
国立研究開発法人　水産研究・教育機構

公益法人の
区分

国所管、都
道府県所管

応札･応募
者数

物品 高圧電力　北海道地区１５箇所で使用する電気
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年2月7日
（株）Ｆ－Ｐｏｗｅｒ
東京都港区六本木１-８-７

一般競争契約 106,924,198
特定調達
単価契約

- - -

物品 高圧電力　中国地区８箇所で使用する電気
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年2月7日
（株）Ｆ－Ｐｏｗｅｒ
東京都港区六本木１-８-７

一般競争契約 86,008,967
特定調達
単価契約

- - -

物品 （餌料）アブラツノザメ卵
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　皆川　惠
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年2月20日
（有）田向商店
青森県青森市港町２-２３-１４

一般競争契約 3,510,000
単価契約
702円/KG

- - -

物品 高圧電力　関東地区６箇所で使用する電気
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年3月3日
東京電力エナジーパートナー（株）
東京都千代田区内幸町１-１-３

一般競争契約 119,603,510
特定調達
単価契約

- - -

物品 （餌料）栄養強化剤５点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成29年3月8日
荒谷（株）
広島県広島市西区商工センター１-６-４６

一般競争契約 1,829,628 単価契約 - - -

物品 高圧電力　九州地区５箇所で使用する電気
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年3月14日
丸紅新電力（株）
東京都中央区日本橋２-７-１

一般競争契約 83,157,613
特定調達
単価契約

- - -

物品 高圧電力  東北地区５箇所で使用する電気
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年3月14日
丸紅新電力（株）
東京都中央区日本橋２-７-１

一般競争契約 34,917,599
特定調達
単価契約

- - -

物品 高圧電力  北陸地区１箇所で使用する電気
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年3月14日
北陸電力（株）七尾支社
石川県七尾市三島町６１-７

一般競争契約 219,638
特定調達
単価契約

- - -

物品 高圧電力　中部地区５箇所で使用する電気
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年3月14日
丸紅新電力（株）
東京都中央区日本橋２-７-１

一般競争契約 61,401,389
特定調達
単価契約

- - -

物品 高圧電力　関西地区２箇所で使用する電気
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年3月14日
丸紅新電力（株）
東京都中央区日本橋２-７-１

一般競争契約 11,745,604
特定調達
単価契約

- - -

物品 高圧電力　四国地区１箇所で使用する電気
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年3月14日
四国電力（株）
香川県高松市丸の内２-５

一般競争契約 8,456,411
特定調達
単価契約

- - -

物品 （試薬）アンモニア試薬セット外５点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成29年3月16日
増田薬品（株）
香川県高松市錦町１-１３-２１

一般競争契約 1,719,738 単価契約 - - -

物品 （飼料）配合飼料１９点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成29年3月16日
太平洋貿易（株）
福岡県福岡市博多区住吉２-１１-１１

一般競争契約 3,583,537 単価契約 - - -

物品 液体窒素　外１２点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年3月23日
（株）巴商会京浜営業所
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１６-１８

一般競争契約 5,604,622 単価契約 - - -

物品 （試薬）ウナギ組換えホルモン　２点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　皆川　惠
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年3月23日
アーク・リソース（株）
熊本県熊本市西区中原町３８３-２

一般競争契約 10,184,400 単価契約 - - -

物品 生物餌料　３点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　皆川　惠
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年3月23日
太平洋貿易（株）
福岡県福岡市博多区住吉２-１１-１１

一般競争契約 1,738,260 単価契約 - - -

平成２９年度　競争入札に係る情報の公表（物品）

公益法人の場合

種別 契　約　の　名　称
契約担当者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）
契約金額 備考

平成２９年度



公益法人の
区分

国所管、都
道府県所管

応札･応募
者数

公益法人の場合

種別 契　約　の　名　称
契約担当者の氏名並びにその所属する部局の
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物品 ４～９月分庁舎用Ａ重油（五島庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成29年3月24日
マツハヤ石油（株）
長崎県長崎市元船町１１-１４

一般競争契約 2,300,400
単価契約
76,680円/KL

- - -

物品 ４～９月分庁舎用Ａ重油（八重山庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成29年3月24日
（株）石垣エスエスグループ
沖縄県石垣市登野城６９

一般競争契約 356,940
単価契約
71,388円/KL

- - -

物品 ４～６月分船舶用重油（第二十三茂浦丸（八森漁港)）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　山﨑　聖
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年3月24日
秋田県漁業協同組合
秋田県秋田市土崎港西１-５-１１

一般競争契約 661,824
特定調達
単価契約
82,728円/KL

- - -

物品 （試薬）NextSeq 500 High Output v2 kit 外９点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年3月27日
（株）ミクセル東京支店
東京都台東区寿１-１１-６

一般競争契約 12,075,372 単価契約 - - -

物品 ４～９月分庁舎用Ａ重油（宮津庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
日本海区水産研究所　本多　仁
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成29年3月27日
京都府漁業協同組合
京都府舞鶴市字下安久１０１３-１

一般競争契約 421,200
単価契約
84,240円/KL

- - -

物品 ４～９月分庁舎用Ａ重油（小浜庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
日本海区水産研究所　本多　仁
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成29年3月27日
（有）吉村油店
福井県小浜市伏原３１-５-２

一般競争契約 367,200
単価契約
73,440円/KL

- - -

物品 濃縮淡水クロレラ
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成29年3月27日
太平洋貿易（株）
福岡県福岡市博多区住吉２-１１-１１

一般競争契約 2,332,638 単価契約 - - -

物品 冷蔵濃縮ナンノクロロプシス
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成29年3月27日
太平洋貿易（株）
福岡県福岡市博多区住吉２-１１-１１

一般競争契約 1,785,240 単価契約 - - -

物品 ４～９月分庁舎用Ａ重油（南勢庁舎及び玉城庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　皆川　惠
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年3月27日
（有）城山石油
三重県鳥羽市浦村町１８２６-４０

一般競争契約 2,019,600
特定調達
単価契約
59,400円/KL

- - -

物品 ４～９月分庁舎用Ａ重油（上浦庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　皆川　惠
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年3月27日
大分県漁業協同組合
大分県大分市府内町３-５-７

一般競争契約 861,840
特定調達
単価契約
61,560円/KL

- - -

物品 ４～９月分庁舎用Ａ重油（志布志庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　皆川　惠
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年3月27日
増田石油（株）鹿児島支店
鹿児島県鹿児島市上之園町４-５

