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「1 パスワード変更」「2 メールアドレス変更」と、「3 ＩＤ／パスワード確認申請」は入口画面

が異なります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    

 

このマニュアルでは、メールアドレスやパスワード関係の機能について説明しています。 

次の場合には、このマニュアルをご覧ください。 

・パスワードやメールアドレスを変更したい場合 

・パスワードを紛失してしまった場合 

 

操作についての注意事項やシステムへのログインについては、「資格申請システム操作マ

ニュアル（申請手続編）」を参照してください。 

 

本ＩＤ 

ログイン 

3 ＩＤ／パスワード確認申請 

1 パスワード変更 

2 メールアドレス変更 

資格申請システム

への入口 
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1 パスワード変更 

1.1 メニュー選択 

 
パスワードを変更するには「パスワード変更」をクリックします。 
パスワード変更画面が表示されます。 
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1.2 パスワード変更入力 
 

 
 
現在のパスワード、新しいパスワードを入力します。 
なお、アルファベットの大文字と小文字は別の文字として扱われますので、ご注意くだ

さい。 
 
パスワードは次の条件で入力してください。 
・６文字以上 
・数字、アルファベット（大文字、小文字）のみ 
 
入力後、「変更」ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されます。 
 
 
 
「ＯＫ」ボタンをクリックすると、パスワードが変更されます。 

パスワードを変更します。よろしいですか？ 
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2 メールアドレス変更 

2.1 メニュー選択 

 
 

競争入札参加資格者名簿に登録されている申請者メールアドレスを変更するには、メー

ルアドレス変更届を送信します。 
「メールアドレス変更届」をクリックすると、メールアドレス変更届画面が表示されま

す。 
 

なお、申請担当者のメールアドレスは、メールアドレス変更届では変更できません。変

更届で変更してください。 
また、変更できるのは資格者名簿に登録されているメールアドレスですが、メールアド

レス変更届を送信した時点で作成中や審査中の申請書データがある場合には、申請書デー

タの申請者メールアドレスは、自動的に新しいメールアドレスへ変更されます。 
 

！注意！ 
指名競争入札における指名のお知らせメールなど、個々の入札で送信されるメールの宛先

（「連絡先メールアドレス」）は、資格申請システムでは変更できません。 

「連絡先メールアドレス」を変更したい場合には、電子入札システムの利用者登録の変更の

操作により行ってください。詳しくは、電子入札システムの利用者登録マニュアルを参照して

ください。 
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2.2 メールアドレス変更届 

 
 

変更するメールアドレスを入力します。 
「送信」ボタンをクリックすると、変更届完了画面が表示され、メールアドレスが変更さ

れます。 
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2.3 メールアドレス変更届完了画面 

 
 

変更の届出が完了すると、確認のために変更後のメールアドレスが表示されます。 
また、手続き完了メールが、変更後のメールアドレスあてに送られます。 

 

2.3.1 メール通知 

 
 [メールアドレス変更完了のメールの例] 
***************************************************************** 

メールアドレスの変更が完了しましたことをお知らせします。

---------- 以上 ---------- 

 

送信元 [神奈川県]・資格申請システム 

***************************************************************** 

 
変更完了メールが届かない場合 

変更の届出が完了して、しばらくしても変更完了メールが届かない場合は、メールアドレス

を誤って登録している可能性があります。 

その場合は、再度メールアドレス変更届により、正しいメールアドレスへ変更してください。 

メールアドレスが正しく登録されていても、ネットワークやプロバイダの状況、メールソフ

トの設定など様々な原因によりメールが受信できない場合があります。その場合は、メール受

信ソフトの設定の確認や、ご利用されているプロバイダなどにお問い合わせください。 

また、フリーメールでは、メールが受信できない場合がありますので、確実に受信できるメ

ールアドレスを登録してください。 
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3 ＩＤ／パスワード確認申請 

 
 
ＩＤ（認定番号）または仮ＩＤ及びパスワードを忘れてしまった場合に、確認すること

ができます。 
「ＩＤパスワード確認申請」ボタンをクリックすると、ＩＤ／パスワード確認申請画面

が表示されます。 
 

 
 

