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次のとおり一般競争入札に付します。
入札説明書の交付場所及び問合せ先
 調達特定役務に係る迅速なアフターサービ
 Official in charge of disbursement of the
平成 31 年１月 11 日
〒0108543 秋田市本道１丁目１番１号
スの体制が整備されていることを証明した者
procuring entity: Toshiya Ueki, Executive
国立大学法人秋田大学長 山本 文雄
秋田大学医学系研究科・医学部調達課主査
であること。
Vice President, Tohoku University
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 05
（特定調達担当） 佐藤 真人 電話018
 理事から取引停止の措置を受けている期間
 Classification of the services to be pro‑
〇第 16 号
8846249
中の者でないこと。
cured: 71, 27
１ 調達内容
 入札説明書の交付方法 本公告の日から上
３ 入札書の提出場所等
 Nature and quantity of the services to be
 品目分類番号 24
記３の交付場所にて交付する。
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
required: Use of Web of Science １ Set
 購入等件名及び数量 放射線モニタリング
 入札書の受領期限 平成31年３月４日17時
入札説明書の交付場所及び問合せ先
 Fulfillment period : From 1 April,
システム 一式
00分
〒9808577 仙台市青葉区片平２１１
2019 through 31 March, 2020
 調達件名の特質等 入札説明書による。
 開札の日時及び場所 平成31年３月26日11
東北大学財務部調達課調達第一係長 高橋
 Fulfillment place : Tohoku University
 納入期限 平成31年９月30日
時00分 秋田大学医学系研究科・医学部管理
恵 電話0222174869
 納入場所 秋田大学医学部附属病院
棟会議室
Library


調達案件の仕様等



履行期間

入札説明書による。

平成31年４月１日から平成32年



