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1. 操作マニュアル概要

1.1.はじめに

1.1.1.マニュアルの見方

① 業務の流れを確認する

２章では、各入札方式の入札準備の操作、３章では入札以降の操作について説明しております。

各入札方式操作の説明の冒頭には、以下のような業務の流れについて説明した図を用意しております。

それぞれの業務に記述してある章を参照下さい。

なお、入札以降の処理については、各入札方式で共通のため、3章にまとめて説明しております。

以下の図は、工事：一般競争の場合の例です。

3.1.2 入札書提出
入札書の提出を行います

3.1.3 入札書受付票受理
入札書（再入札書・見積書）受付票の確認を行います

3.1.4 入札締切通知書受理
入札（再入札・見積）締切通知書の確認を行います

3.1.7 落札者決定通知書受理
落札者決定通知書の確認を行います

3.1.5 再入札通知書受理
再入札通知書の確認を行います

3.1.6 再入札書提出
再入札書の提出を行います

《再入札の場合》

3.2.2 見積依頼通知書受理
見積依頼通知書の確認を行います

3.2.3 見積書提出
見積書の提出を行います

《見積の場合》

3.2.4 決定通知書受理
決定通知書の確認を行います

《日時変更が発生した場合》

3.3.2 日時変更通知書受理
日時変更通知書の確認を行います

3.3.3 保留通知書受理
保留通知書の確認を行います

3.3.4 取止め通知書受理
取止め通知書の確認を行います

《保留の場合》 《取止めの場合》

2.1.2 申請書提出
参加申請書の提出を行います。

2.1.3 申請書受付票受理
参加申請書受付票の確認を行います。

2.1.4 申請通知書受理
参加申請通知書の確認を行います。
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各操作の流れを確認するには、それぞれの操作の流れが書かれた節を参照しますが、

中には、各業務の詳細な流れについて説明した場合もあります。この場合も同様に、それぞれの章を参照下さい。

以下の図は、工事：一般競争の入札参加資格審査申請書提出を例に挙げています。

申請書提出
入札参加資格審査申請書を提出します

申請書表示
提出した入札参加資格審査申請書を確認します

申請書印刷
提出した入札参加資格審査申請書を印刷します

申請書保存
提出した入札参加資格審査申請書を保存します
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② 操作の流れを確認する

それぞれの業務には、以下のような操作の流れを説明した図を用意しております。

現在参照中の操作は、網掛けがしてあります。その他の操作方法を確認するには、それぞれの操作方法が書かれた節を参照下さい。

なお、ログインと案件検索の操作については、各入札方式で共通のため１章にまとめて説明しております。

以下の図は、工事：一般競争の参加申請書を提出する場合の例です。

③ 操作方法を確認する

それぞれの操作説明画面は、以下のような構成で説明しております。

ログイン
電子調達システムにログインします

調達案件検索
調達案件を検索します

入札参加資格審査申請書提出
入札参加資格審査申請書を提出します
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参加申請書受付対象一覧画面を表示するには？

申請書提出 通知書受理受付票受理

ログイン 調達案件検索 申請書提出 申請書表示 申請書印刷

入札参加資格審査申請書を提出可能な案件を表示する一覧画面です。

画面説明

提出ボタン①を押下します。

【補足説明】

・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。

・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。

・ ボタンを押下することにより、前データを表示します。

・ ボタンを押下することにより、次データを表示します。

操作手順

①

申請書保存

業務の参照と

操作手順について説明

操作概要について説明

操作手順について説明

操作を行う画面

操作を行うボタン

現在の操作名称
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1.2. 基本操作

案件検索
調達案件検索を行い、各種案件一覧情報を参照します

各種業務処理
申請書提出、入札書提出など各種業務処理を行います

ログイン
電子調達システムにログインします
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1.2.1.電子調達システムにログインするには？

案件検索
調達案件検索を行い、各種案件一覧情報を参照します

各種業務処理
申請書提出、入札書提出など各種業務処理を行います

ログイン
電子調達システムにログインします
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電子調達システムにログインするには？

