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入札情報サービスシステムで公開している情報 

入札情報サービスシステム（ＰＰＩ）は、「案件情報」、
「入札結果」、「質問回答」といった入札に関する情報を
インターネット上に公開するシステムです。 
この情報は、入札参加者のみならず、どなたでも閲覧する
ことができます。 
 
  ○案件情報 
   案件情報や入札公告、入札説明書（仕様書）等の電子データ 
   のダウンロードが可能です。ただし指名競争入札の電子デー 
   タのダウンロードは、指名業者のみ可能です。） 
   

  ○入札結果 
   入札結果表（開札録）が確認できます。 
 

  ○質問回答 
   入札参加者からの質問に関する情報です。質問に対する 
   回答情報が確認できます。 
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   (１)初期画面について 

１－１初期画面 

１－１初期画面 

システムを起動するとメ
ニュー画面が表示されま
す。起動するＵＲＬは導
入する団体のＨＰ等で確
認してください。 

 

右側の画面には連絡事項
等のお知らせ内容が表示
されます。 

 

左側のメニューから利用
したい機能を選択します。 

メニューは（工事）と
（コンサル）に分かれて
いますので、業務に応じ
たメニューを選択します。 

 

終了する場合はブラウザ
の右上にある「×」ボタ
ンにて画面を閉じてくだ
さい。 
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２－１案件情報 

２－１案件情報 

①メニュー画面より、案
件情報をクリックします。
（ここでは、（工事）の
欄の「案件情報」を選択
します。業務に合わせて
（工事）または（コンサ
ル）を選択してくださ
い） 

②検索条件入力画面が表
示されますので必要に応
じて検索条件を指定し、
「検索」ボタンを選択し
ます。 

発注部局、所属名等の
検索条件は、必ずしも
指定する必要はありま
せん。 

何も指定しない場合は、
全ての所属の情報が検
索されます。 

表示件数は必須入力項
目です。 

 

② 

① 
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前頁の検索条件入力画面
で検索ボタンをクリック
すると、検索結果表示画
面が表示され、検索条件
に合った案件情報の一覧
が表示されます。 

 

③“一般競争添付資料”
欄の「表示」ボタンを選
択すると、ダウンロード
ファイル選択画面が表示
されます。 

 

④“指名競争添付資料”
欄の「表示」ボタンを選
択すると、ダウンロード
認証画面が表示され、パ
スワードの認証ができた
場合のみ、添付したファ
イルの内容を確認するこ
とができます。 

パスワードは電子入札シ
ステムの指名通知書に記
載されております。 
 
 

⑤“電子入札”のボタン
を選択すると電子入札シ
ステムが起動されます。
詳細は「３－２電子入札
システムへの連携機能」
を参照ください。 

 

 

⑥“一括ダウンロード
“を選択すると、全ての
添付ファイルがZIP形式

の圧縮ファイルに１つに
まとめられてダウンロー
ドされます。 

③ ④ 

※添付ファイルがない場 

 合には、ダウンロード 

 選択画面に 

 「※添付ファイルはあ  

  りません※」 

 と表示されます。 

前画面に戻る時は、画面
右上の「×」ボタンまた
は画面下の「閉じる」ボ
タンで画面を閉じます。 

２－１案件情報 

⑤ 

⑥ 
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⑤検索結果表示画面で
“工事名”欄のリンクを
クリックすると、当該案
件の詳細表示画面が表示
されます。 

前画面に戻る時は、画面
右上の「×」ボタンで画
面を閉じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥詳細表示画面で「画面
印刷」ボタンを選択する
と、詳細表示画面の印刷
プレビュー画面が表示さ
れます。 

前画面に戻る時は、画面
右上の「×」ボタンで画
面を閉じます。 

 

⑦詳細表示画面でメール
アドレスを登録すると、
案件に修正があった場合
登録したメールアドレス
に通知が届きます。 

⑤ 

⑥ 

２－１案件情報 

⑦ 
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⑦検索結果表示画面で画
面下の「画面印刷」ボタ
ンをクリックすると、検
索結果表示画面の印刷プ
レビュー画面が表示され
ます。 