一般競争契約 1,002,240
特定調達
単価契約
62,640円/KL

- - -

物品 ４～９月分庁舎用Ａ重油（南伊豆庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　皆川　惠
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年3月27日
丸吉水産商事（株）
静岡県下田市２-７-８

一般競争契約 3,888,000
特定調達
単価契約
81,000円/KL

- - -

物品 ４～９月分庁舎用Ａ重油（釧路庁舎及び厚岸庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所副所長　町口　裕二
北海道釧路市桂恋１１６

平成29年3月31日
ミナミ石油（株）
北海道札幌市北区篠路７条１-４-１

一般競争契約 3,171,096
単価契約
59,832円/KL

- - -

物品 ４～９月分庁舎用Ａ重油（宮古庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所長　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年3月31日
（株）アベキ宮古営業所
岩手県宮古市日立浜町９-１

一般競争契約 3,078,000
単価契約
81円/L

- - -

物品 配合飼料
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成29年3月31日
太平洋貿易（株）
福岡県福岡市博多区住吉２-１１-１１

一般競争契約 5,248,800 単価契約 - - -

物品 メモリー式流向流速計外１点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月5日
JFEアドバンテック（株）
兵庫県西宮市高畑町３-４８

一般競争契約 3,790,800 - - -

物品 ４～６月分船舶用重油（新潟港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月6日
カメイ（株）横浜支店
神奈川県横浜市金沢区幸浦２-１４-１

一般競争契約 6,756,480
特定調達
単価契約
58,752円/KL

- - -

物品 ４～６月分船舶用軽油（釧路港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月6日
金井石油（株）
北海道釧路市文苑１-２２-１１

一般競争契約 11,442,600
特定調達
単価契約
88,020円/KL

- - -



公益法人の
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国所管、都
道府県所管

応札･応募
者数
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種別 契　約　の　名　称
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名称及び所在地
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契約金額 備考

物品 ４～６月分船舶用重油（網走港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月6日
北日本石油（株）
東京都中央区日本橋蛎殻町１-２８-５

一般競争契約 1,788,480
特定調達
単価契約
77,760円/KL

- - -

物品 ４～６月分船舶用軽油（船形漁港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月6日
千葉県漁業協同組合連合会
千葉県千葉市中央区新宿２-３-８

一般競争契約 734,400
特定調達
単価契約
73,440円/KL

- - -

物品 ピンガー外２点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成29年4月12日
（株）アクアサウンド
兵庫県神戸市中央区港島中町４-１-１

一般競争契約 8,424,000 - - -

物品 塩（静岡県焼津港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月17日
静岡塩業（株）
静岡県静岡市葵区相生町１２-１８

一般競争契約 4,747,680
単価契約
33,912円/t

- - -

物品 ウニ桁網
国立研究開発法人水産研究・教育機構
国際水産資源研究所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成29年4月21日
ニチモウ（株）
東京都品川区東品川２-２-２０

一般競争契約 1,944,000 - - -

物品 ５～６月分船舶用燃油（第二十一日光丸（焼津港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月25日
静岡県漁業協同組合連合会
静岡県静岡市葵区追手町９-１８

一般競争契約 15,664,320
特定調達
単価契約
55,944円/KL

- - -

物品 ５月分船舶用燃油（第一大慶丸（プーケット港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月25日
全国漁業協同組合連合会
東京都千代田区内神田１-１-１２

一般競争契約 13,987,995
特定調達
単価契約989US$/MT

- - -

物品 ５～６月分船舶重油（函館港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月26日
リーフエナジー（株）海上支店
東京都港区三田３-４-１０

一般競争契約 4,581,360
特定調達
単価契約
54,540円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶重油（塩釜港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月26日
（株）アベキ仙塩営業所
宮城県仙台市若林区卸町東２-３-１８

一般競争契約 13,789,440
特定調達
単価契約
82,080円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶重油（横浜港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月26日
（株）神奈川アポロイル
神奈川県川崎市川崎区浅田１-１１-１０

一般競争契約 6,376,320
特定調達
単価契約
53,136円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶重油（塩屋港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月26日
（株）冨士谷商店
広島県広島市南区元宇品町２-３８

一般競争契約 1,542,240
特定調達
単価契約
55,080円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶重油（長崎港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月26日
朝日石油（株）
長崎県長崎市旭町８-１３

一般競争契約 15,365,700
特定調達
単価契約
56,700円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶軽油（小樽港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月26日
北日本石油（株）
東京都中央区日本橋蛎殻町１-２８-５

一般競争契約 11,178,000
特定調達
単価契約
97,200円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶軽油（銚子港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月26日
（株）伊東商会
千葉県銚子市外川町２-１０６１７

一般競争契約 461,376
特定調達
単価契約
76,896円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶重油（那覇港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月26日
（株）りゅうせき
沖縄県浦添市西洲２-２-３

一般競争契約 3,227,580
特定調達
単価契約
75,060円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶用燃油（鈴丸（鈴漁港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年4月27日
高知はた農業協同組合
高知県四万十市右山五月町７-４０

一般競争契約 35,553
特定調達
単価契約
88,884円/KL

- - -

物品 （製作）100Lハーフパイプ水槽
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　皆川　惠
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年5月8日
（有）新家企業
埼玉県戸田市笹目１-１１-２

一般競争契約 4,713,120 - - -

物品 （製作）100Lクライゼル水槽外２点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　皆川　惠
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年5月8日
アクアプランニングスタジオ
愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町２-１３６-１

一般競争契約 4,813,992 - - -
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物品 潮流計送受波器
国立研究開発法人水産研究・教育機構
国際水産資源研究所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成29年5月16日
（株）鈴木無線電機工業所
静岡県静岡市清水区松原８-９

一般競争契約 1,825,200 - - -

物品 魚探付衛星ブイ
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年5月19日
（有）アイティ企画
東京都台東区下谷２-２-１-１２０１

一般競争契約 6,091,200 - - -

物品 ６～８月分船舶用重油（いか釣船３隻（糸満漁港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年5月25日
（有）シンリュウ石油
沖縄県中頭郡西原町字小那覇１４８７-４

一般競争契約 4,158,000
特定調達
単価契約
83,160円/KL

- - -

物品 ６月分船舶用重油（十勝港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年5月30日
北日本石油（株）
東京都中央区日本橋蛎殻町１-２８-５

一般競争契約 3,431,916
特定調達
単価契約
79,812円/KL

- - -

物品 ６月分船舶用重油（八戸港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年5月30日
（株）七洋
青森県八戸市新湊３-７-６

一般競争契約 5,907,600
特定調達
単価契約
59,076円/KL

- - -

物品 ６月分船舶用重油（清水港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年5月30日
リーフエナジー（株）海上支店
東京都港区三田３-４-１０

