
公告/発注図書公開

入 札 書 受 付

締切通知書発行

開 札

入札・契約結果の公開 ⑩入札契約結果の確認

発注者 応札者

②調達情報確認/発注図書取得

⑨落札通知書受信

①システムへのログイン

⑦入札書の提出

一般競争入札 業務フロー

落札通知書発行

③電子入札システムログイン

④証明書等の提出

⑤証明書等受付通知書受信
証明書等受付通知書発行

証明書等審査結果通知書発行 ⑥証明書等審査結果通知書受信

31

⑧入札書受付票の確認

３．一般競争入札操作手順
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32

①システムへのログイン
②調達情報確認/発注図書取得



33

「物品・役務」をクリックします。



34

「発注情報検索」を
クリックします。



35

検索条件を入力して
「検索」をクリックします。

※検索条件未入力の場合、
全件検索となります。



36

検索条件に合致する案件が表示
されます。閲覧したい案件の件名

をクリックしてください。



37

「発注情報閲覧」画面が表示されます。
こちらから発注案件の情報を
閲覧することができます

入札公告等のファイルや発注図書
ファイルをダウンロードする場合に
はファイル名をクリックします。



38

ダウンロードのダイアログが
表示されたら保存します。



39

「ダウンロードが完了しました。」と表示
されればダウンロード完了です。

保存場所でファイルを確認してください。



公告/発注図書公開

入 札 書 受 付

締切通知書発行

開 札

入札・契約結果の公開 ⑩入札契約結果の確認

発注者 応札者

②調達情報確認/発注図書取得

⑨落札通知書受信

①システムへのログイン

⑦入札書の提出

一般競争入札 業務フロー

落札通知書発行

③電子入札システムログイン

④証明書等の提出

⑤証明書等受付通知書受信
証明書等受付通知書発行

証明書等審査結果通知書発行 ⑥証明書等審査結果通知書受信
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⑧入札書受付票の確認
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③電子入札システムログイン

41



42

「物品、役務」を
クリックします



43

「電子入札システム」を
クリックします



44

ファイル読み込み中は、このように
表示されます。
※日時表示がされない場合は、
IEやPCの設定に誤りが無いか
確認してください。

時計表示されたら

「電子入札システム」ボタンを
クリックします。



ここからの操作は、ＩＣカード
リーダーとＩＣカードが必要で
す。

45

ＰＩＮ番号とは、ＩＣカードの暗証番号のこと
です。

ＩＣカード購入時に、認証局から送られてき
た暗証番号を入力してください。
担当者欄は入力不要です。



46

ＰＩＮ番号を複数回間違うと、ＩＣ
カードがロックされ、使用できなくな
ります。

ＩＣカードがロックされた場合は、認
証局にロックの解除を依頼してくだ
さい。

※ロックの解除には、数日かかる
場合がありますのでご注意下さい。



47

ログインに成功すると
「調達案件一覧」画面が表示されます。



48

検索条件を入力して
「検索」をクリックします。

※検索条件未入力の場合、
全件検索となります。

④証明書等の提出



49

検索条件に合致する案件が表示されます。
証明書を提出する案件の「提出」ボタンを

クリックしてください。



50

必要な資料を提出するため
「参照」ボタンをクリックします。



51

提出する資料を選択して、
「開く」ボタンをクリックします。



52

「添付資料追加」ボタンを
クリックします。



53

資料添付が完了したら
「提出内容確認」ボタンを

クリックします。



54

内容に間違いがないか確認し、
問題なければ

「添付資料追加」ボタンを
クリックします。



55

以上で、証明書のシステムでの提出が
完了です。

この後、発注機関側で証明書に不備が
ないかを確認し、不備がなければ「証
明書等受付通知書」が発行されます。

その後、発注機関側で資格審査を行い、
合格・不合格を記載した「証明書等審
査結果通知書」が発行されます。



公告/発注図書公開

入 札 書 受 付

締切通知書発行

開 札

入札・契約結果の公開 ⑩入札契約結果の確認

発注者 応札者

②調達情報確認/発注図書取得

⑨落札通知書受信

①システムへのログイン

⑦入札書の提出

一般競争入札 業務フロー

落札通知書発行

③電子入札システムログイン

④証明書等の提出

⑤証明書等受付通知書受信
証明書等受付通知書発行

証明書等審査結果通知書発行 ⑥証明書等審査結果通知書受信
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⑧入札書受付票の確認



57

未確認の通知書がある場合、

通知書の欄に赤字で「未参照有り」
と表記されます。

「表示」ボタンをクリックします。

⑤証明書等受付通知書受信

⑥証明書等審査結果通知書受信



58

確認したい通知書名をクリックします。



59



60

証明書等審査結果通知書で
合格か不合格か確認してください。
合格の場合は入札書の提出を

することができます。



公告/発注図書公開

入 札 書 受 付

締切通知書発行

開 札

入札・契約結果の公開 ⑩入札契約結果の確認

発注者 応札者

②調達情報確認/発注図書取得

⑨落札通知書受信

①システムへのログイン

⑦入札書の提出

一般競争入札 業務フロー

落札通知書発行

③電子入札システムログイン

④証明書等の提出

⑤証明書等受付通知書受信
証明書等受付通知書発行

証明書等審査結果通知書発行 ⑥証明書等審査結果通知書受信
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⑧入札書受付票の確認



