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3.5 工事希望型指名競争入札 
 
3.5.1 業務の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5.2 入札案内書を確認する 

3.5.3 入札参加申込書を提出する 

3.5.4入札参加申込書受付票を確認する 

3.5.5 指名／非指名通知書を確認する 
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3.5.2 入札案内書を確認する 

 
【調達案件一覧】画面 

 

 

① 表示ボタンを押下します。 
⇒【入札案内書】画面が表示されます。 

 
 

《補足説明》 
・本システムで発注者から入札案内書が発行されると、【利用者登録】画面で代表窓

口情報として登録したメールアドレスに、「◇入札案内書到着のお知らせ」という

件名で、入札案内書が発行されたことをお知らせするメールが送信されます。（お

知らせメールはあくまでも補助的な連絡手段です。入札情報については必ず、電子

入札システムでご確認ください）。 
・調達案件名称を押下することにより、調達案件概要を表示します。詳細については、

「2.3 調達案件概要を表示する」を参照してください。 
・最新表示ボタンを押下することにより、同じ検索条件で再検索を行い、最新の一覧 
情報を表示します。 

・ページが複数ある場合は、 ボタン、 ボタン、その間にあるページ番号を押下す

ることにより目的のページに移動します。下線が表示されていないページ番号が、

現在表示しているページになります。 
  ボタン ： 次のページを表示 
  ボタン ： 前のページを表示 
  ページ番号 ： 該当ページを表示 

 
 

操作手順 

① 
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【入札案内書】画面 

 

 

①  添付資料がある場合は、添付資料表示ボタンが表示されます。 
添付資料を表示、保存する場合は、添付資料表示ボタンを押下します。 
⇒詳細については、「2.10 通知書に添付されている資料を開く／保存する」を参照してください。 

② 印刷する場合は、印刷ボタンを押下します。 
⇒詳細については、「2.7 発注者から発行された各種通知書を印刷する」を参照してください。 

③ 保存する場合は、保存ボタンを押下します。 
⇒詳細については、「2.8 発注者から発行された各種通知書を保存する」を参照してください。 

④ 【調達案件一覧】画面に戻る場合は、戻るボタンを押下します。 
⇒【調達案件一覧】画面が表示されます。 

 
《補足説明》署名検証 

署名検証ボタン を押下することにより、署名検証成否のポップアップが表示され

ます。 
 

ここまでが、「入札案内書確認」の操作となります。 
入札参加申込書を提出する場合は、｢3.5.3 入札参加申込書を提出する｣を参照してください。 

操作手順 

① ③ ② ④ 
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3.5.3 入札参加申込書を提出する 

 
【調達案件一覧】画面 

 

 

① 提出ボタンを押下します。 
⇒【入札参加申込書】画面が表示されます。 

 

操作手順 

① 
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【入札参加申込書】画面 

 

 

① 必要な情報を入力もしくは確認します。 
添付資料を追加する場合は、参照ボタンを押下します。 
⇒添付資料を選択する画面が表示されます。 

② 添付資料を選択し、添付資料追加ボタンを押下します。 
⇒添付資料が付加されます。 
※添付資料のファイル名の文字数は、全角、半角に関わらず拡張子を含め 35 文字までとなります。 

③ 提出内容確認ボタンを押下します。 
⇒【入札参加申込書】確認画面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 

操作手順 

① ② 

③ 
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《補足説明》 
・添付資料の確認を行う場合 
ファイル名をクリックすることにより、添付資料の確認ができます。 

 
・特定 JV による入札を行う場合（工事／コンサルの場合のみ） 

JV 参加チェックボックスにチェックを入れ、企業体名称テキストボックスに企業体

名称を全角６０文字（１２０バイト）以内で入力してください。 
添付資料の追加または削除を行う際、JV 参加チェックボックス、企業体名称のど

ちらかに入力もれがある場合、以下の動作をします。 
JV 参加チェックボックスにチェックあり、企業体名称入力なし  

→JV 参加チェックボックスのチェックが消去される 
JV 参加チェックボックスにチェックなし、企業体名称入力あり  

→企業体名称が消去される 
 

 
・問い合わせ先情報について 
利用者登録時の IC カード利用部署情報の内容が初期表示されますが、当該案件に

ついて連絡先等を変更する場合は、変更箇所について内容を変更してください。 
なお、ここで変更した内容は利用者登録の内容には反映されません。初期表示の内

容を変更する場合には、利用者登録の内容を変更してください。利用者登録の変更

については、「利用者登録操作マニュアル」を参照ください。 
 
部署 ：全角６０文字（１２０バイト）以内 
担当者 ：全角２０文字（４０バイト）以内 
住所 ：全角６０文字（１２０バイト）以内 
電話番号 ：半角数字ハイフンのみ２５文字（２５バイト）以内 
E-Mail ：半角英数字１００文字（１００バイト）以内 

 
電子入札システムは時間によって管理されています。締切時間ぎりぎりに送信された場合、通信の状況等に

より通信中のものであっても時間になれば自動的に締切られます。余裕を持って提出して頂くようお願いい

たします。 



3.5 工事希望型指名競争入札 

3.5-7 

【入札参加申込書】確認画面 

 

 

① 提出内容を確認後、提出ボタンを押下します。 
⇒【入札参加申込書受信確認通知】画面が表示されます。 

 
《補足説明》添付資料の確認を行う場合 

ファイル名をクリックすることにより、添付資料の確認ができます。 
 
 
 

操作手順 

① 
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【入札参加申込書受信確認通知】画面 

 

 