利用者登録、電子調達システムの選択を行う画面です。

画面説明

電子調達システム①を押下することにより、電子調達システム起動画面に遷移します。

業務実行中は、この画面を閉じないで下さい。業務画面よりも先にこの画面を閉じると、アプリケーションが正常に終了しない場合があり

ます。

操作手順

①
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電子調達システムにログインするには？

①

電子調達システムの受注者機能を起動します。

画面説明

電子調達システムボタン①を押下します。

操作手順
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電子調達システムにログインするには？

ICカード情報の確認を行います。

画面説明

ICカードを ICカードリーダに差し込み、パスワード（PIN）、担当者名を入力①後、OKボタン②を押下します。

操作手順

①

②
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電子調達システムにログインするには？

案件の検索条件を設定する画面です。

条件に応じた実施予定案件数の表示、調達案件（案件の登録・審査）や入札案件（案件の開札）の一覧画面表示を選択できます。

画面説明

案件の検索条件①を設定し、申請等締切予定案件の「調達案件一覧」、入札締切予定案件の「入札状況一覧」、開札予定案件の「入札状況一

覧」②を押下することにより、各々の一覧画面を表示します。

【補足説明】

「申請書提出」もしくは「受付票・通知書の確認」を行う場合には、『1.2.2.1.調達案件を検索するには』を参照します。

「入札書提出」を行う場合は、『1.2.2.2.入札案件を検索するには』を参照します。

詳細な検索条件を設定し案件検索を行う場合は、左メニューの「調達案件検索」ボタンを押下します。

本画面で検索した案件の詳細検索条件は、「調達案件検索」画面の初期設定値とします。

・ICカード有効期限について

ICカード本体に記載された有効期限と画面に表示された有効期限に差がある場合が有ります。

操作手順

①②
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電子調達システムにログインするには？

案件の検索条件を設定する画面です。

詳細な検索条件が設定可能です。

条件に応じた実施予定案件数の表示、調達案件（案件の登録・審査）や入札案件（案件の開札）の一覧画面表示を選択できます。

画面説明

案件の検索条件①を設定し、申請等締切予定案件の「調達案件一覧」、入札締切予定案件の「入札状況一覧」、開札予定案件の「入札状況一

覧」②を押下することにより、各々の一覧画面を表示します。

【補足説明】

「申請書提出」もしくは「受付票・通知書の確認」を行う場合には、『1.2.2.1.調達案件を検索するには』を参照します。

「入札書提出」を行う場合は、『1.2.2.2.入札案件を検索するには』を参照します。

・画面上の条件検索項目について

検索日付：任意

表示件数：必須（デフォルト 10件）

案件表示順序：必須（デフォルト 案件名称 昇順）

操作手順

①

②
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1.2.2.案件の検索を行うには？

ログイン
電子調達システムにログインします

案件検索
調達案件検索を行い、各種案件一覧情報を参照します

各種業務処理
申請書提出、入札書提出など各種業務処理を行います
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案件検索
調達案件検索を行い、各種案件一覧情報を参照します

調達案件検索
申請書提出、受付票表示、通知書表示を行う場合に用います

入札案件検索
入札書提出、見積書提出、各種通知書表示を行う場合に用います
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1.2.2.1. 調達案件を検索するには？

案件検索
調達案件検索を行い、各種案件一覧情報を参照します

調達案件検索
申請書提出、受付票表示、通知書表示を行う場合に用います

入札案件検索
入札書提出、見積書提出、各種通知書表示を行う場合に用います
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メインメニュー

