
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 ２０１６年外国雑誌The American Naturalist　他２６件
独立行政法人水産大学校
理事長　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

平成27年12月18日
丸善（株）広島支店
広島県広島市中区中町７-２３

一般競争契約 3,514,926 - - -

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28年2月5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 35,199,360
特定調達
単価契約
733,320円/本

- - -

物品 高圧電力（A）北海道１５箇所で使用する電気
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18日
（株）Ｆ－Ｐｏｗｅｒ
東京都港区六本木１-８-７

一般競争契約 115,445,320
特定調達
単価契約

- - -

物品 高圧電力（B）東北地区５箇所で使用する電気
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18日
（株）Ｆ－Ｐｏｗｅｒ
東京都港区六本木１-８-７

一般競争契約 33,623,269
特定調達
単価契約

- - -

物品 高圧電力（E）中部地区５箇所で使用する電気
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18日
（株）Ｆ－Ｐｏｗｅｒ
東京都港区六本木１-８-７

一般競争契約 61,687,365
特定調達
単価契約

- - -

物品 高圧電力（G）中国地区８箇所で使用する電気
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18日
（株）Ｆ－Ｐｏｗｅｒ
東京都港区六本木１-８-７

一般競争契約 87,371,922
特定調達
単価契約

- - -

物品 高圧電力（D）関東地区６箇所で使用する電気
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3月9日
東京電力（株）
東京都千代田区内幸町１-１-３

一般競争契約 125,629,851
特定調達
単価契約

- - -

物品 高圧電力（H）四国地区２箇所で使用する電気
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3月10日
四国電力（株）
香川県高松市丸の内２-５

一般競争契約 13,453,206
特定調達
単価契約

- - -

物品 （飼料）配合飼料１９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3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 2,010,160 単価契約 - - -

物品 高圧電力（C）北陸地区１箇所で使用する電気
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3月24日
北陸電力（株）
富山県富山市牛島町１５-１

一般競争契約 651,303
特定調達
単価契約

- - -

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28年3月24日
（株）角登商店
岩手県宮古市茂市９-３-６

一般競争契約 2,566,080
単価契約
71.28円/L

- - -

物品 ４～９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28年3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 790,560
単価契約
65,880円/KL

- - -

物品 ４～９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28年3月28日
井田石油（株）
福井県小浜市駅前町８-１

一般競争契約 622,080
単価契約
69,120円/KL

- - -

物品 （餌料）栄養強化剤５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3月28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 1,579,284 単価契約 - - -

物品 ４～６月分船舶用燃油（第五萬漁丸（鹿児島・山川港））
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28年3月29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 1,561,680
特定調達
単価契約
52,056円/KL

- - -

物品 ４～６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28年3月29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 2,151,360
特定調達
単価契約
53,784円/KL

- - -

公益法人の場合

平成２８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２８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
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争入札の別（総合評価

の実施）
契約金額 備考

物品 （試薬）アンモニア試薬セット　外８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3月30日
四国八洲薬品（株）高松営業所
香川県高松市林町１４８-１９

一般競争契約 4,766,580 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28年3月30日
（有）アイエスシー
福岡県小郡市大保１０１７-５

一般競争契約 5,883,600
単価契約
4,903円/袋

- - -

物品 ４～９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28年3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 967,680
単価契約
69,120円/KL

- - -

物品 ４～９月分Ａ重油（亜熱帯研究センター八重山庁舎）
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28年3月30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 232,200
単価契約
46,440円/KL

- - -

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28年3月30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 3,680,100
単価契約
1,566円/kg

- - -

物品 生物餌料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28年3月30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 3,402,378 単価契約 - - -

物品 液体窒素外９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28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 5,629,510 単価契約 - - -

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28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 3,247,920 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 2,246,400
単価契約
21,600円/箱

- - -

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28年3月31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 1,095,120
特定調達
単価契約
42,120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28年3月31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 583,200
特定調達
単価契約
48,600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28年3月31日
朝日エナジー（有）
愛媛県今治市古谷５４８-１

一般競争契約 244,937
特定調達
単価契約
40,822.83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28年3月31日
（株）Ｍｉｓｕｍｉ
鹿児島県鹿児島市卸本町７-２０

一般競争契約 442,800
特定調達
単価契約
44,280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28年3月31日
丸吉水産商事（株）
静岡県下田市２-７-８