前画面に戻る時は、画面
右上の「×」ボタンで画
面を閉じます。 

⑦ 

２－１案件情報 



入札情報サービスシステム 

8 

２－２入札結果 

２－２入札結果 
①メニュー画面より、入
札結果をクリックします。
（ここでは、（工事）の
欄の「入札結果」を選択
します。業務に合わせて
（工事）または（コンサ
ル）を選択してくださ
い） 

②検索条件入力画面が表
示されますので必要に応
じて検索条件を指定し、
「検索」ボタンを選択し
ます。 

ピンク色の表示項目は
必須入力項目です。 

発注部局、所属名等の
検索条件は、必ずしも
指定する必要はありま
せん。 

何も指定しない場合は、
全ての所属の情報が検
索されます。 

① 

② 
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前頁の検索条件入力画面
で検索ボタンをクリック
すると、検索結果表示画
面が表示され、検索条件
に合った入札結果の一覧
が表示されます。 

 

③“添付書類”欄の「表
示」ボタンを選択すると、
当該案件のダウンロード
ファイル選択画面が表示
されます。 

 

添付ファイルがある場合
には、添付したファイル
の内容を確認することが
できます。 

 

④“一括ダウンロード
“を選択すると、全ての
添付ファイルがZIP形式

の圧縮ファイルに１つに
まとめられてダウンロー
ドされます。 

 

③ 

※添付ファイルがない場 

 合には、ダウンロード 

 選択画面に 

 「※添付ファイルはあ  

  りません※」 

 と表示されます。 

 

前画面に戻る時は、画面
右上の「×」ボタンまた
は画面下の「閉じる」ボ
タンで画面を閉じます。 

２－２入札結果 

④ 
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④検索結果表示画面で
“工事名”欄のリンクを
クリックすると、当該案
件の詳細表示画面が表示
されます。 

前画面に戻る時は、画面
右上の「×」ボタンで画
面を閉じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤詳細表示画面で「画面
印刷」ボタンを選択する
と、詳細表示画面の印刷
プレビュー画面が表示さ
れます。 

前画面に戻る時は、画面
右上の「×」ボタンで画
面を閉じます。 

④ 

⑤ 

２－２入札結果 
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⑥検索結果表示画面で画
面下の「画面印刷」ボタ
ンをクリックすると、検
索結果表示画面の印刷プ
レビュー画面が表示され
ます。 

前画面に戻る時は、画面
右上の「×」ボタンで画
面を閉じます。 

⑥ 

２－２入札結果 
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２－３質問回答 

２－３質問回答 

①メニュー画面より、質
問回答をクリックします。
（ここでは、（工事）の
欄の「入札結果」を選択
します。業務に合わせて
（工事）または（コンサ
ル）を選択してくださ
い） 

②検索条件入力画面が表
示されますので必要に応
じて検索条件を指定し、
「検索」ボタンを選択し
ます。 

発注部局、所属名等の
検索条件は、必ずしも
指定する必要はありま
せん。 

何も指定しない場合は、
全ての所属の情報が検
索されます。 

表示件数は必須入力項
目です。 

② 

① 
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前頁の検索条件入力画面
で検索ボタンをクリック
すると、検索結果表示画
面が表示され、検索条件
に合った質問回答の一覧
が表示されます。 

③“添付書類”欄の「表
示」ボタンを選択すると、
ダウンロードファイル選
択画面が表示されます 

添付ファイルがある場合
には、添付したファイル
の内容を確認することが
できます。 

 

④“一括ダウンロード
“を選択すると、全ての
添付ファイルがZIP形式

の圧縮ファイルに１つに
まとめられてダウンロー
ドされます。 

 

 

 

※添付ファイルがない場 

 合には、ダウンロード 

 選択画面に 

 「※添付ファイルはあ  

  りません※」 

 と表示されます。 

 

