
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

家畜改良センター新冠、十勝牧場で使
用する電気供給
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

平成29年12月15日
エフビットコミュニケーションズ株式会社
京都府京都市南区東九条室町２３番地
 法人番号, 9130001010448

一般競争入札

－ 32,163,803 円 －

家畜改良センター岩手牧場で使用する
電気供給
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

平成29年12月15日
須賀川瓦斯株式会社
福島県須賀川市卸町４４番地
法人番号：2380001011254

一般競争入札

－ 15,691,205 円 －

乳用牛遺伝資源導入に係る請負業務
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

平成29年12月20日
株式会社野澤組
東京都千代田区丸の内３丁目４番１号
法人番号：1010001026166

一般競争入札

－ 18,900,000 円

牛個体識別台帳電算システム（英語版
検索サービス）開発業務
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

平成29年12月25日
日本ＳＥ株式会社
東京都板橋区舟渡１丁目１２番１１号
法人番号：3011401015013

一般競争入札

－ 2,808,000 円

外国雑誌年間購入
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

平成29年12月28日
株式会社紀伊國屋書店仙台営業所
宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号
法人番号：4011101005131

一般競争入札

－ 1,716,447 円

第４四半期燃料契約
　揮発油(ｽﾀﾝﾄﾞ給油)      1,200L
　揮発油(ﾛｰﾘｰ･ﾄﾞﾗﾑ缶)    2,000L
　軽油(課税)　           3,700L
　軽油(免税)            10,000L
  灯油(ﾛｰﾘｰ)　　　　　  10,000L

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12月28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

－ 1,987,680 円

飼料購入（単価契約）
乳用牛配合飼料    10,000kg
種豚用配合飼料    30,000kg

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12月28日
ＴＯＨＯピクス株式会社
福島県郡山市本町一丁目４番地１４号
法人番号：9380001005919

一般競争入札

－ 1,578,960 円

ソフトウエア（Oracle Database
Standard Edition 2Processor
Licence)購入

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12月28日
東京コンピュータサービス株式会社東北支店
宮城県仙台市青葉区一番町２丁目１０番１７号
法人番号： 2010001095739

一般競争入札

－ 2,773,008 円

搾乳牛用配合飼料（指定配合）購入
299,500kg

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

平成29年12月27日

しずない農業協同組合
北海道日高郡新ひだか町静内本町４丁目１番６
号
法人番号：4430005009221

一般競争入札

－ 12,776,670 円

ビートパルプ購入
78,500kg

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

平成29年12月27日

しずない農業協同組合
北海道日高郡新ひだか町静内本町４丁目１番６
号
法人番号：4430005009221

一般競争入札

－ 2,906,227 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１２月

契約金額
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綿実購入
74,400kg

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

平成29年12月27日

しずない農業協同組合
北海道日高郡新ひだか町静内本町４丁目１番６
号
法人番号：4430005009221

一般競争入札

－ 3,864,931 円

アルファルファペレット購入
35,500kg

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

平成29年12月27日

しずない農業協同組合
北海道日高郡新ひだか町静内本町４丁目１番６
号
法人番号：4430005009221

一般競争入札

－ 1,882,494 円

バイパス蛋白飼料「加熱大豆粕」購入
19,780kg

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

平成29年12月27日
株式会社丹波屋苫小牧支店
北海道札幌市東区北六条東2丁目3番3号
法人番号：8430001010336

一般競争入札

－ 1,854,181 円 －

燃料購入（単価契約）
免税軽油　          21,000L

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

平成29年12月27日

しずない農業協同組合
北海道日高郡新ひだか町静内本町４丁目１番６
号
法人番号：4430005009221

一般競争入札

－ 1,676,052 円 －

燃料購入（単価契約）
灯油                38,000L

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

平成29年12月27日

株式会社横浜
北海道日高郡新ひだか町静内古川町1丁目2番1
号
法人番号：7430001055398

一般競争入札

－ 2,913,840 円 －

ラップフィルム購入
290本

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12月26日
音更町農業協同組合
北海道河東郡音更町大通５丁目１番地
法人番号：3460105000202

