
国立研究開発法人　水産総合研究センター

公益法人の
区分

国所管、都道
府県所管

応札･応募
者数

物品 電気需給契約（東北地区５箇所）
独立行政法人水産総合研究センター
総務部長　下迫田　裕二
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成27年2月5日
日本ロジテック協同組合
東京都中央区佃１-１１-８

一般競争契約 31,305,902
特定調達
単価契約

- - -

物品 電気需給契約（四国地区２箇所）
独立行政法人水産総合研究センター
総務部長　下迫田　裕二
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成27年2月10日
四国電力（株）高松支店
香川県高松市亀井町７-９

一般競争契約 13,510,109
特定調達
単価契約

- - -

物品 電気需給契約（九州地区６箇所）
独立行政法人水産総合研究センター
総務部長　下迫田　裕二
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成27年2月10日
九州電力（株）長崎営業所
長崎県長崎市城山町３-１９

一般競争契約 93,473,528
特定調達
単価契約

- - -

物品 電気需給契約（関東地区６箇所）
独立行政法人水産総合研究センター
総務部長　下迫田　裕二
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成27年2月12日
（株）Ｆ－Ｐｏｗｅｒ
東京都港区六本木１-８-７

一般競争契約 132,752,605
特定調達
単価契約

- - -

物品 電気需給契約（中部地区５箇所）
独立行政法人水産総合研究センター
総務部長　下迫田　裕二
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成27年2月12日
中部電力（株）
愛知県名古屋市東区東新町１

一般競争契約 69,365,669
特定調達
単価契約

- - -

物品  （餌料）栄養強化剤５点
独立行政法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成27年3月24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 1,762,884 単価契約 - - -

物品 ４～６月分船舶用燃油（さんま棒受網船５隻（釧路港））
独立行政法人水産総合研究センター
総務部長　下迫田　裕二
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成27年3月25日
（株）野田商会
東京都港区赤坂３-７-１５

一般競争契約 97,038,000
特定調達
単価契約
64,692円/KL

- - -

物品 ４～６月分船舶用燃油（第五萬漁丸（鹿児島港））
独立行政法人水産総合研究センター
総務部長　下迫田　裕二
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成27年3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 1,494,720
特定調達
単価契約
74,736円/KL

- - -

物品 ４～６月分船舶用燃油（第五萬漁丸（大堂津港））
独立行政法人水産総合研究センター
総務部長　下迫田　裕二
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成27年3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 3,123,360
特定調達
単価契約
78,084円/KL

- - -

物品 ４～９月分庁舎用重油（小浜庁舎）
独立行政法人水産総合研究センター
日本海区水産研究所長　飯田　貴次
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成27年3月30日
小浜石油（株）
福井県小浜市駅前町１４-１５

一般競争契約 628,560
単価契約
104,760円/KL

- - -

物品 ４～９月分庁舎用重油（宮津庁舎）
独立行政法人水産総合研究センター
日本海区水産研究所長　飯田　貴次
新潟県新潟市中央区水道町１-５９３９-２２

平成27年3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 1,034,208
単価契約
86,184円/KL

- - -

物品 砕氷
独立行政法人水産総合研究センター
総務部長　下迫田　裕二
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

平成27年3月30日
釧路市漁業協同組合
北海道釧路市浜町３-１２

一般競争契約 18,630,000
特定調達
単価契約
12,420円/t

- - -

物品 液体窒素　外７点
独立行政法人水産総合研究センター
中央水産研究所長　時村　宗春
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

平成27年3月31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 5,267,282 単価契約 - - -

物品  （餌料）海産微細藻類２点
独立行政法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成27年3月31日
（株）田中三次郎商店
福岡県小郡市小郡１１３９-１

一般競争契約 2,419,200 単価契約 - - -

物品 ４～９月分Ａ重油（西海区水産研究所五島庁舎）
独立行政法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成27年3月31日
マツハヤ石油（株）
長崎県五島市池田町５-２０

一般競争契約 1,594,080
特定調達
単価契約
88,560円/KL

- - -

物品 ４～９月分Ａ重油（西海区水産研究所石垣・八重山庁舎）
独立行政法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成27年3月31日
ミヤギ産業（株）八重山支店
沖縄県石垣市平得５１９-１

一般競争契約 421,200
特定調達
単価契約
70,200円/KL

- - -

物品 生物餌料　３点
独立行政法人水産総合研究センター
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27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 3,387,258 単価契約 - - -

物品 ４～９月分Ａ重油（塩釜庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月1日
丸山（株）
宮城県刈田郡蔵王町大字円田字杉ヤラ１２-５

一般競争契約 40,824
特定調達
単価契約
68.04円/L

- - -

公益法人の場合

平成２７年度　競争入札に係る情報の公表（物品）

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27年度
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物品 ４～９月分Ａ重油（宮古庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月1日
（株）菊長商店
岩手県宮古市愛宕１-７-７０

一般競争契約 3,406,320
特定調達
単価契約
89.64円/L

- - -

物品 ４～９月分Ａ重油（八戸庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月1日
（株）アベキ八戸営業所
青森県八戸市大字湊町字大沢４２

一般競争契約 65,880
特定調達
単価契約
65.88円/L

- - -

物品 ４～９月分Ａ重油（南勢庁舎及び玉城庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月1日
三重石商事（株）伊勢営業所
三重県伊勢市神社港２９５-５４

一般競争契約 2,002,104
特定調達
単価契約
64,584円/KL

- - -

物品 ４～９月分Ａ重油（上浦庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月1日
（有）河村石油店
大分県大分市府内町３-５-７

一般競争契約 842,400
特定調達
単価契約
70,200円/KL

- - -

物品 ４～９月分Ａ重油（志布志庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月1日
（株）Ｍｉｓｕｍｉ都城支店
宮崎県都城市平江町２２-２４

一般競争契約 718,200
特定調達
単価契約
71,820円/KL

- - -

物品 ４～９月分Ａ重油（南伊豆庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月1日
丸吉水産商事（株）
静岡県下田市２-７-８

一般競争契約 5,184,000
特定調達
単価契約
86,400円/KL

- - -

物品 ４～９月分Ａ重油（古満目庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月1日
朝日エナジー（有）
愛媛県今治市古谷甲５４８-１