一般競争契約 6,544,800
特定調達
単価契約
54,540円/KL

- - -

物品 ６月分船舶用重油（下関港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年5月30日
林兼石油（株）
福岡県福岡市中央区渡辺通４-１０-１０

一般競争契約 4,782,240
特定調達
単価契約
53,136円/KL

- - -

物品 ６月分船舶用重油（舞鶴港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年5月30日
京都府漁業協同組合
京都府舞鶴市字下安久１０１３-１

一般競争契約 4,151,520
特定調達
単価契約
66,960円/KL

- - -

物品 ６月分船舶用軽油（宇品港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年5月30日
山陽オイル（株）
広島県広島市南区宇品西４-１-６６

一般競争契約 582,120
特定調達
単価契約
83,160円/KL

- - -

物品 早期赤潮発生検知システム
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成29年5月30日
フルノ九州販売（株）
長崎県長崎市旭町３-１５

一般競争契約 2,646,000 - - -

物品 自動溶液分注装置
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年6月1日
（株）ミクセル東京支店
東京都台東区寿１-１１-６

一般競争契約 2,538,000 - - -

物品 模型船製作（１３５ＧＴ旋網漁船模型）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成29年6月1日
流体テクノ（株）
長崎県佐世保市常盤町１-７

一般競争契約 5,076,000 - - -

物品 乗用自動車交換
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所長　中津　達也
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成29年6月2日
北海道日産自動車（株）
北海道札幌市北区北６条西５-３

一般競争契約
(総合評価落札方式)

2,213,811 - - -

物品 オールインワン蛍光顕微鏡
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年6月9日
伊勢久（株）津営業所
三重県津市あのつ台４-７-６

一般競争契約 10,886,400 - - -

物品 ソフトウェア
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月14日
（株）トータル・サポート・システム
茨城県つくば市諏訪C１９街区６

一般競争契約 2,943,486 - - -

物品 （単価契約）配合飼料
国立研究開発法人水産研究教育・機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成29年6月19日
林兼産業（株）
山口県下関市東大和町２-１０-３

一般競争契約 4,647,672 単価契約 - - -

物品 マリンスケール
国立研究開発法人水産研究・教育機構
日本海区水産研究所長　本多　仁
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成29年6月21日
（株）よしや
新潟県新潟市中央区出来島２-１２-１２

一般競争契約 1,944,000 - - -

物品 ７～８月分船舶用重油（第三十開洋丸（八戸港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月27日
北日本石油（株）
東京都中央区日本橋蛎殻町１-２８-５

一般競争契約 15,733,440
特定調達
単価契約
65,556円/KL

- - -
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物品 ７～８月分船舶用軽油（鈴丸（鈴漁港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月27日
高知はた農業協同組合
高知県四万十市右山五月町７-４０

一般競争契約 35,560
特定調達
単価契約
88,900.2円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用重油（釧路港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月28日
釧路アポロ石油（株）
北海道釧路市宝町２-２

一般競争契約 2,216,160
特定調達
単価契約
82,080円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用重油（塩釜港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月28日
（株）アイザワ
宮城県塩釜市新浜町１-１-１３

一般競争契約 25,094,880
特定調達
単価契約
79,920円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用重油（新潟港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月28日
リーフエナジー（株）海上支店
東京都港区三田３-４-１０

一般競争契約 7,144,200
特定調達
単価契約
52,920円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用重油（境港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月28日
伊藤忠エネクス（株）エネルギー・流通事業グループ
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 4,021,920
特定調達
単価契約
57,456円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用重油（塩屋港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月28日
リーフエナジー（株）海上支店
東京都港区三田３-４-１０

一般競争契約 2,540,160
特定調達
単価契約
51,840円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用重油（下関港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月28日
リーフエナジー（株）海上支店
東京都港区三田３-４-１０

一般競争契約 26,226,720
特定調達
単価契約
50,436円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用重油（長崎港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月28日
カメイ（株）横浜支店
神奈川県横浜市金沢区幸浦２-１４-１

一般競争契約 6,935,760
特定調達
単価契約
53,352円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用重油（鹿児島港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月28日
北日本石油（株）
東京都中央区日本橋蛎殻町１-２８-５

一般競争契約 5,103,000
特定調達
単価契約
56,700円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用軽油（釧路港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月28日
北海道エネルギー（株）道東支店
北海道釧路市鳥取大通６-７-１

一般競争契約 39,172,680
特定調達
単価契約
94,392円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用重油（小樽港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月28日
北日本石油（株）
東京都中央区日本橋蛎殻町１-２８-５

一般競争契約 6,804,000
特定調達
単価契約
75,600円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用軽油（銚子港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月28日
（株）伊東商会
千葉県銚子市外川町２-１０６１７

一般競争契約 909,792
特定調達
単価契約
75,816円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用軽油（船形漁港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月28日
千葉県漁業協同組合連合会
千葉県千葉市中央区新宿２-３-８

一般競争契約 1,230,120
特定調達
単価契約
72,360円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用軽油（塩屋港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年6月28日
（株）冨士谷商店
広島県広島市南区元宇品町２-３８

一般競争契約 280,800
特定調達
単価契約
56,160円/KL

- - -

物品 音響機器データ解析ソフトウェア（バージョンアップ版）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成29年6月29日
日本海洋（株）
東京都足立区東和５-１３-４

一般競争契約 3,999,600 - - -

物品 配合飼料　１１点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年7月3日
（株）科学飼料研究所
群馬県高崎市宮原町３-３

一般競争契約 2,187,891 単価契約 - - -

物品 ステンレス堰板
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所長　中津　達也
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成29年7月11日
（株）タカケン
北海道帯広市西１５条北８-３

一般競争契約 3,240,000 - - -

物品 切離装置および連結金具
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年7月11日
日油技研工業（株）
東京都豊島区南池袋２-２２-１

一般競争契約 3,246,480 - - -
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物品 アブラキリフタパッキン　外６３点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年7月14日
ダイハツディーゼル東日本（株）
東京都台東区東上野２-１-１３

一般競争契約 2,532,092 - - -

物品 小型貨物自動車
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所副所長　町口　裕二
北海道釧路市桂恋１１６

平成29年7月19日
東北海道いすゞ自動車（株）釧路支店
北海道釧路市鳥取南５-１１-８

一般競争契約
(総合評価落札方式)

4,079,150 - - -

物品 実験用配合飼料（四国地区）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年7月25日
日清丸紅飼料（株）西部水産営業部
愛媛県宇和島市坂下津甲３８１-１３０