一般競争契約 5,944,320
特定調達
単価契約
69,120円/KL

- - -

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28年4月1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 12,277,332 単価契約 - - -

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　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4月5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 1,111,320
特定調達
単価契約
52,920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28年4月5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 6,073,920
特定調達
単価契約
39,960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 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　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4月5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 13,608,000
特定調達
単価契約
77,760円/KL

- - -

物品 ４～６月分船舶用軽油（函館港）
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28年4月5日
北海道エネルギー（株）道南支店
北海道函館市浅野町１-１

一般競争契約 3,024,000
特定調達
単価契約
75,600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　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4月5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 1,009,800
特定調達
単価契約
59,400円/KL

- - -

物品 ４～９月分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28年4月5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 3,144,960
単価契約
60,480円/KL

- - -

物品 デジタル秤２台
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28年4月25日
（有）アイワ商事
静岡県静岡市清水区村松原１-７-１４

一般競争契約 3,078,000 - - -

物品 ５～６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　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4月27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 4,687,200
特定調達
単価契約
66,960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28年4月27日
道南石油（株）
北海道函館市大町９-２０

一般競争契約 3,378,240
特定調達
単価契約
39,744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28年4月27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 4,998,240
特定調達
単価契約
38,448円/KL

- - -

物品 ５～６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　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4月27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 8,035,200
特定調達
単価契約
40,176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28年4月27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 827,820
特定調達
単価契約
39,420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28年4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 15,574,032
特定調達
単価契約
39,528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28年4月27日
（株）りゅうせき
沖縄県浦添市西洲２-２-３

一般競争契約 4,200,768
特定調達
単価契約
61,776円/KL

- - -

物品 ５～６月分船舶用軽油（小樽港）
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　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4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 8,672,400
特定調達
単価契約
78,840円/KL

- - -

物品 ５～７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28年5月9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 4,492,800
特定調達
単価契約
56,160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28年5月10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 2,565,000
特定調達
単価契約
51,300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
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28年5月17日
札幌日産自動車（株）
北海道札幌市大通西１７-１-２３

一般競争契約(総合評
価落札方式)

3,134,630 - - -

物品 （単価契約）ウナギ組換えホルモン
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28年5月17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 1,944,000
単価契約
5,400円/ml

- - -
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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28年5月19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 2,160,000 - - -

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28年5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 1,058,400
特定調達
単価契約
52,920円/KL

- - -

物品 ６～７月分船舶用燃油（第五萬漁丸（三崎漁港））
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28年5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 529,200
特定調達
単価契約
52,920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28年5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 2,181,600
特定調達
単価契約
54,540円/KL

- - -

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28年5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 8,294,400 - - -

物品 船体振動計測システム
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28年5月26日
共和電業（株）筑波営業所
茨城県つくば市吾妻３-１７-３

一般競争契約 3,067,200 - - -

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　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 1,620,000
特定調達
単価契約
54,000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　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5月30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 5,126,760
特定調達
単価契約
50,760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　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 3,888,000
特定調達
単価契約
54,000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　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5月30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 10,538,640
特定調達
単価契約
37,638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　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 340,200
特定調達
単価契約
48,600円/KL

- - -

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28年5月30日
（株）松見科学計測
東京都千代田区岩本町２-７-１１

一般競争契約 2,419,200 - - -

物品 メモリー式水温・塩分・深度計
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28年6月2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 3,029,400 - - -

物品 ワイパー式メモリークロロフィル濁度計
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28年6月3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 1,684,800 - - -

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　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6月15日
（株）エンターオン
東京都台東区台東４-２９-１３

一般競争契約 2,684,880 - - -

物品 可変周期型減揺タンク装置制御盤
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28年6月15日
（株）ＩＭＣ
東京都港区芝浦４-１３-２３

一般競争契約 4,536,000 - - -

物品 パーソナルコンピューター１１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28年6月17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　EX-LAND１階

一般競争契約 4,147,200 - - -
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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　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6月20日
（有）アイティ企画
東京都台東区下谷２丁目２-１-１２０１

一般競争契約 6,382,800 - - -

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28年6月23日
日本海洋（株）
東京都北区栄町９-２

一般競争契約 3,996,000 - - -

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　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6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 3,690,360
特定調達
単価契約
72,360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　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6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 5,022,000
特定調達
単価契約
66,960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　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6月29日
（株）アミックス
宮城県石巻市魚町３-１１-２