一般競争契約 668,500
特定調達
単価契約
66,850円/KL

- - -

物品 ４～６月分船舶用重油（釧路港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月8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 16,783,200
特定調達
単価契約
55,944円/KL

- - -

物品 ４～６月分船舶用重油（塩釜港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月8日
協同石油（株）
宮城県塩釜市新浜町３-１-１６

一般競争契約 10,670,400
特定調達
単価契約
82,080円/KL

- - -

物品 ４～６月分船舶用重油（新潟港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月8日
（株）ハヤマ
新潟県新潟市中央区寄居町７０６

一般競争契約 5,723,136
特定調達
単価契約
59,616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総合研究センター
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27年4月8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 1,261,440
特定調達
単価契約
78,840円/KL

- - -

物品 ４～９月分庁舎用Ａ重油（北海道区水産研究所釧路庁舎・厚岸庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所副所長　横内　克巳
北海道釧路市桂恋１１６

平成27年4月9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 5,520,960
特定調達
単価契約
77,760円/KL

- - -

物品 塩（静岡県焼津港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月15日
静岡塩業（株）焼津営業所
静岡県焼津市一色９５９-１

一般競争契約 5,934,600
特定調達
単価契約
33,912円/t

- - -

物品 塩（宮城県石巻･女川港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月15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 10,044,000
特定調達
単価契約
33,480円/t

- - -

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総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成27年4月16日
（有）アイエスシー
福岡県小郡市大保１０１７-５

一般競争契約 2,794,500
単価契約
24,300円/箱

- - -

物品 濃縮淡水クロレラ
国立研究開発法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成27年4月17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 3,747,060
再度公告入札
単価契約

- - -

物品 配合飼料
国立研究開発法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成27年4月17日
（株）サン・ダイコー長崎営業所
長崎県大村市古賀島町５３１-２

一般競争契約 4,345,600
単価契約
5,432円/袋

- - -

物品 独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所で使用するガス
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月20日
東京ガス（株）都市エネルギー事業部
東京都港区海岸１-５-２０

一般競争契約 88,883,110

特定調達
単価契約
複数年契約
（27.7.1～30.3.31）

- - -

物品 クランクドアパッキン他２４３点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月22日
新潟造船（株）
新潟県新潟市中央区入船町４-３７７６

一般競争契約 5,717,520 - - -

物品 ５～６月分船舶用燃油（第三十一日光丸（焼津港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月24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 15,710,760
特定調達
単価契約
60,426円/KL

- - -
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物品 ５～６月分船舶用燃油（第一大慶丸（石巻港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月24日
（株）アミックス
宮城県石巻市魚町３-１１-２

一般競争契約 29,548,800
特定調達
単価契約
82,080円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶用燃油（第五萬漁丸（館山港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月24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 4,114,800
特定調達
単価契約
68,580円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶用重油（函館港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月30日
道南石油（株）
北海道函館市大町９-２０

一般競争契約 6,651,180
特定調達
単価契約
61,020円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶用重油（小樽港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4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 5,734,800
特定調達
単価契約
63,720円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶用重油（網走港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4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 1,684,800
特定調達
単価契約
70,200円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶用重油（横浜港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4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 7,693,920
特定調達
単価契約
59,184円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶用重油（塩屋港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月30日
山陽オイル（株）
広島県江田島市江田島町切串４-２-５

一般競争契約 2,697,300
特定調達
単価契約
59,940円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶用重油（長崎港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月30日
朝日石油（株）
長崎県長崎市旭町８-１３

一般競争契約 24,873,264
特定調達
単価契約
60,372円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶用重油（那覇港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年4月30日
（株）りゅうせき
沖縄県浦添市西州２-２-３

一般競争契約 9,050,940
特定調達
単価契約
59,940円/KL

- - -

物品 クロマグロ養殖用種苗運搬のための曳航型生け簀
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年5月8日
日東製網（株）
東京都港区新橋２-２０-１５-７０１

一般競争契約 25,872,091 特定調達 - - -

物品 クロマグロ（養殖用種苗）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年5月8日
日本遠洋旋網漁業協同組合
福岡県福岡市中央区長浜３-１１-３

一般競争契約 70,200,000
特定調達
単価契約
7,020円/尾

- - -

物品
５～７月分船舶用燃油（第二十七源福丸・第二十五昭徳丸（玉之浦港ほ
か））

国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年5月11日
長崎県長崎市五島町２-２７
長崎県漁業協同組合連合会

一般競争契約 23,976,000
特定調達
単価契約
79,920円/KL

- - -

物品 ポップアップアーカイバルタグ
国立研究開発法人水産総合研究センター
国際水産資源研究所副所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成27年5月12日
（株）田中三次郎商店
福岡県小郡市小郡１１３９-１

一般競争契約 6,022,080 - - -

物品 ロータリーエバポレーターシステム
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年5月14日
（株）江田商会
神奈川県横浜市港北区新羽町２８４

一般競争契約 1,959,120 - - -

物品 データ記録・衛星発信型電子標識
国立研究開発法人水産総合研究センター
国際水産資源研究所副所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成27年5月15日
（株）田中三次郎商店
福岡県小郡市小郡１１３９-１

一般競争契約 10,720,080 - - -

物品 ワイパー式メモリー水温塩分計
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年5月18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 2,376,000 - - -

物品 多検体処理型超臨界流体抽出システム
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年5月20日
（株）バイオテック・ラボ
東京都墨田区緑１-８-９　Ａ＆Ｙビル

一般競争契約 10,800,000 - - -

物品 ６～７月分船舶用燃油（第五萬漁丸（千葉勝浦港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年5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 2,219,400
特定調達
単価契約
73,980円/KL

- - -

物品 ６～７月分船舶用燃油（第五萬漁丸（那珂湊漁港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年5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 1,509,840
特定調達
単価契約
75,492円/KL

- - -

物品 ６～７月分船舶用燃油（第五萬漁丸（気仙沼・大船渡・塩釜港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年5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 3,019,680
特定調達
単価契約
75,492円/KL

- - -
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物品 ６～７月分船舶用重油（十勝港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年5月29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 3,207,600
特定調達
単価契約
71,280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総合研究センター
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27年5月29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 1,952,640
特定調達
単価契約
61,020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総合研究センター
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27年5月29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 5,520,960
特定調達
単価契約
76,680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総合研究センター
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27年5月29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 315,360
特定調達
単価契約
78,840円/KL