一般競争契約 14,729,774
特定調達
単価契約

- - -

物品 実験用配合飼料（九州地区）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年7月25日
日清丸紅飼料（株）九州水産営業部
鹿児島県鹿児島市南栄町４-２２

一般競争契約 26,690,337
特定調達
単価契約

- - -

物品
８～１０月分船舶用重油（第五萬漁丸（気仙沼・大船渡・塩
釜港））

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年7月25日
宮崎県漁業協同組合連合会
宮崎県宮崎市港２-６

一般競争契約 8,634,600
特定調達
単価契約
66,420円/KL

- - -

物品 ８月分船舶用軽油（開発丸（パペーテ港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年7月25日
スターリーオイル（株）
東京都杉並区堀ノ内３-２８-２

一般競争契約 13,397,106
特定調達
単価契約
610US$/MT

- - -

物品 簡易メモリー式ＣＴＤ
国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所長　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年7月26日
ＪＦＥアドバンテック（株）東北支店
宮城県仙台市青葉区一番町１-３-1

一般競争契約 1,965,600 - - -

物品 検索機能付き大量塩基配列格納用データベースサーバー
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年7月26日
（株）ミクセル東京支店
東京都台東区寿１-１１-６

一般競争契約 10,429,560 - - -

物品 ８～９月分船舶用重油（八戸港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年7月28日
（株）七洋
青森県八戸市新湊３-７-６

一般競争契約 2,302,020
特定調達
単価契約
65,772円/KL

- - -

物品 ８～９月分船舶用重油（横浜港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年7月28日
（株）神奈川アポロイル
神奈川県川崎市川崎区浅田１-１１-１０

一般競争契約 5,989,464
特定調達
単価契約
51,192円/KL

- - -

物品 メモリー式CTD外２点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年7月28日
ＪＦＥアドバンテック（株）
兵庫県西宮市高畑町３-４８

一般競争契約 1,782,000 - - -

物品 乗用自動車交換
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年8月1日
トヨタカローラ大分（株）佐伯店
大分県佐伯市鶴望亀の甲６４４-２

一般競争契約
(総合評価落札方式)

3,140,004 - - -

物品 分光測色計
国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成29年8月2日
（有）ジェイ・ビー・エス
広島県広島市中区南千田西町４-１４

一般競争契約 1,757,869 - - -

物品 厨房用品
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年8月4日
北沢産業（株）山口営業所
山口県山口市糸米２-１０-２２

一般競争契約 3,704,400 - - -

物品 寝具類
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年8月4日
小山（株）徳山営業所
山口県周南市新地３-４-１１

一般競争契約 2,106,000 - - -

物品 マリンスケール　外１点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年8月9日
（株）フジミツ
山口県下関市武久町２-１３-５

一般競争契約 3,643,920 - - -

物品 モノクロメーター式分光光源
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年8月21日
朝日分光（株）
東京都北区上十条２-１３-１

一般競争契約 2,993,392 - - -

物品 計量魚群探知機
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成29年8月22日
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲１-１-６

一般競争契約 15,660,000 - - -
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物品 小型水中テレビロボット
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成29年8月22日
（株）東陽テクニカ
東京都中央区八重洲１-１-６

一般競争契約 2,538,000 - - -

物品 塩（宮城県石巻港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年8月22日
（株）東日本ソルト
宮城県仙台市宮城野区日の出町３-３-２０

一般競争契約 2,721,600
単価契約
34,020円/t

- - -

物品 微量浸透圧計
国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成29年8月23日
（株）マツイ大阪支店
大阪府大阪市大正区三軒家西１-１-１１

一般競争契約 2,003,400 - - -

物品 超低温冷凍庫
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成29年8月23日
正晃（株）長崎営業所
長崎県諫早市多良見町化屋１７８１-１

一般競争契約 1,501,200 - - -

物品
９～１１月分船舶用重油（第五十八長功丸（函館港・八戸
港））

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年8月25日
カメイ（株）東京支店
東京都中央区八丁堀４-７-１

一般競争契約 7,970,400
特定調達
単価契約
66,420円/KL

- - -

物品 ９月分船舶用軽油（第一大慶丸（プーケット港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年8月25日
伊藤忠エネクス（株）エネルギー・流通事業グループ
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 11,919,420
特定調達
単価契約
904US$/MT

- - -

物品 ９月分船舶用重油（函館港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年8月28日
道南石油（株）
北海道函館市大町９-２０

一般競争契約 2,640,600
特定調達
単価契約
52,812円/KL

- - -

物品 ９月分船舶用重油（博多港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年8月28日
カメイ（株）横浜支店
神奈川県横浜市金沢区幸浦２-１４-１

一般競争契約 1,632,960
特定調達
単価契約
54,432円/KL

- - -

物品 乾燥配合飼料
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所長　中津　達也
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成29年8月30日
フィードワン（株）道央支店
北海道札幌市中央区北３条西２-１２-１

一般競争契約 19,562,602 特定調達 - - -

物品 ＳＮＰジェノタイピング試薬外１点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所長　中津　達也
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成29年8月30日
（株）ＳＭＣ
北海道札幌市白石区本通３-６-１８

一般競争契約 6,318,000 - - -

物品 水中グライダー
国立研究開発法人水産研究・教育機構
日本海区水産研究所長　本多　仁
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成29年8月30日
日本海洋（株）
東京都足立区東和５-１３-４

一般競争契約 28,058,400 特定調達 - - -

物品
リモートＣＴＤおよびデータ転送機能付きＧＰＳデータロ
ガーシステム

国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成29年9月1日
（株）環境シミュレーション研究所
埼玉県川越市新宿町２-４-１

一般競争契約 4,341,600 - - -

物品 船底弁ストレーナー
国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所長　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年9月14日
宮城ヤンマー（株）
宮城県石巻市松並１-１４-５

一般競争契約 1,557,360 - - -

物品 マルチスタックモジュール ほか
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年9月15日
（株）キーエンス
大阪府大阪市東淀川区東中島１-３-１４

一般競争契約 5,508,000 - - -

物品 燃焼／還元クォーツチューブ　外８点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年9月19日
（株）入江商会神奈川営業所
神奈川県横浜市戸塚区矢部町１６６６-７６

一般競争契約 2,334,981 - - -

物品 デジタルマイクロスコープ計測システム
国立研究開発法人水産研究・教育機構
日本海区水産研究所長　本多　仁
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成29年9月20日
日本海計測特機（株）新潟支店
新潟県新潟市西区流通センター１-３-１