62

入札書提出期間内であれば
入札書の欄に「提出」ボタンが

表示されます。
「提出」ボタンをクリックします。

⑦入札書の提出



63

入札金額、くじ番号を
入力します。



64

入力できたら「提出内容確認」
ボタンをクリックします。



65

入札金額、くじ番号に誤りがないことを確認します。
問題なければ「印刷」ボタンをクリックします。



66

入札書提出後は入札金額の修正や

確認はできませんので印刷しておくよう
にしてください。



67

印刷完了後
「提出」ボタンをクリックします。



68

確認メッセージが表示されます。

改めて確認し、問題なければ
「OK」をクリックします。



69

「入札書送信完了」画面が
表示されれば

入札書提出は完了です。



公告/発注図書公開

入 札 書 受 付

締切通知書発行

開 札

入札・契約結果の公開 ⑩入札契約結果の確認

発注者 応札者

②調達情報確認/発注図書取得

⑨落札通知書受信

①システムへのログイン

⑦入札書の提出

一般競争入札 業務フロー

落札通知書発行

③電子入札システムログイン

④証明書等の提出

⑤証明書等受付通知書受信
証明書等受付通知書発行

証明書等審査結果通知書発行 ⑥証明書等審査結果通知書受信
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⑧入札書受付票の確認



71

入札書提出後、入札書受付票が発行さ
れます。確認する場合は通知書欄の
「表示」ボタンをクリックします。

⑧入札書受付票の確認



72

通知書名「入札書受付票」を
クリックします



73



公告/発注図書公開

入 札 書 受 付

締切通知書発行

開 札

入札・契約結果の公開 ⑩入札契約結果の確認

発注者 応札者

②調達情報確認/発注図書取得

⑨落札通知書受信

①システムへのログイン

⑦入札書の提出

一般競争入札 業務フロー

落札通知書発行

③電子入札システムログイン

④証明書等の提出

⑤証明書等受付通知書受信
証明書等受付通知書発行

証明書等審査結果通知書発行 ⑥証明書等審査結果通知書受信
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⑧入札書受付票の確認



75

落札者が決定すると落札通知書が発行
されます。確認する場合は通知書欄の
「表示」ボタンをクリックします。

⑨落札通知書受信



76

通知書名「落札通知書」を
クリックします



77



公告/発注図書公開

入 札 書 受 付

締切通知書発行

開 札

入札・契約結果の公開 ⑩入札契約結果の確認

発注者 応札者

②調達情報確認/発注図書取得

⑨落札通知書受信

①システムへのログイン

⑦入札書の提出

一般競争入札 業務フロー

落札通知書発行

③電子入札システムログイン

④証明書等の提出

⑤証明書等受付通知書受信
証明書等受付通知書発行

証明書等審査結果通知書発行 ⑥証明書等審査結果通知書受信
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⑧入札書受付票の確認
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⑩入札契約結果の確認

入札情報公開システムで公開さ
れている入札契約結果は全て閲
覧者が閲覧可能です。

公開には、発注者側で所定の手
続を要するため開札から公開ま
で一定の時間を必要とします。



80

「物品・役務」をクリックします。



81

「入札・契約結果情報の検索」を
クリックします。



82

検索条件を入力して
「検索」をクリックします。

※検索条件未入力の場合、
全件検索となります。



83

検索条件に合致する案件が表示
されます。結果確認をしたい案件
の件名をクリックしてください。



84



公告/発注図書公開

⑦入札契約結果の確認

発注者 応札者

⑥落札結果の確認

⑤入札書の提出

指名競争入札 業務フロー

④調達情報確認/発注図書取得

指名通知書発行 ①システムへのログイン

③指名通知書受信

入 札 書 受 付

締切通知書発行

開 札

入札・契約結果の公開

落札通知書発行

４．指名競争入札操作手順
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②電子入札システムログイン



86

以下の操作は「一般競争入札」と同様のため、
割愛しております。
①システムへのログイン
②電子入札システムログイン
④調達情報確認/発注図書取得
⑤入札書の提出
⑥落札結果通知書受信
⑦入札契約結果の確認



87

検索条件を入力して
「検索」をクリックします。

※検索条件未入力の場合、
全件検索となります。

④指名通知書受信



88

未確認の通知書がある場合、

通知書の欄に赤字で「未参照有り」
と表記されます。

「表示」ボタンをクリックします。



89

「指名通知書」をクリックします。



90



公告/発注図書公開

⑥入札契約結果の確認

発注者 応札者

⑤見積結果の確認

④見積書の提出

オープンカウンター業務フロー

②調達情報確認/発注図書取得

①システムへのログイン

見 積 書 受 付

締切通知書発行

開 札

入札・契約結果の公開

見積結果通知書発行

５．オープンカウンター操作手順
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③電子入札システムログイン



92

以下の操作は「一般競争入札」と同様のため、
割愛しております。
①システムへのログイン
②調達情報確認/発注図書取得
③電子入札システムログイン
⑥入札契約結果の確認



93

検索条件を入力して
「検索」をクリックします。

※検索条件未入力の場合、
全件検索となります。

④見積書の提出



94

見積書提出期間内であれば
見積書の欄に「提出」ボタンが

表示されます。
「提出」ボタンをクリックします。



95

見積金額、くじ番号の入力および
内訳書等の資料を

必要に応じて添付します。

入力できたら「提出内容確認」
ボタンをクリックします。



96

①「提出」ボタンをクリックします。

②「OK」ボタンをクリックします。



97

見積書提出完了です。



98

未確認の通知書がある場合、

通知書の欄に赤字で「未参照有り」
と表記されます。

「表示」ボタンをクリックします。

⑤見積結果の確認



99

「見積結果通知書」をクリックします。



100