- - -

物品 照明器具ほか１点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月1日
荏原実業（株）広島営業所
広島県広島市東区東蟹屋町１５-３

一般競争契約 2,149,200 - - -

物品 沿岸漁獲情報モニタリングシステム
国立研究開発法人水産総合研究センター
国際水産資源研究所副所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成27年6月2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 5,346,000 - - -

物品 ＬＥＤ船上灯システム
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月3日
（株）東和電機製作所
北海道函館市吉川町６-２９

一般競争契約 79,488,000 特定調達 - - -

物品 模型船製作（７１トン型近海かつお釣漁船模型）
国立研究開発法人水産総合研究センター
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成27年6月4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 3,866,400 - - -

物品 次世代シーケンサー用（イルミナNextSeq500）試薬
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月8日
（株）ミクセル横浜営業所
神奈川県横浜市港北区新横浜２-７-４

一般競争契約 9,667,512 - - -

物品 打ち込み型アルゴス送信機外１点
国立研究開発法人水産総合研究センター
国際水産資源研究所副所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成27年6月8日
日本海洋（株）
東京都北区栄町９-２

一般競争契約 5,356,800 - - -

物品 液体洗浄剤外４点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6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 1,476,684 - - -

物品 ソフトウェア
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月16日
（株）ミナト事務器
神奈川県横浜市南区中里１-１９-２７

一般競争契約 2,914,056 - - -

物品 紫外可視分光光度計　外４点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月18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 3,002,400 - - -

物品 バイオメディカルフリーザー外５点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月19日
東北化学薬品（株）仙台支店
宮城県黒川郡大和町吉岡東３-７-１４

一般競争契約 2,219,076 - - -

物品 配合飼料１１点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月19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 2,396,412 単価契約 - - -

物品 減速機部品Oリング外２５５点
国立研究開発法人水産総合研究センター
国際水産資源研究所副所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成27年6月22日
川口販売（株）
静岡県静岡市清水区旭町２-３

一般競争契約 10,694,548 - - -

物品 ゼブラフィッシュ行動解析システム
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月24日
（株）江田商会
神奈川県横浜市港北区新羽町２８４

一般競争契約 5,983,200 - - -

物品 アクリルボウル水槽
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月24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 2,799,360 - - -

物品 ７月分船舶用燃油（さんま棒受網船１０隻（釧路港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月25日
カメイ（株）東京支店
東京都港区虎ノ門３-１８-１９

一般競争契約 53,562,600
特定調達
単価契約
82,404円/KL

- - -

物品 ６～８月分船舶用燃油（第十八白嶺丸（小木港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月25日
石川県漁業協同組合小木支所
石川県鳳珠郡能登町字小木３４-１１

一般競争契約 6,220,800
特定調達
単価契約
77,760円/KL

- - -
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物品 ７～９月分船舶用燃油（第十八白嶺丸（函館・八戸港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月25日
カメイ（株）東京支店
東京都港区虎ノ門３-１８-１９

一般競争契約 6,393,600
特定調達
単価契約
79,920円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用燃油（第三十一日光丸（焼津港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月25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 32,179,680
特定調達
単価契約
61,884円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用燃油（第一大慶丸（石巻港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月25日
（株）アミックス
宮城県石巻市魚町３-１１-２

一般競争契約 56,019,600
特定調達
単価契約
86,184円/KL

- - -

物品 ７月分船舶用燃油（開発丸（パペーテ港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6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 17,504,866
特定調達
単価契約
717US$/MT

- - -

物品 リアルタイムＰＣＲ解析システム
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月26日
（株）新興精機
福岡県福岡市東区馬出１-１８-３

一般競争契約 2,106,000 - - -

物品 着底トロール網
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月29日
ニチモウ（株）
東京都品川区東品川２-２-２０

一般競争契約 4,384,800 - - -

物品 （餌料）アブラツノザメ卵
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月29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 9,192,420
単価契約
1,566円/kg

- - -

物品 ７～９月分船舶用重油（釧路港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6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 32,875,200
特定調達
単価契約
82,188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総合研究センター
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27年6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 5,443,200
特定調達
単価契約
77,760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総合研究センター
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27年6月30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 25,574,400
特定調達
単価契約
86,400円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用重油（横浜港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月30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 8,050,212
特定調達
単価契約
61,452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総合研究センター
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27年6月30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 22,170,456
特定調達
単価契約
65,016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総合研究センター
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27年6月30日
伊藤忠エネクス（株）エネルギートレード事業本部
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 2,325,672
特定調達
単価契約
62,856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総合研究センター
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27年6月30日
伊藤忠エネクス（株）エネルギートレード事業本部
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 12,299,040
特定調達
単価契約
63,072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総合研究センター
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27年6月30日
（株）伊東商会
千葉県銚子市外川町２-１０６１７

一般競争契約 560,520
特定調達
単価契約
93,420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総合研究センター
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27年6月30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 1,377,000
特定調達
単価契約
81,000円/KL

- - -

物品 ７～９月分船舶用重油（宇品港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年6月30日
山陽オイル（株）
広島県江田島市江田島町切串４-２-５

一般競争契約 1,263,600
特定調達
単価契約
84,240円/KL

- - -

物品 極低バックグランド放射能測定用リンモリブデン酸アンモニウム
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年7月1日
（株）環境総合テクノス
大阪府大阪市中央区安土町１-３-５

一般競争契約 3,442,500 - - -

物品 恒温ユニット
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年7月2日
ミヨシテック
鹿児島県鹿屋市寿８-６-１９-３

一般競争契約 2,916,000 - - -

物品 乗用自動車交換
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所長　谷津　明彦
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成27年7月3日
北海道スバル（株）
北海道札幌市西区西町南１４-１-１

一般競争契約
(総合評価落札方式)

1,756,851 - - -
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物品 加温冷却ユニット
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年7月3日
荏原実業（株）広島営業所
広島県広島市東区東蟹屋町１５-３

一般競争契約 10,692,000 - - -

物品 加温冷却ＦＲＰ水槽
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年7月6日
ヤンマー舶用システム（株）垂水営業所
鹿児島県垂水市錦江町７-１

一般競争契約 7,776,000 - - -

物品 ＳＮＰジェノタイピング用試薬外１点
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所長　谷津　明彦
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成27年7月7日
北海道バイオシステム（株）
北海道札幌市北区北１６条西４-１-３０