前画面に戻る時は、画面
右上の「×」ボタンまた
は画面下の「閉じる」ボ
タンで画面を閉じます。 

 

③ 

２－３質問回答 
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④検索結果表示画面で
“工事名”欄のリンクを
クリックすると、当該案
件の詳細表示画面が表示
されます。 

前画面に戻る時は、画面
右上の「×」ボタンで画
面を閉じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤詳細表示画面で「画面
印刷」ボタンを選択する
と、詳細表示画面の印刷
プレビュー画面が表示さ
れます。 

前画面に戻る時は、画面
右上の「×」ボタンで画
面を閉じます。 

④ 

⑤ 

２－３質問回答 
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⑥検索結果表示画面で画
面下の「画面印刷」ボタ
ンをクリックすると、検
索結果表示画面の印刷プ
レビュー画面が表示され
ます。 

前画面に戻る時は、画面
右上の「×」ボタンで画
面を閉じます。 

⑥ 

２－３質問回答 
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   (１) 一覧画面のページ切替について 

②画面左上に検索結果の
件数が表示されます。 

 

③画面右上に１ページ以
降を表示するためのペー
ジ選択用リンクが表示さ
れます。 

各数字のリンクをクリッ
クすると、該当のページ
の一覧を表示します。 

「次へ」リンクは現在表
示されているページの次
のページを表示します。 

「前へ」リンクは現在表
示されているページの前
のページを表示します。
最終ページでは「次へ」
が、最初のページでは
「前へ」表示されません。 

① 

３－１共通機能 

３－１共通機能 

①各機能の検索条件入力
画面の下部に「表示件
数」を入力する項目があ
ります。 

この項目に指定された件
数が１ページに表示され
ます。 

（例では１ページに２５
件表示する） 

 

指定した表示件数を超え
た場合、超過した情報は 

２ページ目以降に表示さ
れます。 

 

① 

② 
③ 

16 
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①各操作画面左下に表示
されている「メニュー
へ」リンクを選択すると、
初期画面のメニュー画面
を表示します。 

他の機能に切り替える場
合に使用します。 

   (２) 「メニューへ」ボタン について 

① 
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３－１共通機能 
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   (３) 「条件入力へ」ボタン について 

①各操作画面の検索結果
入力画面で条件を入力し、
検索結果表示画面を表示
します。 

（左の画面は案件情報検 

 索結果表示画面の例で 

 す） 

戻った画面は、検索結果
表示画面を表示する際に
指定した検索条件を保持
しています。 

②検索結果表示画面を表
示後、検索条件を変更し
て再度検索したい場合、
画面下部に表示されてい
る「条件入力へ」ボタン
を選択すると、検索条件
入力画面に戻ります。こ
の時、前回入力した条件
が保持されており、絞り
込み検索が容易にできる
ようになっています。 

① 

② 
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３－１共通機能 
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各機能で、各印刷プレ
ビュー画面が表示されま
すが、必要によりプリン
タを指定して用紙に印字
する際、以下の設定をし
た後に印刷を実行してく
ださい。 

（左の画面は入札結果の 

 検索結果表示画面の例 

 です。） 

② 

①印刷の向き（縦、横）
を変えたい場合はこちら
で設定してください。 

 

②「選択されたフレーム
のみを印刷する」を選択
してください。 

 

③印刷設定が完了したら、
「プリンタ」ボタンを選
択し印刷してください。 

① ③ 

   (４) 印刷プレビュー 画面からの印刷について 
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３－１共通機能 
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①入札情報サービスの案
件情報／案件参照 検索
結果表示画面から、「電
子入札」のリンクボタン
をクリックし、電子入札
システムに遷移します。 

•電子入札システムの初期
画面が表示されますので、
ＩＣカード情報を入力し
電子入札を起動します。 

20 

３－２電子入札システムへの連携機能 

３－２電子入札システムへの連携機能 

① 
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調達案件一覧画面が表示
され、該当案件が表示さ
れます。 
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３－２電子入札システムへの連携機能 