一般競争契約 18,090,000
特定調達
単価契約
72,360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28年6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 4,209,408
特定調達
単価契約
43,848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　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6月29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 12,842,928
特定調達
単価契約
46,872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　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6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 1,086,048
特定調達
単価契約
45,252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　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6月29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 6,168,960
特定調達
単価契約
44,064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　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6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 10,643,400
特定調達
単価契約
47,304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　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6月29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 27,267,840
特定調達
単価契約
85,212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　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6月29日
（株）伊東商会
千葉県銚子市外川町２-１０６１７

一般競争契約 780,192
特定調達
単価契約
65,016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　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6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 1,119,960
特定調達
単価契約
65,880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　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6月29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 659,880
特定調達
単価契約
50,760円/KL

- - -

物品 超遠心機
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28年6月29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 9,180,000 - - -

物品 核酸自動精製装置
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28年6月29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 2,138,400 - - -

物品 流量計
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28年6月29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 1,825,200 - - -
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物品 （餌料）冷凍サバ
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28年6月30日
金子産業（株）冷凍冷蔵部
佐賀県唐津市中瀬通１-８

一般競争契約 1,652,400 - - -

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28年6月30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 2,354,400
特定調達
単価契約
58,860円/KL

- - -

物品 真空凍結乾燥機
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28年7月1日
日本テクノサービス（株）
茨城県牛久市中央１-１９-１

一般競争契約 11,080,800 - - -

物品 自動核酸抽出装置
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28年7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 3,618,000 - - -

物品 純水製造装置
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28年7月4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 3,434,400 - - -

物品 小型水質自動観測ブイ
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28年7月6日
（株）西村商会
長崎県長崎市伊良林１-２-３１

一般競争契約 9,720,000 - - -

物品 ラボラトリーオートメーション用チップ外３１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28年7月20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 2,041,200 - - -

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　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7月26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 2,471,040
特定調達
単価契約
44,928円/KL

- - -

物品 ８～９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　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7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 8,867,880
特定調達
単価契約
42,228円/KL

- - -

物品 画像解析装置
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28年7月26日
正晃（株）鹿児島営業所
鹿児島県鹿児島市東開町３-３

一般競争契約 2,002,320 - - -

物品 ８～９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28年7月26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 4,838,400
特定調達
単価契約
60,480円/KL

- - -

物品 ８～９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28年7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 4,006,800
特定調達
単価契約
57,240円/KL

- - -

物品 ８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28年7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 10,725,725
特定調達
単価契約
541US$/MT

- - -

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　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7月28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 3,899,880
単価契約
33,912円/t

- - -

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　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7月28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 2,678,400
単価契約33,480
円/t

- - -

物品 イメージングプレートスキャナー
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28年8月1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 9,504,000 - - -

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28年8月8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 2,619,324 単価契約 - - -
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物品 多項目水質計
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28年8月25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 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　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8月30日
道南石油（株）
北海道函館市大町９-２０

一般競争契約 9,344,592
特定調達
単価契約
41,904円/KL

- - -

物品 ９～１０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28年8月30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 296,460
特定調達
単価契
59,292円/KL

- - -

物品 ９～１０月分船舶用燃油（いか釣船２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　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8月30日
（株）りゅうせき
沖縄県浦添市西洲２-２-３

一般競争契約 2,488,320
特定調達
単価契
62,208円/KL

- - -

物品 ９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　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8月30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 10,303,133
特定調達
単価契
841US$/MT

- - -

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28年8月31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２-１２-１STV北
３条ビル４階

一般競争契約 19,606,536 特定調達 - - -

物品 ＳＮＰジェノタイピング用試薬他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28年9月1日
（株）札幌メディカルコーポレーション
北海道札幌市北区北１６条西４-１-３０

一般競争契約 6,739,200 - - -

物品 （餌料）冷凍イカナゴ
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28年9月6日
（株）キョーリン
兵庫県姫路市白銀町９

一般競争契約 3,134,700 - - -

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28年9月9日
日清丸紅飼料（株）西部水産営業部
岡山県倉敷市連島町連島１１０-５５

一般競争契約 12,030,660
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28年9月9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４-２２