一般競争契約 4,586,112 - - -

物品 凍結乾燥機
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年9月22日
正晃（株）山口営業所
山口県山口市小郡大江町７-１２

一般競争契約 2,133,000 - - -

物品 （試作品）ノリ原藻脱水処理ライン
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年9月25日
（株）大坪鉄工
福岡県柳川市大和町徳益７１１-２

一般競争契約 4,320,000 - - -



公益法人の
区分

国所管、都
道府県所管

応札･応募
者数

公益法人の場合

種別 契　約　の　名　称
契約担当者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）
契約金額 備考

物品 香気成分分離装置
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年9月25日
（株）フジミツ
山口県下関市武久町２-１３-５

一般競争契約 2,469,960 - - -

物品 １０～１２月分船舶用重油（塩釜港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月26日
（株）アベキ仙塩営業所
宮城県仙台市若林区卸町東２-３-１８

一般競争契約 10,636,920
特定調達
単価契約
79,380円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用重油（新潟港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月26日
（株）和田商会
新潟県新潟市中央区礎町通三ノ町２１２８

一般競争契約 1,755,000
特定調達
単価契約
70,200円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用重油（清水港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月26日
日本かつお・まぐろ漁業協同（株）
東京都江東区永代２-３１-１

一般競争契約 6,544,800
特定調達
単価契約
54,540円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用重油（塩屋港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月26日
（株）冨士谷商店
広島県広島市南区元宇品町２-３８

一般競争契約 1,112,400
特定調達
単価契約
55,620円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用重油（博多港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月26日
伊藤忠エネクス（株）エネルギー・流通事業グループ
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 666,144
特定調達
単価契約
55,512円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用重油（長崎港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月26日
金子産業（株）
長崎県長崎市大黒町９-２２

一般競争契約 15,796,080
特定調達
単価契約
55,620円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用軽油（釧路港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月26日
北海シェル石油（株）
北海道釧路市大町１-１-１５

一般競争契約 21,801,420
特定調達
単価契約
92,772円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用軽油（船形漁港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月26日
千葉県漁業協同組合連合会
千葉県千葉市中央区新宿２-３-８

一般競争契約 868,320
特定調達
単価契約
72,360円/KL

- - -

物品 １０月分船舶用重油（第五萬漁丸（大堂津港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月26日
宮崎県漁業協同組合連合会
宮崎県宮崎市港２-６

一般競争契約 690,120
特定調達
単価契約
69,012円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用重油（第二十一日光丸（焼津港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月26日
日本かつお・まぐろ漁業協同（株）
東京都江東区永代２-３１-１

一般競争契約 32,095,440
特定調達
単価契約
54,864円/KL

- - -

物品 １０月分船舶用軽油（開発丸（パペーテ港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月26日
スターリーオイル（株）
東京都杉並区堀ノ内３-２８-２

一般競争契約 12,536,269
特定調達
単価契約
624US$/MT

- - -

物品 １０月分船舶用軽油（第一大慶丸（プーケット港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月26日
日本かつお・まぐろ漁業協同（株）
東京都江東区永代２-３１-１

一般競争契約 19,678,804
特定調達
単価契約
935US$/MT

- - -

物品 １０月～３月分庁舎用Ａ重油（新潟庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
日本海区水産研究所長　本多　仁
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成29年9月27日
（株）高助
新潟県新潟市中央区礎町通四ノ町２１００

一般競争契約 702,000
単価契約
70,200円/KL

- - -

物品 １０～３月分庁舎用Ａ重油（西海区水産研究所五島庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成29年9月27日
（株）神田商会
長崎県五島市東浜町１-６-１

一般競争契約 4,536,000
単価契約
75,600円/KL

- - -

物品 １０月～３月分庁舎用Ａ重油（宮津庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
日本海区水産研究所長　本多　仁
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成29年9月28日
京都府漁業協同組合
京都府舞鶴市字下安久１０１３-１

一般競争契約 2,494,800
単価契約
83,160円/KL

- - -

物品 １０月～３月分庁舎用Ａ重油（小浜庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
日本海区水産研究所長　本多　仁
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成29年9月28日
（有）吉村油店
福井県小浜市伏原３１-５-２

一般競争契約 466,560
単価契約
77,760円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用軽油（鈴丸（鈴漁港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年9月28日
高知はた農業協同組合
高知県四万十市右山五月町７-４０

一般競争契約 34,819
特定調達
単価契約
87,048円/KL

- - -
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物品 １０～３月分庁舎用Ａ重油（釧路庁舎及び厚岸庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所副所長　町口　裕二
北海道釧路市桂恋１１６

平成29年9月29日
ミナミ石油（株）
北海道札幌市北区篠路７条１-４-１

一般競争契約 10,887,458
単価契約
59,821.2円/KL

- - -

物品 １０～３月分庁舎用Ａ重油（宮古庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所長　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年9月29日
（株）アベキ宮古営業所
岩手県宮古市日立浜町９-１

一般競争契約 4,823,280
単価契約
83.16円/L

- - -

物品 超高速液体クロマトグラフィー用ポンプ送液システム
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年10月2日
（株）池田理化
東京都千代田区鍛冶町１-８-６

一般競争契約 2,856,060 - - -

物品 顕微鏡蛍光検出・撮影装置
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年10月2日
（株）猪原商会山口営業所
山口県山口市小郡下郷３０３-３９

一般競争契約 2,775,600 - - -

物品 配合飼料４点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年10月5日
太平洋貿易（株）
福岡県博多区住吉２-１１-１１

一般競争契約 3,583,008
単価契約
4,752円/袋

- - -

物品 ロータキット　外２点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年10月10日
新川電機（株）宇部支店下関オフィス
山口県下関市秋根東町８-１０

一般競争契約 2,797,200 - - -

物品 １０～３月分庁舎用Ａ重油（南勢庁舎及び玉城庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年10月13日
三重交通商事（株）
三重県津市栄町２-２１０

一般競争契約 4,276,800
特定調達
単価契約
59,400円/KL

- - -

物品 １０～３月分庁舎用Ａ重油（上浦庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年10月13日
（有）河村石油店
大分県佐伯市上浦津井浦２２５１-１

一般競争契約 1,772,928
特定調達
単価契約
65,664円/KL

- - -

物品 １０～３月分庁舎用Ａ重油（志布志庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年10月13日
増田石油（株）鹿児島支店
鹿児島県鹿児島市上之園町４-５

一般競争契約 2,592,000
特定調達
単価契約
64,800円/KL

- - -

物品 １０～３月分庁舎用Ａ重油（南伊豆庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年10月13日
稲葉商店
静岡県賀茂郡南伊豆町石廊崎４５０-１１

