株式会社東京支社飼料畜産関東営業
所
茨城県水戸市千波町４５７－１
法人番号：9290001017163

一般競争入札

－ 2,244,000 円 －
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除糞ベルト取替業務請負契約
　１式

家畜改良センター岡崎牧場長　林　政彦
愛知県岡崎市大柳町字栗沢１番１

令和3年6月23日

株式会社大宮製作所
京都府京都市南区大宮通八条下る寺東門前町５
２番地
法人番号：9130001010191

一般競争入札

－ 5,830,000 円 －
指定配合飼料購入（単価契約）
　育成用2号　　52,000kg
　種鶏雄用　　 17,000kg
　成鶏用　　　 48,000kg

家畜改良センター兵庫牧場長  川原  祐三
兵庫県たつの市揖西町土師９５４－１

令和3年6月30日
豊橋飼料株式会社
愛知県豊橋市明海町５番地の９
法人番号：8180301006571

一般競争入札

－ 9,012,960 円 －

ボイラー購入
　１式

家畜改良センター兵庫牧場長  川原  祐三
兵庫県たつの市揖西町土師９５４－１

令和3年6月30日
株式会社IHI汎用ボイラ関西支店
大阪府大阪市北区中之島３－２－４
法人番号：9010601024842

一般競争入札

－ 1,320,000 円 －

モアコンディショナー購入
　１台

家畜改良センター鳥取牧場長 河村　正
鳥取県東伯郡琴浦町大字出上１４

令和3年6月8日
日本ニューホランド株式会社岡山営業所
岡山県津山市宮尾７３９－１
法人番号：1430001021026

一般競争入札

－ 3,850,000 円 －

マニュアスプレッダー購入
　１台

家畜改良センター鳥取牧場長 河村　正
鳥取県東伯郡琴浦町大字出上１４

令和3年6月8日
日本ニューホランド株式会社岡山営業所
岡山県津山市宮尾７３９－１
法人番号：1430001021026

一般競争入札

－ 3,184,500 円 －

ミニホイルローダー交換購入
　１台

家畜改良センター鳥取牧場長 河村　正
鳥取県東伯郡琴浦町大字出上１４

令和3年6月8日
三洋重機株式会社
鳥取県鳥取市湖山町東２丁目２３７番地
法人番号：7270001000271

一般競争入札

－ 4,614,500 円 －

ホイルローダー交換購入
　１台

家畜改良センター熊本牧場長　新　晋二
熊本県玉名市横島町共栄３７番地

令和3年6月22日
コマツカスタマーサポート株式会社
東京都港区白金１丁目１７番３号
法人番号：7021001015409

一般競争入札

－ 6,765,000 円 －

豚検定飼料（バラ）購入（単価契約）
　23,000kg

家畜改良センター宮崎牧場長　瀧本　昌彦
宮崎県小林市細野５１５７－２９

令和3年6月25日
ヤマエ久野（株）飼料畜産南九州支店
宮崎県都城市宮丸町３０７０番地３
法人番号：9290001017163

一般競争入札

－ 2,236,520 円 －

種豚用飼料（バラ）購入（単価契約）
　45,000kg

家畜改良センター宮崎牧場長　瀧本　昌彦
宮崎県小林市細野５１５７－２９

令和3年6月25日
九州ノーサン商事株式会社都城営業所
宮崎県都城市菓子野町１１５４４－３
法人番号：6340001014991

一般競争入札

－ 2,517,075 円 －

牛繁殖用配合飼料購入（単価契約）
　24,600kg

家畜改良センター宮崎牧場長　瀧本　昌彦
宮崎県小林市細野５１５７－２９

令和3年6月25日
九州ノーサン商事株式会社都城営業所
宮崎県都城市菓子野町１１５４４－３
法人番号：6340001014991

一般競争入札

－ 1,752,135 円 －

燃料購入（単価契約）
　揮発油                    3,200L
　軽油（課税）              2,900L
　軽油（免税）              9,600L
　灯油　　　　　　          1,400L

家畜改良センター宮崎牧場長　瀧本　昌彦
宮崎県小林市細野５１５７－２９

令和3年6月29日
株式会社Ｍｉｓｕｍｉ
鹿児島県鹿児島市卸本町７番地２０
法人番号：4340001004160

一般競争入札

－ 2,107,575 円 －

ロールベーラー購入
　１台

家畜改良センター宮崎牧場長　瀧本　昌彦
宮崎県小林市細野５１５７－２９

令和3年6月29日
日本ニューホランド株式会社南九州営業所
宮崎県都城市山之口町富吉２５９２－１
法人番号：1430001021026

一般競争入札

－ 5,610,000 円 －

受精卵処理施設に係る機器購入
　１式

家畜改良センター宮崎牧場長　瀧本　昌彦
宮崎県小林市細野５１５７－２９

令和3年6月30日
株式会社朝日サイエンス
宮崎県宮崎市大字本郷北方２４８８番地１８
法人番号：7350001000065

一般競争入札

－ 6,351,400 円 －
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別紙様式　３

物品役務等の名称及び数量
契約責任者等の氏名

並びにその所属する部局の名称
及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 落札率 備　　考

競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

独立行政法人家畜改良センター

令和３年６月

契約金額

以下余白
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