一般競争契約 16,164,036
特定調達
単価契約

- - -

物品 直読式総合水質計ほか１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28年9月13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 4,360,500 - - -

物品 フグ毒測定システム
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28年9月20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 3,162,240 - - -

物品 海水冷却機
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28年9月21日
ユー・コールドシステム（株）
宮崎県都城市平塚町２９３０-１０

一般競争契約 2,160,000 - - -

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28年9月26日
広島和光（株）
広島県安芸郡府中町緑ヶ丘６-４０

一般競争契約 3,456,000 - - -

物品 こたか丸機関部品ＲＡＴＯ継手外２０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28年9月26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 7,344,000 - - -

物品 メモリー式流向流速計
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28年9月26日
（有）アイオーテクニック
東京都町田市南つくし野２-２８-１９

一般競争契約 5,378,400 - - -

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28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 6,879,600
単価契約
70,200円/KL

- - -
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物品 １０～３月分Ａ重油（西海区水産研究所八重山庁舎）
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28年9月27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 384,804
単価契約
54,972円/KL

- - -

物品 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28年9月27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 2,289,600
特定調達
単価契約
57,240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28年9月27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 2,991,600
特定調達
単価契約
59,832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28年9月27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 5,011,200
特定調達
単価契約
62,640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28年9月27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 1,866,240
特定調達
単価契約
46,656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28年9月27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 22,897,080
特定調達
単価契約
41,256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28年9月27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 10,795,392
特定調達
単価契約
545US$/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28年9月27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 18,499,005
特定調達
単価契
895US$/MT

- - -

物品 １０～３月分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28年9月28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 826,200
単価契約
55,080円/KL

- - -

物品 １０～３月分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28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 1,425,600
単価契約
71,280円/KL

- - -

物品 １０～３月分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28年9月28日
井田石油（株）
福井県小浜市駅前町８-１

一般競争契約 829,440
単価契約
69,120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28年9月28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 3,032,640
特定調達
単価契約
42,120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28年9月28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 1,161,216
特定調達
単価契約
48.384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28年9月28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 4,829,760
特定調達
単価契約
46,440円/KL

- - -

物品 １０～３月分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28年9月28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 5,758,560
特定調達
単価契約
66,960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28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 3,547,800
特定調達
単価契約
39,420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　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9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 1,315,440
特定調達
単価契約
43,848円/KL

- - -
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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　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9月30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 1,075,464
特定調達
単価契約
41,364円/KL

- - -

物品 １０～１２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　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9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 14,701,500
特定調達
単価契約
39,204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　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9月30日
（株）新出光東京支店
東京都港区虎ノ門１-２-３

一般競争契約 615,600
特定調達
単価契約
41,040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　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 17,269,200
特定調達
単価契約
84,240円/KL

- - -

物品 １０～１２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　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9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 291,600
特定調達
単価契約
48,600円/KL

- - -

物品 Ａ重油
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28年9月30日
（株）角登商店
岩手県宮古市茂市９-３-６

一般競争契約 3,564,000 単価契約 - - -

物品 生化学分析装置
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28年10月3日
（株）北陸ワキタ福井営業所
福井県福井市問屋町３-４-１２０１

一般競争契約 2,343,600 - - -

物品 水槽
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28年10月4日
（株）イノマタ
栃木県宇都宮市鶴田町１４０９-５

一般競争契約 1,036,800 - - -

物品 救命艇及び進水装置
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28年10月4日
（株）シモセン
山口県下関市細江新町３-５６

一般競争契約 15,876,000 - - -

物品 １０～１２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　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10月13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 24,870
特定調達
単価契約
82,900.8円/KL

- - -

物品 （若鷹丸主機関及び発電機関用交換部品）オイルシール外１７０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　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成28年10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 3,510,000 - - -

物品 白灯油ほか１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　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成28年10月17日
（株）アミックス
宮城県石巻市魚町３-１１-２

一般競争契約 1,076,922 単価契約 - - -

物品 低周波広帯域音響送受波器実証機製作
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　幸夫
茨城県神栖市波崎７６２０-７

平成28年10月17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 8,962,920 - - -

物品 オンラインアンモニア水質計
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28年10月18日
増田薬品（株）
香川県高松市錦町１-１３-２１

一般競争契約 2,700,000 - - -

物品 設置型魚群探知機システム
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28年10月19日
フルノ関西販売（株）四国支店高知営業所
高知県高知市新田町１３-６