一般競争契約 8,175,600 - - -

物品 ポップアップアーカイバルタグ
国立研究開発法人水産総合研究センター
国際水産資源研究所副所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成27年7月9日
（株）田中三次郎商店
福岡県小郡市小郡１１３９-１

一般競争契約 10,478,160 - - -

物品 軽量型選別式底引き網漁具
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年7月9日
ニチモウ（株）
東京都品川区東品川２-２-２０

一般競争契約 6,058,800 - - -

物品 海水冷却機
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年7月14日
四国大陽日酸（株）
徳島県徳島市北田宮１-８-７４

一般競争契約 3,216,931 - - -

物品 リアルタイムＰＣＲシステム
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年7月16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 2,268,000 - - -

物品 船舶用軽油（クロマグロひきなわ船３隻（下ノ加江港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年7月16日
高知県漁業協同組合下ノ加江支所
高知県土佐清水市下ノ加江２１１-１９

一般競争契約 972,000
特定調達
単価契約
108,000円/KL

- - -

物品 パーソナルコンピュータ８点
国立研究開発法人水産総合研究センター
国際水産資源研究所副所長事務代理　八吹　圭三
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成27年7月21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６EX-LAND１階

一般競争契約 1,993,680 - - -

物品 リアルタイムＰＣＲ解析システム
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成27年7月22日
アルファバイオ（株）
広島県広島市南区宇品御幸３-２-１

一般競争契約 4,762,800 - - -

物品 ハードディスクほか８７点
国立研究開発法人水産総合研究センター
国際水産資源研究所副所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成27年7月23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６EX-LAND１階

一般競争契約 1,398,600 - - -

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総合研究センター
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成27年7月23日
日本海洋（株）
東京都北区栄町９-２

一般競争契約 3,660,552 - - -

物品 オートサンプラー
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年7月24日
（株）南部医理科仙台支店
宮城県仙台市泉区南光台４-２８-１５

一般競争契約 2,138,400 - - -

物品 培養フラスコ外１００点
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成27年7月24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 1,865,999 - - -

物品 魚探付衛星ブイ
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年7月24日
（株）緑星社東京営業所
東京都中央区日本橋小伝馬町１６-６

一般競争契約 3,207,600 - - -

物品 汚水処理真空ユニット
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年7月27日
原田産業（株）
大阪府大阪市中央区南船場２-１０-１４

一般競争契約 2,376,000 - - -

物品 小型貨物自動車
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年7月27日
（株）宮古日産
岩手県宮古市実田１-８-１２

一般競争契約
(総合評価落札方式)

2,832,401 - - -

物品 ８～１０月分船舶用燃油（第五萬漁丸（気仙沼・大船渡・塩釜港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年7月28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 5,780,160
特定調達
単価契約
72,252円/KL

- - -

物品 航行軌跡計測装置改造業務
国立研究開発法人水産総合研究センター
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成27年7月29日
海洋電子（株）
埼玉県川越市霞ヶ関北２-１７-３

一般競争契約 9,396,000 - - -

物品 ８～９月分船舶用重油（八戸港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年7月31日
伊藤忠エネクス（株）エネルギートレード事業本部
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 3,544,560
特定調達
単価契約
59,076円/KL

- - -
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物品 油圧ホース１０２点
国立研究開発法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成27年8月3日
（株）共和鉄工所
長崎県長崎市平瀬町１-８

一般競争契約 5,038,416 - - -

物品 レーザー回折式粒度分析装置
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年8月4日
島津サイエンス東日本（株）新潟支店
新潟県新潟市中央区高志１-３-１４

一般競争契約 4,298,400 - - -

物品 アコヤガイ真珠品質サンプル
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年8月5日
（株）大月真珠
兵庫県神戸市中央区港島中町６-４-１

一般競争契約 3,748,680 - - -

物品 貨物自動車
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年8月5日
鹿児島トヨペット（株）大隅支店
鹿児島県曽於市大隅町境木町１

一般競争契約
(総合評価落札方式)

2,020,492 - - -

物品 自動検卵機
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所長　谷津　明彦
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成27年8月10日
フラット合成（株）
北海道札幌市東雁来６条２-５-２５

一般競争契約 3,240,000 - - -

物品
（陽光丸主機関、減速機、プロペラ交換部品）シリンダーヘッドゴム
ジョイントほか４３４点

国立研究開発法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成27年8月10日
（株）共和鉄工所
長崎県長崎市平瀬町１-８

一般競争契約 10,638,000 - - -

物品 ピペットチップ外４３点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年8月10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 1,604,880 - - -

物品 次世代シーケンサー用（イルミナNextSeq500）試薬（単価契約）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年8月12日
（株）ミクセル横浜営業所
神奈川県横浜市港北区新横浜２-７-４

一般競争契約 10,971,720 単価契約 - - -

物品 ドラムフィルター
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年8月18日
荏原実業（株）静岡支社
静岡県静岡市駿河区八幡２-２-２５

一般競争契約 11,124,000 - - -

物品 紫外線殺菌装置
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年8月18日
荏原実業（株）静岡支社
静岡県静岡市駿河区八幡２-２-２５

一般競争契約 4,752,000 - - -

物品 保温テント
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年8月18日
（有）石原設備
静岡県下田市東本郷２-１３-１

一般競争契約 3,888,000 - - -

物品 ネットウインチシフター
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年8月21日
（有）協和テクノサービス
宮城県石巻市松並１-４-５

一般競争契約 11,415,600 - - -

物品 共栓三角フラスコ外６８点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年8月21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 1,756,728 - - -

物品 ワープロソフトほか１４４点
国立研究開発法人水産総合研究センター
国際水産資源研究所副所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成27年8月25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６EX-LAND１階

一般競争契約 1,971,000 - - -

物品 光ファイバージャイロ
国立研究開発法人水産総合研究センター
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成27年8月26日
多摩川精機販売（株）
長野県飯田市大休１８７９

一般競争契約 23,372,280 特定調達 - - -

物品 ９月分船舶用重油（函館港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年8月31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 11,832,480
特定調達
単価契約
53,784円/KL

- - -

物品 ９月分船舶用重油（三崎港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年8月31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 2,544,048
特定調達
単価契約
48,924円/KL

