公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
物品役務等の名称、数量

本学契約者の職名、
氏名、所属部局、住所

契約締結年月日

契約相手方の氏名、住所

随意契約によることとした根拠規定の条文、理由 予定価格（円）

契約金額（円）

落札率

備考
再就職の
（単価契約の場合
役員の数
は総額を記載）

理事 植木俊哉
クリニカルリサーチコーディネーター業
東北大学
務（B-1901）
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月1日

株式会社ＥＰ綜合 代表取締役 山本 契約細則第40条第1号、本業務を行える唯一の
賢一、東京都新宿区津久戸町１番８号 業者であるため。

－

単価

－

－

理事 植木俊哉
㈱和泉テック製 観察試料作成システ
東北大学
ム IZU-RMKK-ACTM-FC100 一式
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月3日

株式会社和泉テック 代表取締役 大
契約細則第40条第1号、メーカーが代理店を通す
滝善二、宮城県仙台市泉区市名坂字
ことなく直接販売を行っているため。
御釜田１４３－４

－

5,500,000

－

－

エスティー・ラボ㈱製 高温＆超高真空
理事 植木俊哉
対応型マイクロチャンバー SiMBC東北大学
HTV40（加熱パターン制御電源含む、
仙台市青葉区片平2-1-1
コンタクトSUS製） 一式

令和2年12月3日

エスティー・ラボ株式会社 代表取締役
契約細則第40条第1号、メーカーが代理店を通す
内田勝秀、茨城県ひたちなか市東大島
ことなく直接販売を行っているため。
二丁目１１番地２４

－

4,840,000

－

－

（米）アジレント・テクノロジーズ社製
細胞外フラックスアナライザー XFp
（Ref）SN:US431266 一式

理事 植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月7日

プライムテック株式会社 代表取締役
荻原亮介、東京都文京区小石川一丁
目３番２５号

契約細則第40条第1号、国内唯一の販売代理店
であるため。

－

6,996,000

－

－

理事 植木俊哉
日科ミクロン㈱製 薬剤部無菌製剤機
東北大学
器・性能検査業務
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月8日

株式会社シバタインテック 代表取締
契約細則第40条第1号、宮城県内唯一の販売代
役社長 柴田清孝、宮城県仙台市若林
理店であるため。
区卸町二丁目１１番地３

－

3,480,180

－

－

センサデータ収集最適化検討及び基
盤試作支援業務

理事 植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月9日

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社
契約細則第40条第1号、本業務を実施できる唯
営業統括本部 本部長 神田健治郎、
一の業者のため。
東京都江東区新木場一丁目１８番７号

－

9,897,250

－

－

IEEE提供電子リソース IEEE
Electronic Library（IEL）の利用 一式

理事 植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月15日

丸善雄松堂株式会社仙台支店 支店 契約細則第40条第1号、国内における総代理店
長 髙橋稔、宮城県仙台市青葉区一番 であり、他の代理店を通すことなく直接提供を
町二丁目１０番１７号
行っているため。

－

17,452,505

－

－

理事 植木俊哉
㈱ＩＰＸ製 IP読取機能付背面ラウエカメ
東北大学
ラシステム IPX-YGRS-LC 一式
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月16日

株式会社ＩＰＸ 代表取締役 志村敏
之、大阪府豊能郡豊能町光風台二丁
目９番５号

契約細則第40条第1号、メーカーが代理店を通す
ことなく直接販売を行っているため。

－

6,999,300

－

－

理事 植木俊哉
（仏）バイオロジック社製 高性能電気
東北大学
化学測定システム SP-300 二式
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月16日

株式会社東陽テクニカ 代表取締役社
契約細則第40条第1号、メーカーが代理店を通す
長 五味勝、東京都中央区八重洲一丁
ことなく直接販売を行っているため。
目１番６号

－

10,116,480

－

－

コホート情報基盤システム機能改修

理事 植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月16日

富士通株式会社東北支社 支社長 三
契約細則第40条第1号、相手方が開発した非開
城聡、宮城県仙台市青葉区中央三丁
示のソースコードに係わる業務であるため。
目２番２３号

－

10,296,000

－

－

㈱三益製 非破壊式放射能測定装置
75L010637 ２台

理事 植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月16日

株式会社三益 代表取締役 松田健
契約細則第40条第1号、メーカーが代理店を通す
一、宮城県仙台市青葉区赤坂一丁目１
ことなく直接販売を行っているため。
５番２号

－

3,190,000

－

－

SS-MIX2出力ツール開発業務

理事 植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月17日

リード株式会社 代表取締役社長 塚
契約細則第40条第6号、企画競争により提案を
越智和、群馬県前橋市天川大島町三
審査し決定したため。
丁目６０番地１

－

5,940,000

－

－

1

3,894,000
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備考
再就職の
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役員の数
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本学契約者の職名、
氏名、所属部局、住所