ＩＤ／パスワード確認手順 
１ ＩＤ／パスワード確認申請（任意のキーワードを登録します。） 

２ メール送付（入力されたメールアドレスあてに到達番号が送られます） 

３ ＩＤ／パスワード確認（キーワードと到達番号で確認します。） 

 

○既に認定されている事業者の方への注意 

本ＩＤは認定番号と同じです。認定通知書や入札情報サービスシステムの資格者名簿でも確認 

できます。 

初期パスワードは、新規申請時の神奈川県の競争入札参加資格認定通知書に記載されています。 

継続申請時の認定通知書には記載されません。 
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3.1 ＩＤ／パスワード確認申請 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
次の項目を入力後、「送信」ボタンをクリックすると、ＩＤパスワード確認申請完了画

面が表示されます。 
 
確認申請 
確認する項目を選択します。 

「パスワード」「認定番号又は仮ＩＤ」のどちらかを選択してください。 

 
認定番号又は仮ＩＤ 

・「パスワード」を確認する場合 

認定されている場合は、認定番号を入力します。 

新規申請の手続き中で仮ＩＤのみ持っている場合は、仮ＩＤを入力します。 

・「認定番号又は仮ＩＤ」を確認する場合 →入力できません。 

 
申請者メールアドレス 

登録されている申請者メールアドレスまたは申請担当者メールアドレスを入力します。到達番

号の送信先メールアドレスになります。 
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商号又は名称 

・「パスワード」を確認する場合→入力できません。 

・「認定番号又は仮ＩＤ」を確認する場合 

この項目は任意項目ですので、通常は指定しなくても構いませんが、同一のメールアドレス

で複数の事業者情報を申請している場合には、確認したい事業者を絞り込むことができます。 

なお、入力する商号又は名称は一部でも構いません。 

 
キーワード 

半角英数字（ａ～ｚ、Ａ～Ｚ、０～９）１０文字以内でキーワードを入力します。 

キーワードの内容は任意です。 

 

※アルファベットの大文字と小文字は別の文字として扱いますので、ご注意ください。 

キーワードはパスワード確認の時に必要となりますので、必ず控えておいてください。 
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3.2 ＩＤ／パスワード確認申請完了 

 
 

確認申請が完了すると、ＩＤ／パスワード確認申請画面で入力したメールアドレスあて

に、到達番号をお知らせする通知メールが送られます。 
 

3.2.1 メール通知 

 
[ＩＤパスワード発行用到達番号の通知メールの例] 
***************************************************************** 

ＩＤ／パスワード確認申請を受理しました。 

「ＩＤ／パスワード確認用到達番号」をお知らせします。 

確認申請時に登録した「キーワード」と下記「到達番号」を使用して

ＩＤ／パスワードの確認を行ってください。 

 

到達番号「********」 

 

 ----------以上---------- 

 

送信元 ＠・資格申請システム 

 

***************************************************************** 
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3.3 ＩＤ／パスワード確認 

 
 

メールで到達番号が届いた後、「ＩＤパスワード確認」ボタンをクリックします。 
ＩＤ／パスワード確認画面が表示されます。 



【資格申請システム操作マニュアル（パスワード確認申請他）】 

2022 年 9 月版 11 

 

3.4 到達番号及びキーワード入力 

 
 

メールで通知された「到達番号」と、ＩＤパスワード確認申請で入力した「キーワード」

を入力して、「発行」ボタンをクリックします。 
ＩＤ（仮ＩＤ）／パスワード発行完了画面が表示されます。 
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3.5 ＩＤ／パスワード発行完了 
 

【パスワード確認の場合】 

 
 

【認定番号又は仮ＩＤの場合】 

 
 

仮ＩＤの場合は、画面タイトルが「仮ＩＤ発行完了」と表示されます。 
なお、ＩＤ／パスワード確認申請画面に入力されたメールアドレスが複数の事業者に登

録されている場合は、該当する全ての事業者が表示されます。 
 

確認後、「完了」ボタンをクリックしてください。 
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