- - -

物品 ９月分船舶用重油（焼津港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年8月31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 5,000,400
特定調達
単価契約
50,004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総合研究センター
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27年8月31日
伊藤忠エネクス（株）エネルギートレード事業本部
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 2,004,480
特定調達
単価契約
50,112円/KL

- - -

物品 軟Ｘ撮影装置
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年8月31日
（株）成瀬理工
岩手県盛岡市上田３-８-２９

一般競争契約 3,942,000 - - -



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 乾燥配合飼料
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所長　谷津　明彦
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成27年9月2日
日本農産工業（株）水産飼料部
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-２-１ランド
マークタワー４６階

一般競争契約 23,448,960 特定調達 - - -

物品 遺伝情報解析装置
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月7日
（株）ミクセル横浜営業所
神奈川県横浜市港北区新横浜２-７-４

一般競争契約 3,087,072 - - -

物品 電子複写機購入及び保守・消耗品等の供給業務
国立研究開発法人水産総合研究センター
国際水産資源研究所副所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成27年9月10日
コニカミノルタビジネスソリューションズ（株）
神奈川県横浜市中区山下町２２

一般競争契約 1,245,073

単価契約
複数年契約
（27.10.1～
32.3.31）

- - -

物品 限外ろ過カートリッジ　外７４点
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成27年9月15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 2,988,000 - - -

物品 音響データ解析ソフトウェア（EchoViewアップグレード版）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月18日
日本海洋（株）
東京都北区栄町９-２

一般競争契約 3,434,400 - - -

物品 １０～１２月分船舶用燃油（第十八宝漁丸（室蘭港（追直漁港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月28日
河辺石油（株）室蘭営業所
北海道室蘭市東町１-１-１

一般競争契約 6,415,200
特定調
達単価契約
71,280円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用燃油（第十八白嶺丸（函館・八戸港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月28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 3,648,240
特定調達
単価契約
60,804円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用燃油（第三十一日光丸（焼津港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月28日
カメイ（株）東京支店
東京都港区虎ノ門３-１８-１９

一般競争契約 24,449,040
特定調達
単価契約
49,896円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用燃油（第十八白嶺丸（小木港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月28日
石川県漁業協同組合小木支所
石川県鳳珠郡能登町字小木３４-１１

一般競争契約 4,212,000
特定調達
単価契約
70,200円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用燃油（第五萬漁丸（大堂津港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月28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 2,734,560
特定調達
単価契約
68,364円/KL

- - -

物品 １０月分船舶用燃油（忠宝丸（久慈漁港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月28日
茨城沿海地区漁業協同組合連合会
茨城県水戸市三の丸１-１-３３

一般競争契約 1,404,000
特定調達
単価契約
70,200円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用燃油（第五萬漁丸（鹿児島港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月28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 2,351,160
特定調達
単価契約
67,176円/KL

- - -

物品 １０月分船舶用燃油（開発丸（パペーテ港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9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 14,596,225
特定調達
単価契約
615US$/MT

- - -

物品 １０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総合研究センター
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27年9月28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 12,713,008
特定調達
単価契約
880US$/MT

- - -

物品 １０～３月分庁舎用重油（新潟庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月29日
（株）髙助
新潟県新潟市中央区礎町四ノ町２１００

一般競争契約 955,800
単価契約
63,720円/KL

- - -

物品 １０～３月分庁舎用重油（宮津庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月29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 1,598,400
単価契約
79,920円/KL

- - -

物品 １０～３月分庁舎用重油（小浜庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月29日
小浜石油（株）
福井県小浜市駅前町１４-１５

一般競争契約 743,040
単価契約
92,880円/KL

- - -

物品 １０～３月分Ａ重油（南勢庁舎及び玉城庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月29日
（有）城山石油
三重県鳥羽市浦村町１８２６-４０

一般競争契約 3,790,800
特定調達
単価契約
58,320円/KL

- - -

物品 １０～３月分Ａ重油（上浦庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月29日
（有）河村石油店
大分県佐伯市上浦大字津井浦２２５１-1

一般競争契約 1,067,904
特定調達
単価契約
66,744円/KL

- - -

物品 １０～３月分Ａ重油（志布志庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月29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 2,684,880
特定調達
単価契約
61,020円/KL

- - -
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物品 １０～３月分Ａ重油（南伊豆庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月29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 13,309,920
特定調達
単価契約
84,240円/KL

- - -

物品 １０～３月分Ａ重油（古満目庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月29日
四国エネルギー共販（株）
高知県高知市中の島２-７５

一般競争契約 2,504,304
特定調達
単価契約
56,916円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用重油（釧路港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月30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 14,796,000
特定調達
単価契約
73,980円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用重油（横浜港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月30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 10,870,200
特定調達
単価契約
49,410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総合研究センター
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27年9月30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 3,028,752
特定調達
単価契約
53,136円/KL

- - -

物品 １０～１２月分船舶用重油（焼津港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年9月30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 6,654,960
特定調達
単価契約
51,192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総合研究センター
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27年9月30日
山陽オイル（株）
広島県江田島市江田島町切串４-２-５

一般競争契約 1,088,640
特定調達
単価契約
51,840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総合研究センター
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27年9月30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 1,117,800
特定調達
単価契約
74,520円/KL

- - -

物品 １０～３月分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総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成27年9月30日
（株）神田商会
長崎県五島市東浜町１-６-１

一般競争契約 9,590,400
単価契約
79,920円/KL

- - -

物品 １０～３月分Ａ重油（西海区水産研究所石垣・八重山庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成27年9月30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 65,448
単価契約
65,448円/KL

- - -

物品 Ａ重油
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所副所長　横内　克巳
北海道釧路市桂恋１１６

平成27年10月1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 11,614,860
特定調達
単価契約
73,980円/KL

- - -

物品 Ａ重油（塩釜庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年10月1日
（有）塩竈燃料商社
宮城県塩釜市清水沢３-１３-２

一般競争契約 736,128
特定調達
単価契約
51.84円/L

- - -

物品 Ａ重油（宮古庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年10月1日
（株）角登商店
岩手県宮古市茂市９-３-６

一般競争契約 5,702,400
特定調達
単価契約
86.4円/L

- - -

物品 Ａ重油（八戸庁舎）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年10月1日
カメイ（株）八戸支店
青森県八戸市豊洲２-３８

一般競争契約 341,496
特定調達
単価契約
55.08円/L

- - -

物品 多項目水質計
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年10月1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 2,106,000 - - -