案件の検索条件を設定する画面です。

条件に応じた調達案件（申請書提出もしくは受付票・通知書の確認）の一覧画面表示を選択できます。

画面説明

案件の検索条件を設定し、左メニューの調達案件一覧ボタン①を押下することにより、調達案件一覧画面を表示します。

・画面上の条件検索項目について

部局：必須

検索方法 ：任意

案件番号：任意

表示件数：必須（デフォルト 10件）

案件表示順序：必須（デフォルト 案件番号 昇順）

操作手順

①
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メインメニュー

案件の検索条件を設定する画面です。

詳細な検索条件が設定可能です。

条件に応じた調達案件（案件の登録・審査）や入札案件（案件の開札）の一覧画面表示を選択できます。

画面説明

案件の検索条件を設定し、左メニューの調達案件一覧ボタン①を押下することにより、調達案件一覧画面を表示します。

【補足説明】

「申請書提出」もしくは「受付票・通知書の確認」を行う場合には、『1.2.2.1.調達案件を検索するには』を参照します。

「入札書提出」を行う場合は、『1.2.2.2.入札案件を検索するには』を参照します。

案件番号のみのチェックボックスをチェックした場合、他の検索条件は無効となります。

・画面上の条件検索項目について

部局：必須

課係・事務所  ：必須（全て選択可能）

入札契約方式 ：必須（全て選択可能）

工事種別／コンサル種別：必須（全て選択可能）

案件状態：任意

検索日付：任意（時間は 00:00:00から 23:59:59に自動設定します）

案件番号：任意

案件名称：任意

表示件数：必須（デフォルト 10件）

案件表示順序：必須（デフォルト 案件名称 昇順）

操作手順
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①



第１章 操作マニュアル概要

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

1.2-14

調達案件一覧画面

メインメニューで設定した条件に該当する案件情報の一覧を表示します。

画面説明

この画面より、申請書の提出、受付票／通知書の表示を行う案件の選択を行います。

【補足説明】

「申請書の提出」を行う場合には、『2.1.2.入札参加資格審査申請書の提出』を参照します。

「入札参加資格審査申請受付票の確認」を行う場合は、『2.1.3. 入札参加資格審査申請書受付票の受理』を参照します。

「入札参加資格審査申請通知書の確認」を行う場合は、『2.1.4. 入札参加資格審査通知書の受理』を参照します。

・左メニュー項目について

調達案件検索：メインメニューに遷移します

調達案件一覧：現在の画面

入札状況一覧：入札書を提出する際の一覧画面に遷移します。

・ページインデックスについて

ページインデックスリンク①押下により表示件数×ページインデックス番号の案件が表示されます。

例：表示件数が 10件で 3リンク押下時は 31から 40件までが表示されます。

操作手順

①



第１章 操作マニュアル概要

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

1.2-15

1.2.2.2. 入札案件を検索するには？

案件検索
調達案件検索を行い、各種案件一覧情報を参照します

調達案件検索
申請書提出、受付票表示、通知書表示を行う場合に用います

入札案件検索
入札書提出、見積書提出、各種通知書表示を行う場合に用います



第１章 操作マニュアル概要

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

1.2-16

メインメニュー

案件の検索条件を設定する画面です。

条件に応じた案件もしくは入札書提出を行う場合の入札状況一覧画面を表示させます。

画面説明

案件の検索条件を設定し、左メニューの入札状況一覧ボタン①を押下します。

【補足説明】

「申請書提出」もしくは「受付票・通知書の確認」を行う場合には、『1.2.2.1.調達案件を検索するには』を参照します。

「入札書提出」を行う場合は、『1.2.2.2.入札案件を検索するには』を参照します。

・画面上の条件検索項目について

部局：必須

検索方法 ：任意

案件番号：任意

表示件数：必須（デフォルト 10件）

案件表示順序：必須（デフォルト 案件番号 昇順）

操作手順

①



第１章 操作マニュアル概要

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

1.2-17

メインメニュー

案件の検索条件を設定する画面です。

詳細な検索条件が設定可能です。

入札書提出を行う場合の入札状況一覧画面を表示させます。

画面説明

案件の検索条件を設定し、左メニューの入札状況一覧ボタン①を押下します。

【補足説明】

「申請書提出」もしくは「受付票・通知書の確認」を行う場合には、『1.2.2.1.調達案件を検索するには』を参照します。

「入札書提出」を行う場合は、『1.2.2.2.入札案件を検索するには』を参照します。

・画面上の条件検索項目について