一般競争契約 9,028,800
特定調達
単価契約
82,080円/KL

- - -

物品 乗用自動車交換
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年10月19日
神奈川日産自動車（株）金沢幸浦店
神奈川県横浜市金沢区幸浦２-１７-２

一般競争契約
(総合評価落札方式)

3,477,299 - - -

物品 回転式ミクロトーム
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年10月19日
オガワ精機（株）
東京都新宿区大久保２-２-９

一般競争契約 2,311,200 - - -

物品 超低温フリーザー
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年10月23日
（株）久光大分
大分県大分市下郡北３-２５-２

一般競争契約 4,553,280 - - -

物品 四重極型質量検出器
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成29年10月23日
正晃（株）山口営業所
山口県山口市小郡大江町７-１２

一般競争契約 7,689,600 - - -

物品 １１月分船舶用軽油（第一大慶丸（プーケット港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年10月25日
全国漁業協同組合連合会
東京都千代田区内神田１-１-１２

一般競争契約 20,062,905
特定調達
単価契約
893US$/MT

- - -

物品 １１～１２月分船舶用重油（横浜港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年10月27日
（株）神奈川アポロイル
神奈川県川崎市川崎区浅田１-１１-１０

一般競争契約 7,328,880
特定調達
単価契約
56,376円/KL

- - -

物品 １１～１２月分船舶用重油（下関港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年10月27日
商船三井テクノトレード（株）九州支店
福岡県北九州市若松区本町２-１７-１

一般競争契約 21,548,160
特定調達
単価契約
56,376円/KL

- - -

物品 １１～１２月分船舶用軽油（インドネシア共和国ビツン港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年10月27日
伊藤忠エネクス（株）エネルギー・流通事業グループ
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 11,792,408
特定調達
単価契約
803US$/MT

- - -
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物品 １１～１２月分船舶用軽油（塩屋港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年10月31日
（株）冨士谷商店
広島県広島市南区元宇品町２-３８

一般競争契約 1,436,400
特定調達
単価契約
75,600円/KL

- - -

物品 乾燥配合飼料
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所長　中津　達也
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成29年11月1日
フィード・ワン（株）道央支店
北海道札幌市中央区北３条西２-１２-１　STV北３条ビ
ル４階

一般競争契約 2,160,536 - - -

物品 冷水製造装置
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所長　中津　達也
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成29年11月1日
（有）創研産業
北海道札幌市豊平区月寒西１条１０-５-７２　大協ビル
４F４０６号

一般競争契約 8,208,000 - - -

物品 ２０１８年外国雑誌（John Wiley & Sons）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年11月2日
（株）紀伊國屋書店神奈川静岡営業本部
神奈川県横浜市港北区新横浜３-１８-１４

一般競争契約 16,550,613 - - -

物品 ２０１８年外国雑誌（Springer Nature）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年11月2日
（株）紀伊國屋書店神奈川静岡営業本部
神奈川県横浜市港北区新横浜３-１８-１４

一般競争契約 5,193,704 - - -

物品 ２０１８年外国雑誌（Oxford University Press）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年11月2日
（株）紀伊國屋書店神奈川静岡営業本部
神奈川県横浜市港北区新横浜３-１８-１４

一般競争契約 2,242,104 - - -

物品 ２０１８年外国雑誌（Nature Publishing）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年11月2日
丸善雄松堂（株）
神奈川県横浜市戸塚区川上町８７-４

一般競争契約 3,184,309 - - -

物品 全自動アミノ酸分析計
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年11月2日
（株）栄屋理化
三重県津市高茶屋小森上野町２８３６-１

一般競争契約 15,768,000 - - -

物品 紫外線殺菌装置
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年11月8日
日本施設（株）
東京都世田谷区上馬４-３３-１０

一般競争契約 11,013,840 - - -

物品 シリンジ外１７点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年11月10日
宝来メデック（株）
鹿児島県鹿児島市卸本町５-２９

一般競争契約 1,247,832 - - -

物品 （試薬）次亜塩素酸ソーダ外１３点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年11月15日
正晃（株）鹿児島営業所
鹿児島県鹿児島市東開町３-２３

一般競争契約 1,728,648 - - -

物品 リアルタイムＰＣＲ装置
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年11月20日
（株）ミクセル東京支店
東京都台東区寿１-１１-６

一般競争契約 4,752,000 - - -

物品 廃液回収容器外５５点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成29年11月21日
（有）ジェイ・ビー・エス
広島県広島市中区南千田西町４-１４

一般競争契約 1,703,999 - - -

物品 庁舎用白灯油　他１点（塩釜庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所長　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年11月24日
（株）塩釜商会塩釜支店
宮城県塩釜市港町１-４-５０

一般競争契約 1,850,666 単価契約 - - -

物品
１２月分船舶用軽油（オーストラリア連邦フリーマントル
港）

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年11月28日
日本かつお・まぐろ漁業協同（株）
東京都江東区永代２-３１-１

一般競争契約 14,154,246
特定調達
単価契約
667US$/MT

- - -

物品 水底清掃ロボット
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年11月28日
ノダック（株）
大阪府豊中市宝町２３-１５

一般競争契約 5,616,000 - - -

物品 １２月分船舶用軽油（第一大慶丸（プーケット港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年11月28日
（株）アミックス
宮城県石巻市魚町３-１１-２

一般競争契約 19,465,544
特定調達
単価契約
889US$/MT

- - -

物品 １２月分船舶用軽油（第二十一日光丸（マジェロ港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年11月28日
スターリーオイル（株）
東京都杉並区堀ノ内３-２８-２

一般競争契約 9,906,512
特定調達
単価契約
946US$/MT

- - -
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物品
１２～２月分船舶用重油（第五十八長功丸（函館港・八戸
港））

国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年11月28日
カメイ（株）東京支店
東京都中央区八丁堀４-７-１

一般競争契約 6,706,800
特定調達
単価契約
74,520円/KL

- - -

物品 マルチ検出モードプレートリーダー
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年11月30日
アズサイエンス（株）科学北関東営業部
栃木県宇都宮市平出町３８５-１５

一般競争契約 3,510,000 - - -

物品 ＳＮＰ検出用キット
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所長　中津　達也
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成29年12月4日
（株）ＳＭＣ
北海道札幌市白石区本通３-北６-１８

一般競争契約 4,964,112 - - -

物品 チューブラックほか１２９点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年12月8日
理科研（株）三重支店
三重県津市栗真中山町４３-１