物品 （試薬）抗ウサギIgG抗体　外４９点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年10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 1,677,240 - - -

物品 ドラムフィルター用架台
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年10月14日
荏原実業（株）静岡支社
静岡県静岡市駿河区八幡２-２-２５

一般競争契約 4,536,000 - - -

物品 模型船製作（１９９ＧＴ型旋網漁船模型）　外２点
国立研究開発法人水産総合研究センター
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成27年10月19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 12,528,000 - - -

物品 しらふじ丸主機関部品シリンダヘッド外１６２点
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成27年10月22日
ダイハツディーゼル中日本（株）
広島県福山市東桜町１-２１

一般競争契約 3,551,515 - - -

物品 １０～１２月分船舶用軽油（釧路港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年10月27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 17,031,600
特定調達
単価契約
89,640円/KL

- - -
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物品 １１～１２月分船舶用重油（塩釜港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年10月27日
（株）辰巳商会
宮城県塩釜市港町１-６-７

一般競争契約 6,517,800
特定調達
単価契約
76,680円/KL

- - -

物品 １１～１２月分船舶用重油（長崎港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年10月27日
伊藤忠エネクス（株）エネルギートレード事業本部
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 9,295,560
特定調達
単価契約
48,924円/KL

- - -

物品 １１～１２月分船舶用軽油（小名浜港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年10月27日
福島県漁業協同組合連合会
福島県いわき市中央台飯野４-３-１

一般競争契約 451,008
特定調達
単価契約
75,168円/KL

- - -

物品 １１～１２月分船舶用軽油（塩屋港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年10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 1,123,200
特定調達
単価契約
70,200円/KL

- - -

物品 潤滑油
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所副所長　横内　克巳
北海道釧路市桂恋１１６

平成27年10月27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 3,218,400 - - -

物品 主機関・ＣＰＰ制御盤部品（ポテンショメータ変換器他２８点）
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所副所長　横内　克巳
北海道釧路市桂恋１１６

平成27年10月27日
菱エステイ島本鉄工（株）
北海道釧路市仲浜町６-２３

一般競争契約 3,132,000 - - -

物品 １１月分船舶用燃油（第三十一日光丸（マジュロ港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年10月27日
住友商事（株）
東京都中央区晴海１-８-１１

一般競争契約 5,919,971
特定調達
単価契約
572US$/MT

- - -

物品 １１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総合研究センター
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27年10月27日
住友商事（株）
東京都中央区晴海１-８-１１

一般競争契約 17,876,864
特定調達
単価契約
751US$/MT

- - -

物品 筏
国立研究開発法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成27年10月29日
粕谷製網（株）
長崎県諫早市川内町４８５

一般競争契約 2,278,800 - - -

物品 ２０１６年外国雑誌
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年11月4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 55,621,362 特定調達 - - -

物品 乾燥配合飼料 一式
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所長　谷津　明彦
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成27年11月4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 2,363,191 - - -

物品 静電容量式レベル計、液面変換器及びアイソレーター
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年11月4日
英和（株）仙台営業所
宮城県仙台市青葉区上杉１-５-１５

一般競争契約 2,916,000 - - -

物品 ラボランスクリュー管瓶外７８点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年11月6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 2,138,400 - - -

物品 （理化学消耗品）ビーカーブラシ　外１００点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年11月10日
（株）松見科学計測
東京都千代田区若本町２-７-１１

一般競争契約 4,517,336 - - -

物品 ゲル撮影装置　外１点
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成27年11月11日
広島和光（株）福山営業所
広島県福山市大門町４-１６-４３

一般競争契約 1,737,288 - - -

物品 ＳＮＰ検出用キット外１点
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所長　谷津　明彦
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成27年11月16日
北海道バイオシステム（株）
北海道札幌市北区北１６条西４-１-３０

一般競争契約 3,812,400 - - -

物品 航行軌跡計測装置船内装置
国立研究開発法人水産総合研究センター
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成27年11月17日
海洋電子（株）
埼玉県川越市霞ヶ関北２-１７-３

一般競争契約 7,020,000 - - -

物品 １１～１２月分船舶用軽油（塩釜港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年11月18日
（株）辰巳商会
宮城県塩釜市港町１-６-７

一般競争契約 9,180,000
特定調達
単価契約
91,800円/KL

- - -

物品 太平洋クロマグロ資源評価高速クラスター
国立研究開発法人水産総合研究センター
国際水産資源研究所副所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成27年11月18日
ＨＰＣシステムズ（株）
東京都港区海岸３-９-１５

一般競争契約 8,100,000 - - -

物品 ウインチワイヤー
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所副所長　横内　克巳
北海道釧路市桂恋１１６

平成27年11月20日
釧路重工業（株）
北海道釧路市知人町１-５

一般競争契約 3,607,200 - - -
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物品 北光丸主機関・減速機・発電機関用フレキシブルゴム継手・一式
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所副所長　横内　克巳
北海道釧路市桂恋１１６

平成27年11月20日
釧路重工業（株）
北海道釧路市知人町１-５

一般競争契約 10,584,000 - - -

物品 １２月分船舶用軽油（パラオ共和国パラオ港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年11月24日
伊藤忠エネクス（株）エネルギートレード事業本部
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 13,118,036
特定調達
単価契約
885US$/MT

- - -

物品 海水および底泥間隙水の有機酸分析業務
国立研究開発法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成27年11月24日
一般財団法人東海技術センター
愛知県名古屋市名東区猪子石２-７１０

一般競争契約 3,142,800 単価契約 - - -

物品 １２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総合研究センター
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27年11月25日
大東通商（株）
東京都新宿区市谷台町６-３

一般競争契約 22,510,145
特定調達
単価契約
913US$/MT

- - -

物品 しらふじ丸空調装置
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成27年11月26日
日新興業（株）
大阪府大阪市淀川区三国本町１-１２-３０

一般競争契約 8,640,000 - - -

物品 次世代シーケンサー用テンプレート調整自動化システム
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年11月30日
（株）ミクセル横浜営業所
神奈川県横浜市港北区新横浜２-７-４

一般競争契約 2,155,680 - - -

物品 （試薬）S.O.C.Medium　外５８点
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成27年11月30日
広島和光（株）福山営業所
広島県福山市大門町４-１６-４３