一般競争契約 9,720,000 - - -

物品 細胞解析装置
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28年10月25日
大塚器械（株）西条支店
広島県東広島市西条下見５-９-４５

一般競争契約 17,225,298 特定調達 - - -

物品 １１～１２月分船舶用燃油（第五萬漁丸（鹿児島・山川港））
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28年10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 1,871,100
特定調達
単価契約
53,460円/KL

- - -
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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28年10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 18,593,245
特定調達
単価契約
864US$/MT

- - -

物品 １１～１２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　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10月31日
（株）塩釜商会
宮城県塩釜市北浜３-９-２６

一般競争契約 6,150,600
特定調達
単価契約
72,360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28年10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 9,410,904
特定調達
単価契約
45,684円/KL

- - -

物品 １１～１２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　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10月31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 461,160
特定調達
単価契約
65,880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28年10月31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 583,200
特定調達
単価契約
48,600円/KL

- - -

物品 近赤外分光分析システム
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28年10月31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 22,610,880 特定調達 - - -

物品 Ａ重油
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28年11月1日
（株）東部石油ユアサ
北海道釧路市川北町８-３６

一般競争契約 8,943,480
単価契約
52,920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28年11月2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２-１２-１STV北
３条ビル４階

一般競争契約 2,246,076 - - -

物品 北光丸発電機関用シリンダライナ他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副所長　町口　裕二
北海道釧路市桂恋１１６

平成28年11月9日
釧路重工業（株）
北海道釧路市知人町１-５

一般競争契約 2,916,000 - - -

物品 蓄電池
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28年11月9日
豊国商事（株）
北海道札幌市中央区南１条西７-１２-６

一般競争契約 2,754,000 - - -

物品 （試薬）アミノ酸分析用試薬　外４８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28年11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 4,144,608 - - -

物品 取手付TPXビーカー　外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　皆川　惠
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成28年11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 2,536,920 - - -

物品 多波長励起蛍光光度計
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28年11月11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 1,455,840 - - -

物品 深海用小型メモリー式ＣＴＤ
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28年11月15日
ケー･エンジニアリング（株）
東京都台東区浅草橋５-１４-１０

一般競争契約 2,570,400 - - -

物品 ワークステーション
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28年11月16日
ビジュアルテクノロジー（株）
東京都台東区柳橋２-１-１０

一般競争契約 1,998,000 - - -

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
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11月25日
日産プリンス栃木販売（株）
栃木県宇都宮市西原町５３０

一般競争契約(総合評
価落札方式)

2,681,042 - - -

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28年11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 21,424,834
特定調達
単価契約
915US$/MT

- - -
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物品 １２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28年11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 8,031,386
特定調達
単価契約
686US$/MT

- - -

物品 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　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 5,255,280
特定調達
単価契約
43,794円/KL

- - -

物品 １２月分船舶用軽油（函館港）
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28年11月28日
北海道エネルギー（株）道南支店
北海道函館市浅野町１-１

一般競争契約 3,430,080
特定調達
単価契約
85,752円/KL

- - -

物品 １２月分船舶用軽油（インドネシア共和国ベノア港）
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28年11月28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 10,003,591
特定調達
単価契約
@678US＄/MT

- - -

物品 （試薬）放射性標識試薬
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28年12月2日
公益社団法人日本アイソトープ協会
東京都文京区本駒込２-２８-４５

一般競争契約 4,104,000 公社 国所管 2

物品 採泥器（小型）
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28年12月2日
（株）離合社
東京都文京区本郷６-１９-７

一般競争契約 4,179,600 - - -

物品 （試薬）タウリン　外５１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28年12月8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 2,297,160 - - -

物品 帯電防止バランスディッシュ　外１５４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28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 3,556,440 - - -

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　皆川　惠
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

平成28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 1,617,408 - - -

物品 中層トロール網
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28年12月12日
ニチモウ（株）
東京都品川区東品川２-２-２０

一般競争契約 9,072,000 - - -

物品 延縄調査用幹縄
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28年12月15日
田中船用品（株）
東京都江東区門前仲町１-１２-５

一般競争契約 2,467,800 - - -

物品 こたか丸主機関関連部品　防振管継手
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28年12月15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 3,272,400 - - -

物品 魚類飼育水槽
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28年12月16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 4,212,000 - - -

