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〇独立行政法人家畜改良センター奥羽牧場長 西元 薫 （青森県上北郡七戸町字鶴児平１番地）
◎調達機関番号 526 ◎所在地番号 02
１ 肉用牛肥育用配合飼料「雪印配合飼料 新名人」一式 購入等 一般  3. 9.30
雪印種苗株式会社十和田営業所（青森県十和田市大字伝法寺大窪１番地17号） 7007円 
3. 7.27 最低価格

〇国立研究開発法人水産研究・教育機構 開発調査センター所長 伏島 一平 （神奈川県横浜市神
奈川区新浦島町１１25）
◎調達機関番号 807 ◎所在地番号 14
２ 船舶用軽油（ＩＳＯ8217のＤＭＡ規格を満たし、かつ、硫黄分05質量％以下（免税））第
百十一日光丸（マジュロ港） 約90 購入等 一般  3. 9.28 カメイ株式会社東京支
店（東京都中央区八丁堀４７１） ＵＳ＄770／  3. 5.14 最低価格

〇国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産技術研究所南勢拠点長 中易 千早 （三重県度会郡
南伊勢町中津浜浦422１）
◎調達機関番号 807 ◎所在地番号 24
２ Ａ重油 ⒜南勢庁舎及び玉城庁舎 約32 ⒝上浦庁舎 約４ ⒞志布志庁舎 約16
⒟南伊豆庁舎 約22 購入等 一般  3. 9.24 ⒜有限会社会社城山石油（三重県鳥
羽市浦村町182640） ⒝有限会社河村石油店（大分県佐伯市上浦大字津井浦2251番地の１） ⒞
増田石油株式会社鹿児島支店（鹿児島県鹿児島市上之園町４番地５） ⒟稲葉商店（静岡県賀茂郡
南伊豆町石廊崎45011） ⒜79200円／ ⒝94380円／ ⒞88000円／ ⒟102300円／
 3. 2. 1 最低価格

〇契約担当役 独立行政法人農業者年金基金 理事 石垣 英司 （東京都港区西新橋１６21）
◎調達機関番号 578 ◎所在地番号 13
71、27 年金制度改正対応に係るアプリケーション開発業務（フェーズ１） 一式 購入等
一般  3. 8.18 株式会社日立システムズ 東京都品川区大崎１２１ 192720000
円  3. 6.18 総合評価
71、27 農業者年金記録管理システムＷＡＦ更新及び保守業務、既存機器の撤去等 一式 
購入等 一般  3. 9. 1 Ｓｏｌａ株式会社 東京都千代田区外神田６14３ 
16379000円  3. 6.18 最低価格
71、27 年金制度改正対応に係る新制度Ｗｅｂシステムの開発業務（クラウドサービス） 一
式 購入等 一般  3. 9.21 Ｓｏｌａ株式会社 東京都千代田区外神田６14３ 
30239000円  3. 7.13 最低価格

〇契約責任者 独立行政法人農林水産消費安全技術センター総務部長 田中 修一 （埼玉県さいた
ま市中央区新都心２番地１）
◎調達機関番号 610 ◎所在地番号 11
14 パーソナルコンピュータ 218式ほか 購入等 一般  3.10. 5 富士テレコム
株式会社 東京都板橋区板橋１丁目53番２号ＴＭ21ビル 27170000円  3. 7.20 最低価
格

〇株式会社日本貿易保険 代表取締役社長 黒田 篤郎 （東京都千代田区西神田３８１）
◎調達機関番号 434 ◎所在地番号 13
71、27 「第Ⅳ期貿易保険情報システムにおける４代目基盤構築業務に係るＡＰ運用保守業務」
一式 購入等 随意  3. 9.29 日本アイ・ビー・エム株式会社 東京都中央区日本橋箱
崎町19番21号 950433000円  3. 9. 6 ｂ「技術的理由による競争の不存在」

〇株式会社日本貿易保険 代表取締役社長 黒田 篤郎 （東京都千代田区西神田３８１）
◎調達機関番号 434 ◎所在地番号 13
71、27 「貿易保険システム 業務整理・設計支援作業」一式 購入等 随意 
3. 9.27 キーウェアソリューションズ株式会社 東京都世田谷区上北沢５3718 
39864000円  3. 9. 3 ｄ「互換性」

〇契約担当職 国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくば中央第二事業所業務部長 関 浩之
（茨城県つくば市梅園１１１）

◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 08
24 金属デバイスエッチング装置 一式 購入等 一般  3. 8.20 サムコ株式会社
（京都府京都市伏見区竹田藁屋町36） 76439000円  3. 6.30 最低価格
24 反応性イオンエッチング装置 一式 購入等 一般  3. 8.20 キヤノンマーケ
ティングジャパン株式会社（東京都港区港南２1329） 72985000円  3. 6.30 最低
価格

〇契約担当職 国立研究開発法人産業技術総合研究所 中部センター業務部長 吉岡 有二 （愛知
県名古屋市守山区下志段味穴ケ洞226698）
◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 23
24 異種材料複合化装置 一式 購入等 一般  3. 8.10 ＡＯＶ株式会社（東京都
八王子市散田町３１１） 36850000円  3. 6.15 最低価格

〇契約担当職 国立研究開発法人産業技術総合研究所 中国センター業務室長 安富 正 （広島
県東広島市鏡山３1132）
◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 34
24 ゴム用万能型混練成形装置 一式 購入等 一般  3. 8.11 株式会社扶桑理化
（広島県福山市松永町６2012） 35145000円  3. 6. 9 最低価格
24 樹脂用万能型混練成形装置 一式 購入等 一般  3. 8.11 株式会社扶桑理化
（広島県福山市松永町６2012） 49115000円  3. 6. 9 最低価格

〇国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 契約担当職 理事 小山 和久 （神奈
川県川崎市幸区大宮町1310番）
◎調達機関番号 815 ◎所在地番号 14
23 15階執務室環境整備に伴う什器の調達 一式 購入等 一般  3. 8.19 株式会
社オカモトヤ（東京都港区虎ノ門一丁目１番24号） 107800000円  3. 6.28 最低価格
113865840円
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