一般競争契約 1,860,364 - - -

物品 フレキシブルホース
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月1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 9,612,000 - - -

物品 ウェザールーティングソフトウェア
国立研究開発法人水産総合研究センター
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成27年12月2日
（株）日本海洋科学
神奈川県川崎市幸区堀川町５８０

一般競争契約 3,651,480 - - -

物品 ボックスコアラー（スペード型）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月7日
（株）離合社
東京都文京区本郷６-１９-７

一般競争契約 4,860,000 - - -

物品 ＤＯ電極部品　外７７点
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成27年12月7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 2,224,559 - - -

物品 リアルタイムPCRシステム
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月7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 2,268,000 - - -

物品 （試薬）Maxwell 16 Tissue DNA Purification Kit外81点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12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 3,348,000 - - -

物品 小型ケース外１１９点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月9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 2,827,440 - - -

物品 小型乗用自動車交換
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月14日
神奈川トヨタ自動車（株）金沢店
神奈川県横浜市金沢区六浦東３-２９-１０

一般競争契約
(総合評価落札方式)

2,456,016 - - -

物品 小型栄養塩自動観測ブイ
国立研究開発法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成27年12月14日
（株）西村商会
長崎県長崎市伊良林１-２-３１

一般競争契約 40,500,000 特定調達 - - -

物品 １月分船舶用燃油（開発丸（パペーテ港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月18日
住友商事（株）
東京都中央区晴海１-８-１１

一般競争契約 11,105,455
特定調達
単価契約
529US$/MT

- - -

物品 １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総合研究センター
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27年12月18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 16,534,323
特定調達
単価契約
716US$/MT

- - -

物品 １月分船舶用燃油（第三十一日光丸（ヌーメア港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月18日
伊藤忠エネクス（株）
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 7,450,522
特定調達
単価契約
507US$/MT

- - -

物品 １～３月分船舶用燃油（第十八宝漁丸（室蘭追直漁港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月18日
北日本石油（株）室蘭販売支店
北海道室蘭市中央町２-７-１３

一般競争契約 6,318,000
特定調達
単価契約
70,200円/KL

- - -
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物品 １～２月分船舶用燃油（第十八白嶺丸（小木港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月18日
石川県漁業協同組合小木支所
石川県鳳珠郡能登町字小木３４-１１

一般競争契約 3,132,000
特定調達
単価契約
62,640円/KL

- - -

物品 １～３月分船舶用燃油（第三十一日光丸（焼津港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月18日
伊藤忠エネクス（株）
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 10,927,980
特定調達
単価契約
44,604円/KL

- - -

物品 １～３月分船舶用燃油（第五萬漁丸（大堂津港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月18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 4,037,040
特定調達
単価契約
67,284円/KL

- - -

物品 １～３月分船舶用燃油（第五萬漁丸（鹿児島港））
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月18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 2,622,240
特定調達
単価契約
65,556円/KL

- - -

物品 包埋樹脂外５０点
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所副所長　横内　克巳
北海道釧路市桂恋１１６

平成27年12月21日
大槻理化学（株）釧路営業部
北海道釧路市星が浦南２-１-３

一般競争契約 2,025,000 - - -

物品 低バックグラウンドβ線測定装置
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月21日
日立アロカメディカル（株）計測システム営業部
東京都三鷹市牟礼６-２２-１

一般競争契約 6,458,400 - - -

物品 フローサイトメーター
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所副所長　横内　克巳
北海道釧路市桂恋１１６

平成27年12月22日
大槻理化学（株）釧路営業部
北海道釧路市星が浦南２-１-３

一般競争契約 6,458,400 - - -

物品 ギヤボックスフタパッキン　外１９８点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月22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 9,120,535 - - -

物品 電子標識
国立研究開発法人水産総合研究センター
国際水産資源研究所副所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成27年12月24日
（株）田中三次郎商店
福岡県小郡市小郡１１３９-１

一般競争契約 9,533,160 - - -

物品 乗用自動車交換
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成27年12月24日
（株）スズキ自販香川
香川県高松市檀紙町１２２５-１

一般競争契約
(総合評価落札方式)

2,086,230 - - -

物品 広帯域音響送受波器テストピース製作
国立研究開発法人水産総合研究センター
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成27年12月24日
フュージョン（有）
東京都港区台場１-１-１-８０６

一般競争契約 5,398,920 - - -

物品 安全、省エネ航行算定手法アルゴリズムのＧＵＩプログラム作成業務
国立研究開発法人水産総合研究センター
水産工学研究所長　前野　幸男
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成27年12月24日
（株）日本海洋科学
神奈川県川崎市幸区堀川町５８０

一般競争契約 6,148,440 - - -

物品 １～３月分船舶用重油（釧路港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月25日
金井石油（株）
北海道釧路市文苑１-２２-１１

一般競争契約 7,892,640
特定調達
単価契約
68,040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総合研究センター
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27年12月25日
伊藤忠エネクス（株）エネルギートレード事業本部
東京都港区虎ノ門２-１０-１

一般競争契約 13,927,248
特定調達
単価契約
44,496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総合研究センター
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27年12月25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 6,009,120
特定調達
単価契約
46,224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総合研究センター
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27年12月25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 12,549,600
特定調達
単価契約
89,640円/KL

- - -

物品 １～３月分船舶用軽油（塩屋港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月25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 356,400
特定調達
単価契約
71,280円/KL

- - -

物品 耳石温度標識解析用光学顕微鏡システム
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所長　谷津　明彦
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成27年12月25日
（株）カシワ理化産業
北海道札幌市東区東苗穂１４条２-１９-２５

一般競争契約 4,920,480 - - -

物品 Ａ重油　約３２ＫＬ
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成27年12月25日
朝日エナジー（有）
愛媛県今治市古谷甲５４８-１

一般競争契約 1,388,966
単価契約
43,405.2円/KL

- - -

物品 灯油　約２３，０００Ｌ
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成27年12月25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 1,738,800
単価契約
75.6円/L

- - -
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物品 （試薬）ミドリグリーンダイレクト外１２５点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27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 4,717,440 - - -

物品 エアーポンプ外２１０点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27年12月25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 4,883,760 - - -

物品 クリオスタット
国立研究開発法人水産総合研究センター
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27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 2,646,000 - - -

物品 ウェル型ゲルマニウム半導体ガンマ線核種分析装置
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年1月12日
セイコー・イージーアンドジー（株）
千葉県千葉市美浜区中瀬１-８