物品 小型貨物自動車交換
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28年12月19日
北海道日産自動車（株）
北海道札幌市北区北６条５-３

一般競争契約(総合評
価落札方式)

2,891,508 - - -

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28年12月20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 1,382,400
特定調達
単価契約
69,120円/KL

- - -

物品 １～２月分船舶用燃油（第十八白嶺丸・いか釣船２隻（函館・八戸港））
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28年12月20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 4,838,400
特定調達
単価契約
60,480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28年12月20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 4,140,720
特定調達
単価契約
69,012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月分船舶用燃油（第五萬漁丸（鹿児島・山川港））
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28年12月20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 2,691,360
特定調達
単価契約
67,284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28年12月20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 12,415,680
特定調達
単価契約
51,732円/KL

- - -

物品 １～３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　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12月20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 25,920
特定調達
単価契約
86,400円/KL

- - -

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28年12月20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 11,833,363
特定調達
単価契約
589US$/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28年12月20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 22,686,305
特定調達
単価契約
941US$/MT

- - -

物品 自動検卵機
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28年12月21日
フラット合成（株）
北海道札幌市東区東雁来６-２-５-２５

一般競争契約 3,240,000 - - -

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　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 7,452,000
特定調達
単価契約
74,520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　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 21,397,824
特定調達
単価契約
50,112円/L

- - -

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　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 2,822,688
特定調達
単価契約
52,272円/KL

- - -

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　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 21,244,680
特定調達
単価契約
51,192円/KL

- - -

物品 １～３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　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12月26日
朝日石油（株）
長崎県長崎市旭町８-１３

一般競争契約 10,411,200
特定調達
単価契約
52,056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　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12月26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 7,863,480
特定調達
単価契約
87,372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　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12月26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 378,000
特定調達
単価契約
75,600円/KL

- - -

物品 大型マッフル電気炉
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28年12月26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 2,116,800 - - -

物品 （試薬）ヘキサン　外２２５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28年12月26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 8,937,777 - - -

物品 ＰＣＲ用８連チューブ　外２８７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28年12月26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 6,382,800 - - -

物品 フグ毒測定システム用拡張ユニット
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28年12月26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 1,811,160 - - -
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物品 ＳＮＰ検出キット
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28年12月27日
（株）札幌メディカルコーポレーション
北海道札幌市北区北１６条西４-１-３０

一般競争契約 1,738,800 - - -

物品 紫外線殺菌装置外１８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28年12月27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 1,890,000 - - -

物品  （単価契約）灯油　約23,000L
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28年12月27日
シューワ（株）
大阪府堺市中区陶器北２４４-５

一般競争契約 1,564,920
単価契約
68.04円/L

- - -

物品 自記式袖先間隔計
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28年12月27日
ニチモウ（株）
東京都品川区東品川２-２-２０

一般競争契約 1,620,000 - - -

物品 蒸発器実験装置冷却系システム
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28年12月27日
九州電子技研（株）
福岡県福岡市博多区諸岡５-８-１４

一般競争契約 2,689,200 - - -

物品 真空凍結乾燥機
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28年12月28日
（株）セントラル科学貿易
東京都江東区亀戸１-２８-６

一般競争契約 10,044,000 - - -

物品 デジタルマイクロスコープ
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28年12月28日
（株）ダイショー
静岡県静岡市駿河区寿町１３-５

一般競争契約 3,650,400 - - -

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29年1月10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 1,899,612 - - -

物品 ステリカップ　ほか
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1月11日
大栄堂器械店
長崎県長崎市上戸町２-１９-１０

一般競争契約 2,835,000 - - -

物品 円型FRP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1月11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 魚体測定用ステレオカメラシステム
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1月12日
双日九州（株）
福岡県福岡市中央区天神１-４-２

一般競争契約 5,907,600 - - -

物品 （試薬）エタノール　外５０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29年1月13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 3,996,000 - - -

物品 マイクロ波試料前処理装置
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1月18日
マイルストーンゼネラル（株）
神奈川県川崎市高津区坂戸３-２-１

一般競争契約 4,706,640 - - -

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
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1月18日
日本施設（株）
東京都世田谷区上馬４-３３-１０

一般競争契約 2,972,160 - - -

物品 模型船製作（調査船模型）
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1月19日
流体テクノ（株）
長崎県佐世保市常盤町１-７ジブラルタ生命ビ
ル６階

