
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

受精卵（乳用牛）購入
３３個

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

平成29年6月19日
株式会社十勝畜産貿易
北海道帯広市昭和町基線108
法人番号：9460101001132

一般競争入札

－ 6,161,400 円 －

燃料購入（単価契約）
揮発油(ｽﾀﾝﾄﾞ給油)      1,300L
揮発油(ﾛｰﾘｰ･ﾄﾞﾗﾑ缶)    3,000L
軽油(課税)　           3,000L
軽油(免税)            17,000L
灯油(ﾛｰﾘｰ)　　　　     2,000L

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

平成29年6月30日
白河商事株式会社
福島県白河市中町６５
法人番号：7380001010219

一般競争入札

－ 2,205,756 円 －

飼料購入（単価契約）
肉用牛配合飼料    32,000kg

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

平成29年6月30日
株式会社安藤物産
福島県郡山市愛宕町１０－１６
法人番号：7380001004468

一般競争入札

－ 1,745,280 円 －

タイヤショベル外１品目賃貸借
家畜改良センター十勝牧場長　櫻井　保
北海道河東郡音更町駒場並木８番地１

平成29年6月2日
株式会社共成レンテム農機事業所
北海道中川郡幕別町明野６５８番地１
法人番号：6460101000459

一般競争入札

－ 5,057,640 円 －

草地更新作業請負業務
家畜改良センター十勝牧場長　櫻井　保
北海道河東郡音更町駒場並木８番地１

平成29年6月9日
株式会社共成レンテム農機事業所
北海道中川郡幕別町明野６５８番地１
法人番号：6460101000459

一般競争入札

－ 1,944,000 円 －

飼料購入
肉牛育成用配合飼料 　36,000kg
乳牛用配合飼料       20,000kg
ルーサンペレット      2,000kg

家畜改良センター十勝牧場長　櫻井　保
北海道河東郡音更町駒場並木８番地１

平成29年6月29日
株式会社共成レンテム農機事業所
北海道中川郡幕別町明野６５８番地１
法人番号：6460101000459

一般競争入札

－ 2,362,608 円 －

肉用牛肥育用配合飼料（雪印配合飼料
新名人）購入
301,000kg

家畜改良センター奥羽牧場長　元村　聡
青森県上北郡七戸町字鶴児平１番地

平成29年6月29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

－ 16,904,160 円 －

燃料購入（単価契約）
軽油(免税)　          25,000L
軽油(課税)             5,000L

家畜改良センター奥羽牧場長　元村　聡
青森県上北郡七戸町字鶴児平１番地

平成29年6月30日
北日本石油株式会社
東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目２８番５号
法人番号：5010001075985

一般競争入札

－ 1,974,900 円 －

乳用牛飼育用配合飼料（バラ）購入
310,000kg

家畜改良センター岩手牧場長　分部　喜久男
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２－２１

平成29年6月22日
株式会社森
岩手県盛岡市本宮字小林３３－３
法人番号：2400001001649

一般競争入札

－ 12,655,440 円 －

飼料購入
綿実　　　　　　　61,000kg
ビートパルプ　　　90,000kg

家畜改良センター岩手牧場長　分部　喜久男
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２－２１

平成29年6月22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１－１２－１
法人番号：2370001018473

一般競争入札

－ 7,342,488 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

平成２９年６月

契約金額

1



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

平成２９年６月

契約金額

脂肪酸カルシウム購入
9,000kg

家畜改良センター岩手牧場長　分部　喜久男
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２－２１

平成29年6月22日
富士農産株式会社
群馬県前橋市鼻毛石町２１０１－１
法人番号：1070001002797

一般競争入札

－ 1,428,840 円 －

加熱大豆粕購入
18,000kg

家畜改良センター岩手牧場長　分部　喜久男
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２－２１

平成29年6月22日
富士農産株式会社
群馬県前橋市鼻毛石町２１０１－１
法人番号：1070001002797

一般競争入札

－ 1,934,280 円 －

燃料購入（単価契約）
軽油(免税)　          34,000L
軽油(課税)             5,400L

家畜改良センター岩手牧場長　分部　喜久男
岩手県盛岡市下厨川字穴口７２－２１

平成29年6月28日
東日本三愛石油株式会社
青森県八戸市大字十八日町４１－２
法人番号：9420001006136

一般競争入札

－ 2,518,584 円 －

飼料購入
種豚育成用飼料        49,000kg

家畜改良センター茨城牧場長　白戸　綾子
茨城県筑西市藤ヶ谷２３３０

平成29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

－ 1,936,872 円 －

飼料購入
大すう用指定配合飼料  31,000kg

家畜改良センター岡崎牧場長　山本洋一
愛知県岡崎市大柳町字栗沢1番1

平成29年6月29日
愛知県経済農業協同組合連合会
名古屋市中区錦三丁目3番8号
法人番号：2180005002897

一般競争入札

－ 1,374,354 円 －

飼料購入
成鶏用指定配合飼料   144,000kg

家畜改良センター岡崎牧場長　山本洋一
愛知県岡崎市大柳町字栗沢1番1

平成29年6月28日
株式会社太田商店
愛知県岡崎市福岡町字北裏25番地2
法人番号：4180301000545

一般競争入札

－ 7,418,304 円 －

飼料購入
育成用２号指定配合飼料  39,000kg
種鶏雄用指定配合飼料    17,000kg
成鶏用指定配合飼料      63,000kg

家畜改良センター兵庫牧場長　池内　豊
兵庫県たつの市揖西町土師954-1

平成29年6月28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：818030100657

一般競争入札

－ 6,541,344 円 －

ロークロップアタッチメント購入
１台

家畜改良センター鳥取牧場長 小野 哲士
鳥取県東伯郡琴浦町大字出上１４

平成29年6月13日
日産プリンス青森販売株式会社
青森県青森市大字新城字福田271番地1
法人番号：1420001000006

一般競争入札

－ 1,836,000 円 －

飼料購入
豚検定用バラ　24,000ｋｇ
種豚用バラ  　42,000ｋｇ

家畜改良センター宮崎牧場長　岡部　昌博
宮崎県小林市細野５１５７－２９

平成29年6月28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

－ 4,905,960 円 －
飼料購入
子豚用バラ　　　　10,000ｋｇ
豚育成肥育用バラ　35,000ｋｇ
牛育成用バラ　　  20,000ｋｇ
牛育成用(20kg)     4,000ｋｇ

家畜改良センター宮崎牧場長　岡部　昌博
宮崎県小林市細野５１５７－２９

平成29年6月28日
ヤマエ久野株式会社飼料畜産南九州支店
宮崎県都城市宮丸町3070-3
法人番号：9290001017163

一般競争入札

－ 4,014,360 円 －
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飼料購入
牛繁殖用　　     35,000ｋｇ

家畜改良センター宮崎牧場長　岡部　昌博
宮崎県小林市細野５１５７－２９

平成29年6月28日
有限会社エムケイ商事
宮崎県都城市神之山町4861番地1
法人番号：4350002013853

一般競争入札

－ 1,676,430 円 －

以下余白

3