一般競争契約 30,132,000 特定調達 - - -

物品 ＳＦＣ装置用液化炭酸ガスマニホールド
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年1月12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 2,646,000 - - -

物品 ピストンリング外１５点
国立研究開発法人水産総合研究センター
国際水産資源研究所副所長　中野　秀樹
静岡県静岡市清水区折戸５-７-１

平成28年1月12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 2,247,296 - - -

物品 デスクトップパソコン
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年1月13日
富士ゼロックス神奈川（株）
神奈川県横浜市西区みなとみらい４-４-２

一般競争契約 1,918,425 - - -

物品 音響機器データ解析ソフトウェア
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年1月13日
日本海洋（株）
東京都北区栄町９-２

一般競争契約 4,406,400 - - -

物品 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総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成28年1月14日
日新精器（株）
広島県広島市南区東雲２-１３-１５

一般競争契約 8,856,000 - - -

物品 ワークステーション及びストレージ
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年1月15日
（株）エヌ・シー・エス
新潟県新潟市中央区沼垂東２-１１-２１

一般競争契約 4,471,200 - - -

物品 ツインph計用電極外６８点
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成28年1月15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 1,574,399 - - -

物品 （試薬）グリコーゲンアッセイキット外５５点
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成28年1月15日
広島和光（株）福山営業所
広島県福山市大門町４-１６-４３

一般競争契約 1,696,140 - - -

物品 クロロフィル濁度計２式
国立研究開発法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所長　小谷　祐一
広島県廿日市市丸石２-１７-５

平成28年1月15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 1,744,200 - - -

物品 栄養塩分析装置
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年1月18日
ビーエルテック（株）
東京都中央区日本橋大伝馬町１４-１５

一般競争契約 16,502,400 特定調達 - - -

物品 レーザーマイクロダイセクションシステム
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年1月19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 19,872,000 特定調達 - - -

物品 大型炭化装置用消臭・脱煙装置
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年1月25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 12,960,000 - - -

物品 ＦＲＰ魚類飼育水槽
国立研究開発法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成28年1月26日
（株）田中三次郎商店
福岡県小郡市小郡１１３９-１

一般競争契約 1,944,000 - - -

物品 筏
国立研究開発法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成28年1月26日
粕谷製網（株）
長崎県諫早市川内町４８５

一般競争契約 4,870,800 - - -

物品 陽光丸逆浸透圧式造水装置交換部品
国立研究開発法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成28年1月26日
（株）共和鉄工所
長崎県長崎市平瀬町１-８

一般競争契約 2,160,000 - - -

物品 ２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総合研究センター
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28年1月28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 16,989,805
特定調達
単価契約
696US$/MT

- - -
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物品 ２～３月分船舶用重油（塩釜港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28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 11,145,600
特定調達
単価契約
69,660円/KL

- - -

物品 ２～３月分船舶用重油（高知港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年1月29日
（株）ヒワサキ
高知県高知市帯屋町２-２-１

一般競争契約 5,773,680
特定調達
単価契約
58,320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総合研究センター
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28年1月29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 7,926,120
特定調達
単価契約
38,664円/KL

- - -

物品 ２～３月分船舶用軽油（鹿児島港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年1月29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 2,358,720
特定調達
単価契約
39,312円/KL

- - -

物品 乗用自動車
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年1月29日
宮城日産自動車（株）
宮城県仙台市宮城野区扇町２-２-５

一般競争契約
(総合評価落札方式)

2,349,990 - - -

物品 陽光丸プレート式造水装置交換部品
国立研究開発法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成28年1月29日
（株）共和鉄工所
長崎県長崎市平瀬町１-８

一般競争契約 2,689,200 - - -

物品 自動核酸電気泳動装置
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年2月3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 2,700,000 - - -

物品 パーソナルコンピュータ外３７点
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所長　谷津　明彦
北海道札幌市豊平区中の島２条２-４-１

平成28年2月5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６EX-LAND１階

一般競争契約 3,369,600 - - -

物品 網地外２６点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年2月17日
（株）タイワ
北海道札幌市東区北１２条東１６-２-７

一般競争契約 5,254,804 - - -

物品 時間分解蛍光エネルギー転移測定装置
国立研究開発法人水産総合研究センター
西海区水産研究所長　與世田　兼三
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

平成28年2月22日
平薬品産業（株）
長崎県長崎市岩川町５-１９

一般競争契約 10,373,292 - - -

物品 インキュベーター　外２３点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年2月24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 2,656,800 - - -

物品 ３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総合研究センター
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28年2月24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 17,378,896
特定調達
単価契約
724US$/MT

- - -

物品 ソフトウェア
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年2月26日
富士ソフト（株）
神奈川県横浜市中区桜木町１-１

一般競争契約 7,322,028 - - -

物品 ３月分船舶用重油（函館港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年2月26日
道南石油（株）
北海道函館市大町９-２０

一般競争契約 3,504,384
特定調達
単価契約
36,504円/KL

- - -

物品 ３月分船舶用重油（新潟港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年2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 1,319,220
特定調達
単価契約
37,692円/KL

- - -

物品 ３月分船舶用重油（塩屋港）
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年2月26日
山陽オイル（株）
広島県江田島市江田島町切串４-２-５

一般競争契約 1,140,480
特定調達
単価契約
35,640円/KL

- - -

物品 ノートパソコン外６点
国立研究開発法人水産総合研究センター
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28年2月29日
富士ゼロックス神奈川（株）
神奈川県横浜市西区みなとみらい４-４-２

一般競争契約 939,675 - - -

物品 超低温フリーザー外２点
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所副所長　横内　克巳
北海道釧路市桂恋１１６

平成28年2月29日
（株）大伸
北海道釧路市新釧路町３-１７

一般競争契約 3,626,640 - - -

物品 メモリー式ＣＴＤ
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所副所長　横内　克巳
北海道釧路市桂恋１１６

平成28年2月29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 3,925,800 - - -

物品 ＦＲＰ水槽外４点
国立研究開発法人水産総合研究センター
北海道区水産研究所副所長　横内　克巳
北海道釧路市桂恋１１６

平成28年3月22日
（株）マツイ札幌支店
北海道札幌市東区北３３条東１０-５-５

一般競争契約 10,260,000 - - -