一般競争契約 2,808,000 - - -

物品 布ガムテープ外１０４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副所長　町口　裕二
北海道釧路市桂恋１１６

平成29年1月23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 1,188,000 - - -

物品 酸素導入口パッキン外９３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副所長　町口　裕二
北海道釧路市桂恋１１６

平成29年1月23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 2,193,372 - - -
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物品 小型貨物自動車交換
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29年1月23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)

1,489,451 - - -

物品 （試薬）BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit 外62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1月23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 2,640,600 - - -

物品 角型透明瓶外２１７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1月23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 3,720,359 - - -

物品 発行体付き枝縄加重オモリ
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1月25日
山田実業（株）
大阪府大阪市平野区加美東６-１５-４１

一般競争契約 1,759,320 - - -

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1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 22,283,425
特定調達
単価契
952US$/MT

- - -

物品 ２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1月25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 9,105,307
特定調達
単価契約
778US$/MT

- - -

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　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1月26日
（株）辰巳商会
宮城県塩釜市港町１-６-７

一般競争契約 12,960,000
特定調達
単価契約
81,000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　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1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 4,074,840
特定調達
単価契約
58,212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　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1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 587,520
特定調達
単価契約
73,440円/KL

- - -

物品 貨物自動車交換
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29年1月26日
広島日産自動車（株）井口店
広島県広島市西区井口３-８-２６

一般競争契約(総合評
価落札方式)

2,094,444 - - -

物品 ライフジャケット外７３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　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年2月1日
（株）三亥
宮城県塩釜市港町２-１２-３

一般競争契約 2,051,967 - - -

物品 冷風乾燥機
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2月1日
（株）浜松商事
山口県岩国市平田１-３９-１１

一般競争契約 4,104,000 - - -

物品 練習船耕洋丸インマルサットFB250通信設備新設
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2月1日
フルノ九州販売（株）下関営業所
山口県下関市大和町１-１１-３

一般競争契約 1,339,200 - - -

物品 プリンター　外５４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2月2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　EX-LAND１階

一般競争契約 2,278,800 - - -

物品 （若鷹丸減速機用交換部品）ガスケット外９４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　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年2月6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 5,918,400 - - -

物品 着底トロール網
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2月6日
ニチモウ（株）長崎営業所
長崎県長崎市元船町２-８

一般競争契約 4,860,000 - - -

物品 ガス分析計　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2月13日
（株）フジミツ
山口県下関市武久町２-１３-５

一般競争契約 5,616,000 - - -
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物品 ストレージシステム外２７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　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年2月15日
（株）ユニットコム東北支店
宮城県仙台市泉区松森沢目２１-３

一般競争契約 1,269,000 - - -

物品 複合機購入及び保守管理業務
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2月17日
（株）Ｎｏ．１
東京都千代田区内幸町１-５-２

一般競争契約 2,945,566
複数年契約
H29.4.1～
H33.3.31

- - -

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　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21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 6,361,200 - - -

物品 メモリー水温塩分計外３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　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年2月22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 1,728,000 - - -

物品 培養倒立顕微鏡用蛍光装置外２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　秋山　秀樹
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

平成29年2月22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 2,014,200 - - -

物品 高速冷却遠心機
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2月24日
大塚器械（株）西条支店
広島県東広島市西条下見５-９-４５

一般競争契約 1,343,520 - - -

物品 分析天秤　外29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 5,682,906 - - -

物品 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　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27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 3,870,720
特定調達
単価契約
55,296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 1,694,520
特定調達
単価契約
56,484円/KL

- - -

物品 ３月分船舶用燃油（第五十一日榮丸（糸満漁港））
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2月27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 820,800
特定調達
単価契約
82,080円/KL

- - -

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27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 23,275,830
特定調達
単価契約
962US$/MT

- - -

物品 デスクトップパソコンほか
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9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 2,925,828 - - -

物品 こたか丸舶用クレーン
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13日
（株）呉ダイヤ
広島県呉市海岸４-７-１

一般競争契約 2,797,200 - - -

物品 変節軸用Ｏリング　外73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21日
昌永産業（株）
山口県下関市東大和町２-１０-５

一般競争契約 2,473,200 - - -

物品 ギアケースパッキン　外194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24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 9,215,618 - - -