一般競争契約 3,898,800 - - -

物品 乗用自動車交換
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所長　中津　達也
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成29年12月11日
札幌日産自動車（株）
北海道札幌市中央区大通西１７-１-２３

一般競争契約
(総合評価落札方式)

5,377,217 - - -

物品 ＳＮＰ解析用集積流体回路チップ
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年12月15日
理科研（株）三重支店
三重県津市栗真中山町４３-１

一般競争契約 1,973,160 - - -

物品 （試薬）既知組成培地 外７点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年12月15日
理科研（株）三重支店
三重県津市栗真中山町４３-１

一般競争契約 1,963,170 - - -

物品 遺伝子自動解析システム
国立研究開発法人水産研究・教育機構
国際水産資源研究所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成29年12月18日
協立電機（株）
静岡県静岡市駿河区中田本町６１-１

一般競争契約 23,004,000 特定調達 - - -

物品 こたか丸主機関部品吸気ガイドＯリング　外６６点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成29年12月20日
小松機工（株）
広島県広島市南区宇品西２-１６-４１

一般競争契約 2,613,600 - - -

物品 １～３月分船舶用重油（第二十一日光丸（焼津港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年12月21日
静岡県漁業協同組合連合会
静岡県静岡市葵区追手町９-１８

一般競争契約 17,781,120
特定調達
単価契約
63,504円/KL

- - -

物品 １～３月分船舶用軽油（鈴丸（鈴漁港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年12月21日
高知はた農業協同組合
高知県四万十市右山五月町７-４０

一般競争契約 38,016
特定調達
単価契約
95,040円/KL

- - -

物品 １月分船舶用軽油（開発丸（パペーテ港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年12月21日
日本かつお・まぐろ漁業協同（株）
東京都江東区永代２-３１-１

一般競争契約 12,875,677
特定調達
単価契約
698US$/MT

- - -

物品 １月分船舶用軽油（第一大慶丸（プーケット港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年12月21日
全国漁業協同組合連合会
東京都千代田区内神田１-１-１２

一般競争契約 20,097,009
特定調達
単価契約
900US$/MT

- - -

物品
（試薬）mMESSAGE mMACHINE SP6 Transcription Kit ほか５
５点

国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年12月25日
伊勢久（株）津営業所
三重県津市あのつ台４-７-６

一般競争契約 2,394,187 - - -

物品 １～３月分船舶用重油（釧路港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年12月26日
北日本石油（株）
東京都中央区日本橋蛎殻町１-２８-５

一般競争契約 11,294,640
特定調達
単価契約
89,640円/KL

- - -

物品 １～３月分船舶用重油（横浜港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年12月26日
（株）神奈川アポロイル
神奈川県川崎市川崎区浅田１-１１-１０

一般競争契約 25,945,920
特定調達
単価契約
61,776円/KL

- - -

物品 １～３月分船舶用重油（清水港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年12月26日
静岡県漁業協同組合連合会
静岡県静岡市葵区追手町９-１８

一般競争契約 11,547,360
特定調達
単価契約
64,152円/KL

- - -

物品 １～３月分船舶用重油（塩屋港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年12月26日
伊藤忠エネクス（株）エネルギー・流通事業グループ
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 3,712,068
特定調達
単価契約
65,124円/KL

- - -



公益法人の
区分

国所管、都
道府県所管

応札･応募
者数

公益法人の場合

種別 契　約　の　名　称
契約担当者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）
契約金額 備考

物品 １～３月分船舶用重油（下関港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年12月26日
林兼石油（株）
福岡県福岡市中央区渡辺通４-１０-１０

一般競争契約 15,444,000
特定調達
単価契約
61,776円/KL

- - -

物品 １～３月分船舶用軽油（釧路港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年12月26日
金井石油（株）
北海道釧路市文苑１-２２-１１

一般競争契約 16,911,180
特定調達
単価契約
102,492円/KL

- - -

物品 １～３月分船舶用軽油（宇品港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成29年12月26日
（株）冨士谷商店
広島県広島市南区元宇品町２-３８

一般競争契約 466,560
特定調達
単価契約
77,760円/KL

- - -

物品 分光蛍光光度計
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年12月26日
ヤマト科学（株）横浜営業所
神奈川県横浜市戸塚区川上町８７-４

一般競争契約 4,989,600 - - -

物品
（若鷹丸プロペラ軸シリンダシャフト組立部品及びCPP変節
油ポンプ用交換部品）ブレード吊りプラグ　他４１点

国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所長　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年12月27日
宮城ヤンマー（株）
宮城県石巻市松並１-１４-５

一般競争契約 2,681,640 - - -

物品 ジャイロコンパス装置
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成29年12月27日
（株）タモット
神奈川県横浜市金沢区幸浦２-２２-１６

一般競争契約 5,788,800 - - -

物品 １～３月分庁舎用Ａ重油（伯方島庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成29年12月27日
村上石油（株）
愛媛県今治市伯方町木浦甲３４９６-１

一般競争契約 1,784,160
単価契約
63,720円/KL

- - -

物品 １～３月分庁舎用灯油（屋島庁舎）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成29年12月27日
香川県漁業協同組合連合会
香川県高松市北浜町８-２５

一般競争契約 2,713,824
単価契約
75.384円/L

- - -

物品 防塵マスク ほか１４８点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成29年12月28日
（株）カーク
愛知県名古屋市中区丸の内３-８-５

一般競争契約 3,790,800 - - -

物品 乗用自動車交換
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所長　中津　達也
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成30年1月11日
札幌日産自動車（株）
北海道札幌市中央区大通西１７-１-２３

一般競争契約
(総合評価落札方式)

2,893,053 - - -

物品 ＣＴＤ
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所長　中津　達也
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成30年1月11日
三浦理化産業 （株）
北海道札幌市北区麻生町６-１-２４

一般競争契約 3,963,600 - - -

物品 リサイクル分取ＨＰＬＣシステム
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　中山　一郎
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成30年1月12日
アルテア技研（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜３-２３-３

一般競争契約 4,590,000 - - -

物品 核酸自動抽出機他１点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所長　中津　達也
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成30年1月15日
イムノサイエンス（株）
北海道札幌市中央区北５条西２１-１-３

一般競争契約 3,888,000 - - -

物品 ミズレンケツカンゴム外９４点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
国際水産資源研究所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成30年1月17日
（株）ヤスオカ焼津支店
静岡県焼津市中港５-１２-２１

一般競争契約 8,396,362 - - -

物品
ＧＣ/ＭＳ用オートサンプラ用テーパーニードルシリンジ 外
１６４点

国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成30年1月18日
（有）ジェイ・ビー・エス
広島県広島市中区南千田西町４-１４

