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３月31日付け号外政府調達第58号の官報の競
 Contact point for the notice : OHKI
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participating in the proposed tender are
４号館４階 入札室
４条の規定に基づき、総長が定める資格を有
令和３年４月
12
日
those who shall :
４ その他
する者であること。
国立大学法人九州大学総長 石橋 達朗
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 契約手続において使用する言語及び通貨

総長から取引停止の措置を受けている期間
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 40
Regulation concerning the Contract for
日本語及び日本国通貨。
中の者でないこと。
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３ 入札書の提出場所等
１ 調達内容
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川 佳子 電話0928022363
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