① 印刷ボタンを押下します。 
⇒印刷用別ウィンドウが表示されます。詳細については「2.7 発注者から発行された各種通知書を

印刷する」を参照してください。 

② 印刷が終わりましたら、調達案件一覧ボタンを押下してください。 
 

《補足説明》 
・【入札参加申込書受信確認通知】画面は、後で印刷することはできないため、必ず

表示された時点で印刷してください。 
・調達案件一覧ボタンは印刷ボタンを押下すると押下できるようになります。 

 
 
 
 

操作手順 

① ② 
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入札参加申込書を提出した後に、申込書の内容を確認する場合の手順はつぎのとおりです。 
 
【調達案件一覧】画面 

 

 

① 表示ボタンを押下します。 
⇒【入札参加申込書】画面が表示されます。 

 
 

操作手順 

① 
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【入札参加申込書】画面 

 

 

① 印刷する場合は、印刷ボタンを押下します。 
⇒詳細については、「2.7 発注者から発行された各種通知書を印刷する」を参照してください。 

② 保存する場合は、保存ボタンを押下します。 
⇒詳細については、「2.8 発注者から発行された各種通知書を保存する」を参照してください。 

③ 【調達案件一覧】画面に戻る場合は、戻るボタンを押下します。 
⇒【調達案件一覧】画面が表示されます。 

 
《補足説明》署名検証 

署名検証ボタン を押下することにより、署名検証成否のポップアップが表示され

ます。 
 

ここまでが、「入札参加申込書提出」の操作となります。 
入札参加申込書受付票を確認する場合は、「3.5.4 入札参加申込書受付票を確認する」を参照してください。 

 

操作手順 

① ② ③ 
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3.5.4 入札参加申込書受付票を確認する 

 
【調達案件一覧】画面 

 

 

① 表示ボタンを押下します。 
⇒【入札参加申込書受付票】画面が表示されます。 
 
《補足説明》 

・本システムで発注者から入札参加申込書受付票が発行されると、【入札参加申込

書】画面で登録したメールアドレスへお知らせメールが送信されます。（【利用者

登録】画面で利用部署情報として登録したアドレスではありません）。（お知らせ

メールはあくまでも補助的な連絡手段です。入札情報については必ず、電子入札シ

ステムでご確認ください）。 
 
 

操作手順 

① 
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【入札参加申込書受付票】画面 

 

 

① 印刷する場合は、印刷ボタンを押下します。 
⇒詳細については、「2.7 発注者から発行された各種通知書を印刷する」を参照してください。 

② 保存する場合は、保存ボタンを押下します。 
⇒詳細については、「2.8 発注者から発行された各種通知書を保存する」を参照してください。 

③ 【調達案件一覧】画面に戻る場合は、戻るボタンを押下します。 
⇒【調達案件一覧】画面が表示されます。 

 
《補足説明》署名検証 

署名検証ボタン を押下することにより、署名検証成否のポップアップが表示され

ます。 
 

ここまでが「入札参加申込書受付票確認」の操作となります。 
指名／非指名通知書を確認する場合は、「3.5.5 指名／非指名通知書を確認する」を参照してください。 

 

操作手順 

 

① ③ ② 
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3.5.5 指名／非指名通知書を確認する 

 
【調達案件一覧】画面 

 

 

① 表示ボタンを押下します。 
⇒【指名通知書】または【非指名通知書】画面が表示されます。 

 
《補足説明》 

・本システムで発注者から指名通知書または非指名通知書が発行されると、【入札参

加申込書】画面で登録したメールアドレスへお知らせメールが送信されます。

（【利用者登録】画面で利用部署情報として登録したアドレスではありません）。

（お知らせメールはあくまでも補助的な連絡手段です。入札情報については必ず、

電子入札システムでご確認ください）。 
・非指名となった場合は、説明請求を行うことができます。 
説明請求は、本システムにて行うことが可能です。非指名となった場合で理由の説

明を求める場合、説明要求タブをクリックして説明請求の機能へ移動してください。 
説明請求の詳細な操作は質問回答マニュアルの【３「参加資格なし／ 非指名／ 非選

定／ 非特定」の説明要求】の項目をご参照ください。 
 

操作手順 

 

① 
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【指名通知書】画面 

 

 

① 添付資料がある場合は、添付資料表示ボタンが表示されます。 
添付資料を表示、保存する場合は、添付資料表示ボタンを押下します。 
⇒詳細については、「2.10 通知書に添付されている資料を開く／保存する」を参照してください。 

② 印刷する場合は、印刷ボタンを押下します。 
⇒詳細については、「2.7 発注者から発行された各種通知書を印刷する」を参照してください。 

③ 保存する場合は、保存ボタンを押下します。 
⇒詳細については、「2.8 発注者から発行された各種通知書を保存する」を参照してください。 

④ 【調達案件一覧】画面に戻る場合は、戻るボタンを押下します。 
⇒【調達案件一覧】画面が表示されます。 

 
 

《補足説明》署名検証 

署名検証ボタン を押下することにより、署名検証成否のポップアップが表示され

ます。 
 
 

操作手順 

 

④ 

 

① ③ ② 
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【非指名通知書】画面 

 

 

① 印刷する場合は、印刷ボタンを押下します。 
⇒詳細については、「2.7 発注者から発行された各種通知書を印刷する」を参照してください。 

② 保存する場合は、保存ボタンを押下します。 
⇒詳細については、「2.8 発注者から発行された各種通知書を保存する」を参照してください。 

③ 【調達案件一覧】画面に戻る場合は、戻るボタンを押下します。 
⇒【調達案件一覧】画面が表示されます。 

 
《補足説明》署名検証 

署名検証ボタン を押下することにより、署名検証成否のポップアップが表示され

ます。 

操作手順 

  

① ③ ② 
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