一般競争契約 3,596,159 - - -

物品 （試薬）酢酸 外５５点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成30年1月22日
広島和光（株）岩国営業所
山口県岩国市旭町２-１２-２９

一般競争契約 2,298,240 - - -

物品 小型魚類集合水槽システム
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成30年1月22日
（株）栄屋理化
三重県津市高茶屋小森上野町２８３６-１

一般競争契約 2,376,000 - - -

物品 セミミクロセル ほか２９０点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成30年1月22日
理科研（株）三重支店
三重県津市栗真中山町４３-１

一般競争契約 7,020,000 - - -



公益法人の
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国所管、都
道府県所管

応札･応募
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評価の実施）
契約金額 備考

物品 （試薬）コラゲナーゼ typeⅡ ほか１２２点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成30年1月23日
伊勢久（株）津営業所
三重県津市あのつ台４-７-６

一般競争契約 5,342,457 - - -

物品 乗用自動車交換
国立研究開発法人水産研究・教育機構
瀬戸内海区水産研究所長　生田　和正
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成30年1月25日
広島トヨペット（株）廿日市店
広島県廿日市市宮内７３６-１

一般競争契約
(総合評価落札方式)

2,974,380 - - -

物品 クロマグロ
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成30年1月25日
大洋エーアンドエフ（株）
東京都中央区豊海町４-５

一般競争契約 1,944,000 - - -

物品 吸気管蓋用ガスケット　外１７６点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成30年1月25日
（株）共栄エンジンサービス
東京都品川区八潮１-１-２

一般競争契約 2,351,133 - - -

物品 ２月分船舶用軽油（第一大慶丸（プーケット港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成30年1月25日
全国漁業協同組合連合会
東京都千代田区内神田１-１-１２

一般競争契約 22,315,640
特定調達
単価契約
1,033US$/MT

- - -

物品 ２月分船舶用軽油（第二十一日光丸（マジュロ港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成30年1月25日
住友商事（株）エネルギートレード部
東京都中央区晴海１-８-１１

一般競争契約 6,384,082
特定調達
単価契約
971US$/MT

- - -

物品
（陽光丸主機関、１号発電機関部品）シリンダーヘッドゴム
ジョイント　外１６６点

国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　渡部　俊広
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成30年1月26日
ケイアンドビィホールディングス（株）
長崎県長崎市小江町２７３４-８５

一般競争契約 4,428,000 - - -

物品 ２～３月分船舶用重油（塩釜港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成30年1月29日
カメイ（株）塩釜営業所
宮城県塩釜市貞山通２-９-１

一般競争契約 12,398,400
特定調達
単価契約
88,560円/KL

- - -

物品 ２～３月分船舶用重油（長崎港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成30年1月29日
朝日石油（株）
長崎県長崎市旭町８-１３

一般競争契約 8,100,000
特定調達
単価契約
67,500円/KL

- - -

物品 ２～３月分船舶用重油（鹿児島港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成30年1月29日
伊藤忠エネクス（株）エネルギー・流通事業グループ
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 6,240,240
特定調達
単価契約
69,336円/KL

- - -

物品 ２～３月分船舶用重油（那覇港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成30年1月29日
（株）りゅうせき
沖縄県浦添市西洲２-２-３

一般競争契約 3,343,680
特定調達
単価契約
83,592円/KL

- - -

物品 ２～３月分船舶用軽油（船形漁港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成30年1月29日
千葉県漁業協同組合連合会
千葉県千葉市中央区新宿２-３-８

一般競争契約 505,440
特定調達
単価契約
82,240円/KL

- - -

物品 電子複合機の購入及び保守業務
国立研究開発法人水産研究・教育機構
日本海区水産研究所長　本多　仁
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成30年1月29日
（株）Ｎｏ．１
東京都千代田区内幸町１-５-２

一般競争契約 867,978
単価契約
複数年契約
（納入日～34.3.31）

- - -

物品 ノートパソコン　ほか
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成30年2月2日
シーモール商事（株）
山口県下関市竹崎町４-４-８

一般競争契約 2,054,160 - - -

物品 学内LAN設備（更新）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成30年2月5日
（株）エネルギア・コミュニケーションズ
広島県広島市中区大手町２-１１-１０

一般競争契約 12,884,400 特定調達 - - -

物品 パーソナルコンピュータ
国立研究開発法人水産研究・教育機構
北海道区水産研究所長　中津　達也
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成30年2月7日
（株）東機システムサービス
東京都港区芝５-２６-２４

一般競争契約 1,434,240 - - -

物品 全自動血球計数器
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成30年2月13日
ティーエスアルフレッサ（株）
下関機器試薬支店
山口県下関市大字石原８４-４

一般競争契約 1,836,000 - - -

物品
（若鷹丸主機関および発電機関用部品）バルブステムシール
他１８８点

国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所長　板倉　茂
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成30年2月15日
宮城ヤンマー（株）
宮城県石巻市松並１-１４-５

一般競争契約 2,081,160 - - -



公益法人の
区分

国所管、都
道府県所管

応札･応募
者数

公益法人の場合

種別 契　約　の　名　称
契約担当者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）
契約金額 備考

物品 小型乗用自動車交換
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成30年2月16日
山口マツダ（株）下関幡生店
山口県下関市幡生宮の下町９-２２

一般競争契約
(総合評価落札方式)

2,530,015 - - -

物品 薬品管理システム
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成30年2月23日
（株）ソフテム
神奈川県川崎市川崎区駅前本町１１-２

一般競争契約 3,996,000 - - -

物品 ３月分船舶用軽油（第一大慶丸（プーケット港））
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成30年2月26日
全国漁業協同組合連合会
東京都千代田区内神田１-１-１２

一般競争契約 20,056,284
特定調達
単価契約
911US$/MT

- - -

物品 デスクトップパソコン８台ほか６点
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　曽根　力夫
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成30年3月2日
（株）東機システムサービス
東京都港区芝５-２６-２４

一般競争契約 2,427,840 - - -

物品 ガスクロマトグラフシステム
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成30年3月2日
（株）フジミツ
山口県下関市武久町２-１３-５

一般競争契約 1,873,800 - - -

物品 超高速液体クロマトグラフシステム
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成30年3月2日
（株）フジミツ
山口県下関市武久町２-１３-５

一般競争契約 5,508,000 - - -

物品 ノートパソコンほか
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成30年3月6日
シーモール商事（株）
山口県下関市竹崎町４-４-８

一般競争契約 5,724,000 - - -