一般競争入札

－ 2,192,400 円 －

代用乳（ほ乳期子牛育成用代用乳配合
飼料））購入
11,000kg

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12月27日
全国酪農業協同組合連合会
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

－ 4,841,100 円 －

飼料購入
肉牛育成用配合飼料       25,000kg
肉用牛繁殖用配合飼料     15,000kg
ふすま                    7,000kg
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12月27日
株式会社第一飼料
北海道帯広市東６条南９丁目１０番地
法人番号：3460101000890

一般競争入札

－ 2,846,880 円 －

混合飼料購入              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12月27日
ＭＰアグロ株式会社
北海道北広島市大曲工業団地６丁目２番地１３
法人番号：4430001033605

一般競争入札

－ 1,674,000 円 －

稲わら（バラロール）購入
191,000kg

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12月22日
有限会社竹ケ原農産
青森県十和田市大字相坂字長漕40-1
法人番号：8420002016754

一般競争入札

－ 8,870,040 円 －
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稲わら（カッティングロール）購入
111,000kg

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12月22日
漆畑ファーム株式会社
青森県十和田市大字法量字漆畑165番地1
法人番号：9420001014031

一般競争入札

－ 5,034,960 円 －

肉用牛肥育用配合飼料（雪印配合飼料
新名人）購入
345,000kg

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12月27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

－ 16,174,080 円 －

肥育配合飼料
39,000kg

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12月27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

－ 2,068,092 円 －

乳用牛飼育用配合飼料（バラ）購入
340,000kg

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12月19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

－ 13,872,600 円 －

飼料購入
綿実　　　　　　　58,000kg
ビートパルプ　　　80,000kg

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12月19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

－ 6,158,700 円 －

脂肪酸カルシウム購入
9,800kg

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12月19日
雪印種苗株式会社盛岡営業所
岩手県紫波郡矢巾町広宮沢１－２７７
法人番号：6430001017705

一般競争入札

－ 1,428,840 円 －

加熱大豆粕購入
19,000kg

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12月19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

－ 2,113,560 円 －

代用乳購入
4,800kg

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12月19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１－７－２０
法人番号：3010405007306

一般競争入札

－ 2,151,360 円 －

燃料購入
免税軽油　          26,000L
課税軽油             5,600L

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12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４１－２
法人番号：9420001006136

一般競争入札

－ 1,562,748 円 －

飼料購入
種豚育成用飼料        56,000kg

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12月27日
鹿島フィードワン販売株式会社
茨城県石岡市国府２－１－２５
法人番号：: 4050001011450

一般競争入札

－ 2,246,832 円 －

純水・超純水製造装置
１式

家畜改良センター茨城牧場長野支場長
加藤　信夫
長野県佐久市新子田2029-1

平成29年12月11日
アズサイエンス株式会社
長野県松本市村井町西2丁目3-35
法人番号： 8100001013784

一般競争入札

－ 1,826,000 円 －
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飼料購入
中すう用指定配合飼料   21,000kg
大すう用指定配合飼料   11,000kg

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12月28日
愛知県経済農業協同組合連合会
愛知県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

－ 1,596,078 円 －

飼料購入
成鶏用指定配合飼料    108,000kg

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12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

－ 5,400,432 円 －

飼料購入
幼すう用　　 　　　　  13,0000kg
育成用１号指定配合飼料  16,000kg
育成用２号指定配合飼料   8,000kg
種鶏雄用指定配合飼料    23,000kg
成鶏用指定配合飼料     103,000kg

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12月27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

－ 9,496,764 円 －

飼料購入
豚検定用バラ  　  33,000ｋｇ
豚育成肥育用バラ　14,000ｋｇ

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12月28日
九州ノーサン商事（株）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

－ 3,226,716 円 －

飼料購入
種豚用バラ  　    48,000ｋｇ
子豚用バラ　　　 　8,000ｋｇ
牛繁殖用         38,0000ｋｇ

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12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

－ 5,114,880 円 －

飼料購入
牛育成用バラ　　  20,000ｋｇ
牛育成用(20kg)     3,000ｋｇ

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12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

－ 1,134,864 円 －

以下余白
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