
【競争契約に関する情報】

平成２９年６月分（公表日：平成２９年７月３１日）

物品役務等の名称
及び数量

契約担当役の
職名氏名

契約締結日 契約の相手方及び住所
一般競争入札・指
名競争入札の別

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率 備考

1
バターの同時契約による買入れ
及び輸入業務委託（小物 24.0ト
ン）

理事
神宮浩

平成29年6月1日

高梨乳業株式会社
横浜市保土ヶ谷区神戸
町134横浜ビジネスパー
クイーストタワー13階

一般競争入札 ― 29,160,000 ―  個別契約ごとの単価契約

2
バターの同時契約による買入れ
及び輸入業務委託（バラ 200.0ト
ン）

理事
神宮浩

平成29年6月1日
株式会社ラクト・ジャパン
東京都中央区日本橋本
町4-8-15

一般競争入札 ― 207,792,000 ―  個別契約ごとの単価契約

3
バターの同時契約による買入れ
及び輸入業務委託（バラ 302.4ト
ン、小物 36.0トン、計338.4トン）

理事
神宮浩

平成29年6月2日

フォンテラ　ジャパン株式
会社
東京都港区港南2-16-2
太陽生命品川ビル25階

一般競争入札 ― 332,294,380 ―  個別契約ごとの単価契約

4
養豚補塡金交付業務電算シス
テム変更等委託業務に関する
契約

理事
安井護

平成29年6月8日
株式会社ＴＳＰ
東京都渋谷区道玄坂1丁
目10番5号

一般競争入札 ― 19,224,000 ―

5
脱脂粉乳の買入れ及び輸入業
務委託（特Ａ 1,000.0トン、Ａ
1,000.0トン）

理事
神宮浩

平成29年6月15日
正栄食品工業株式会社
東京都台東区秋葉原5-
7

指名競争入札 ― 641,340,721 ―  個別契約ごとの単価契約

6
ファイアウォール等機器の賃貸
借等業務

理事
幸田淳

平成29年6月19日
昭和リース株式会社
東京都文京区後楽1-4-
14

一般競争入札 ― 13,016,160 ―



7
脱脂粉乳の同時契約による買
入れ及び輸入業務委託（特Ａ・Ａ
300.0トン）

理事
神宮浩

平成29年6月19日
三井物産株式会社
東京都千代田区丸の内
1-1-3

一般競争入札 ― 111,757,320 ―  個別契約ごとの単価契約

8
脱脂粉乳の同時契約による買
入れ及び輸入業務委託（特Ａ・Ａ
22.0トン）

理事
神宮浩

平成29年6月19日

ワーナンブール・チーズ
＆バター株式会社
東京都中央区銀座8-9-
11銀座天国ビル8階

一般競争入札 ― 8,030,880 ―  個別契約ごとの単価契約

9
脱脂粉乳の同時契約による買
入れ及び輸入業務委託（特Ａ・Ａ
792.0トン）

理事
神宮浩

平成29年6月20日
正栄食品工業株式会社
東京都台東区秋葉原5-
7

一般競争入札 ― 276,061,575 ―  個別契約ごとの単価契約

10
脱脂粉乳の同時契約による買
入れ及び輸入業務委託（特Ａ・Ａ
50.0トン）

理事
神宮浩

平成29年6月20日

株式会社カーギルジャパ
ン
東京都千代田区丸の内
3-1-1国際ビル

一般競争入札 ― 17,982,000 ―  個別契約ごとの単価契約

11
脱脂粉乳の同時契約による買
入れ及び輸入業務委託（特Ａ・Ａ
353.0トン）

理事
神宮浩

平成29年6月20日
伊藤忠商事株式会社
東京都港区北青山2-5-
1

一般競争入札 ― 129,717,180 ―  個別契約ごとの単価契約

12
脱脂粉乳の同時契約による買
入れ及び輸入業務委託（特Ａ・Ａ
1,368.0トン）

理事
神宮浩

平成29年6月20日

フォンテラ　ジャパン株式
会社
東京都港区港南2-16-2
太陽生命品川ビル25階

一般競争入札 ― 470,823,306 ―  個別契約ごとの単価契約

13
脱脂粉乳の同時契約による買
入れ及び輸入業務委託（特Ａ・Ａ
2,115.0トン）

理事
神宮浩

平成29年6月20日
株式会社ラクト・ジャパン
東京都中央区日本橋本
町4-8-15

一般競争入札 ― 821,323,800 ―  個別契約ごとの単価契約

14
バターの同時契約による買入れ
及び輸入業務委託（バラ 252.0ト
ン）

理事
神宮浩

平成29年6月28日
正栄食品工業株式会社
東京都台東区秋葉原5-
7

一般競争入札 ― 254,060,903 ―  個別契約ごとの単価契約



15
平成２９年度EUの異性化糖需
給等に関する調査

総括理事
小林博行

平成29年6月28日

LMC International Ltd.
4th floor Clarendon
House, 52 Cornmarket
Street, Oxford,
OX1 3HJ, England, UK

一般競争入札（総
合評価方式）

― 2,592,000 ―

16
バターの同時契約による買入れ
及び輸入業務委託（バラ 144.8ト
ン）

理事
神宮浩

平成29年6月29日
伊藤忠商事株式会社
東京都港区北青山2-5-
1

一般競争入札 ― 184,053,600 ―  個別契約ごとの単価契約

17
バターの同時契約による買入れ
及び輸入業務委託（バラ 24.0ト
ン）

理事
神宮浩

平成29年6月29日

丸紅株式会社
東京都中央区日本橋2-
7-1
東京日本橋タワー

一般競争入札 ― 28,210,550 ―  個別契約ごとの単価契約

18
バターの同時契約による買入れ
及び輸入業務委託（小物 18.0ト
ン）

理事
神宮浩

平成29年6月29日

フォンテラ　ジャパン株式
会社
東京都港区港南2-16-2
太陽生命品川ビル25階

一般競争入札 ― 19,537,200 ―  個別契約ごとの単価契約

19
バターの同時契約による買入れ
及び輸入業務委託（バラ 23.5ト
ン）

理事
神宮浩

平成29年6月29日
株式会社ラクト・ジャパン
東京都中央区日本橋本
町4-8-15

一般競争入札 ― 27,994,140 ―  個別契約ごとの単価契約

20
経理システム等の保守及び運
用支援業務に関する委託契約

理事
幸田淳

平成29年6月30日

株式会社日本経営デー
タ・センター
東京都渋谷区千駄ヶ谷
3-11-8

一般競争入札 ― 2,959,740 ―