契約締結年月日

理事 植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月17日

株式会社フィジオテック 代表取締役
上田直人、東京都千代田区岩本町一
丁目６番３号

契約細則第40条第1号、国内における総代理店
であり、他の代理店を通すことなく直接提供を
行っているため。

－

4,847,810

－

－

（米）エムケーエス・インスツルメンツ社 理事 植木俊哉
製 励起レーザーアップグレード
東北大学
MTAI-EVUPG-KE 一式
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月17日

東北電子産業株式会社 代表取締役
山田理恵、宮城県仙台市太白区向山
二丁目１４番１号

契約細則第40条第1号、宮城県唯一の販売代理
店であるため。

－

7,597,040

－

－

理事 植木俊哉
㈱計算流体力学研究所製 計算機クラ
東北大学
スタ G80CR864M-36U 一式
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月17日

株式会社計算流体力学研究所 代表
契約細則第40条第1号、メーカーが代理店を通す
取締役 桑原諸兄、東京都目黒区原町
ことなく直接販売を行っているため。
一丁目１６番５号

－

6,248,000

－

－

理事 植木俊哉
Springer・Nature社提供 電子リソース
東北大学
の利用 一式
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月19日

Springer Nature Customer Service
Center GmbH Peter Kaul General
Manager、Tiergartenstrasse 15 - 17,
69121 Heidelberg, Germany

契約細則第40条第1号、メーカーが代理店を通す
ことなく直接提供を行っているため。

－

44,419,308

－

－

Springer電子ブックの利用

理事 植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月19日

Springer Nature Customer Service
Center GmbH Peter Kaul General
Manager、Tiergartenstrasse 15 - 17,
69121 Heidelberg, Germany

契約細則第40条第1号、メーカーが代理店を通す
ことなく直接提供を行っているため。

－

7,431,620

－

－

Springer Link電子リソースの利用 一
式

理事 植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月21日

Springer Nature Customer Service
Center GmbH Peter Kaul General
Manager、Tiergartenstrasse 15 - 17,
69121 Heidelberg, Germany

契約細則第40条第1号、メーカーが代理店を通す
ことなく直接提供を行っているため。

－

267,775,630

－

－

理事 植木俊哉
オンラインAI教材プラットフォーム等構
東北大学
築業務
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月22日

株式会社キカガク 代表取締役社長
吉崎亮介、東京都千代田区神田佐久
間町三丁目２１番地

契約細則第40条第6号、企画競争により提案を
審査し決定したため。

－

9,680,000

－

－

理事 植木俊哉
長田電機工業㈱製 エナック11Lハンド
東北大学
ピース（SE11L） 50本 外1点
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月22日

長田電機工業株式会社仙台営業所
契約細則第40条第1号、メーカーが代理店を通す
所長 岡本祐一、宮城県仙台市泉区泉
ことなく直接販売を行っているため。
中央三丁目１９番１号

－

6,240,300

－

－

（米）エムケーエス・インスツルメンツ社 理事 植木俊哉
製 波長可変CWレーザー 3900S東北大学
BBLMP-KE 1台
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月22日

東北電子産業株式会社 代表取締役
山田理恵、宮城県仙台市太白区向山
二丁目１４番１号

－

3,299,230

－

－

理事 植木俊哉
東北大学
仙台市青葉区片平2-1-1

令和2年12月25日

株式会社イナリサーチ 代表取締役社
契約細則第40条第1号、本業務を行える唯一の
長 中川賢司、長野県伊那市西箕輪２
業者であるため。
１４８番地１８８

－

3,630,000

－

－

物品役務等の名称、数量

（独）Brain Products社製 脳波計
32ch actiCHamp Plus 一式

ニムスチン塩酸塩の毒性試験業務

契約相手方の氏名、住所

随意契約によることとした根拠規定の条文、理由 予定価格（円）

契約細則第40条第1号、宮城県唯一の販売代理
店であるため。

※ 「予定価格」および「落札率」欄の「－」の記載については、予定価格の作成を省略したもの、または予定価格を類推させるおそれ若しくは本学の事務または事業に支障を生じるおそれがあるために公表しないもの。
※ 「再就職の役員の数」欄の「－」の記載については、契約相手方が文部科学省所管の公益法人に該当しないため公表を必要としないもの。
※ 「契約細則」とは国立大学法人東北大学契約事務取扱細則をいう。
※「政調取扱細則」とは国立大学法人東北大学政府調達契約事務取扱細則をいう。

2

契約金額（円）

落札率