部局：必須

課係・事務所  ：必須（全て選択可能）

入札契約方式 ：必須（全て選択可能）

工事種別／コンサル種別：必須（全て選択可能）

案件状態：任意

検索日付：任意（時間は 00:00:00から 23:59:59に自動設定します）

案件番号：任意

案件名称：任意

表示件数：必須（デフォルト 10件）

案件表示順序：必須（デフォルト 案件名称 昇順）

操作手順

①



第１章 操作マニュアル概要

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

1.2-18

入札状況一覧画面

メインメニューで設定した条件に該当する案件情報の一覧を表示します。

画面説明

この画面より、入札書の提出（辞退届）、受付票の表示、各種通知書の表示を行う案件の選択を行います。

【補足説明】

「入札書の提出」を行う場合には、『3.1.2.入札書の提出』を参照します。

「入札書受付票の確認」を行う場合は、『3.1.3.入札書受付票の受理』を参照します。

「入札締切通知書の確認」を行う場合は、『3.1.4.入札締切通知書の受理』を参照します。

「落札者決定通知書の確認」を行う場合は、『3.1.7.落札者決定通知書の受理』を参照します。

・左メニュー項目について

調達案件検索：メインメニューに遷移します

調達案件一覧：申請書提出、申請書受付票および通知書を確認する際の一覧画面に遷移します

入札状況一覧：現在の画面

・ページインデックスについて

ページインデックスリンク①押下により表示件数×ページインデックス番号の案件が表示されます。

例：表示件数が 10件で 3リンク押下時は 31から 40件までが表示されます。

操作手順

①



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-1 

2. 入札業務操作説明（１／３） 

2.1. 一般競争入札方式 

2.1.1. 業務の流れ 

 

3.1.2入札書提出 
入札書の提出を行います 

3.1.3入札書受付票受理 
入札書（再入札書・見積書）受付票の確認を行います 

3.1.4入札締切通知書受理 
入札（再入札・見積）締切通知書の確認を行います 

3.1.7落札者決定通知書受理 
落札者決定通知書の確認を行います 

3.1.5再入札通知書受理 
再入札通知書の確認を行います 

3.1.6再入札書提出 
再入札書の提出を行います 

《再入札の場合》 

3.2.2見積依頼通知書受理 
見積依頼通知書の確認を行います 

3.2.3見積書提出 
見積書の提出を行います 

《見積の場合》 

3.2.4決定通知書受理 
決定通知書の確認を行います 

2.1.2申請書提出 
参加申請書の提出を行います。 

2.1.3申請書受付票受理 
参加申請書受付票の確認を行います。 

2.1.4申請通知書受理 
参加申請通知書の確認を行います。 

※2.1.5技術資料提出 
技術資料の提出を行います。 

※2.1.6技術資料受付票受理 
技術資料受付票の確認を行います。 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 落札方式が総合評価（拡充版）の場合、技術資料の提出が必要となります。

《日時変更が発生した場合》 

3.3.2日時変更通知書受理 
日時変更通知書の確認を行います 

3.3.3保留通知書受理 
保留通知書の確認を行います 

3.3.4取止め通知書受理 
取止め通知書の確認を行います 

《保留の場合》 《取止めの場合》 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-3 

 

2.1.2. 入札参加資格審査申請書提出の流れ 

 

 

2.1.2.1申請書提出 
入札参加資格審査申請書を提出します 

2.1.2.2申請書表示 
提出した入札参加資格審査申請書を確認します 

2.1.2.3申請書印刷 
提出した入札参加資格審査申請書を印刷します 

2.1.2.4申請書保存 
提出した入札参加資格審査申請書を保存します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-4 

 

2.1.2.1. 入札参加資格審査申請書を提出するには？ 

 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.1.2.1入札参加資格審査申請書提出 
入札参加資格審査申請書を提出します 

② ④ 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-5 

 

入札参加資格審査申請書を提出するには？ 

 

 

 

 

入札参加資格審査申請書を提出可能な案件を表示する一覧画面です。 

画面説明 

 

提出ボタン①を押下します。 

 

 

【補足説明】 

・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。 

・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。 

・
 

ボタンを押下することにより、前データを表示します。 

・
 

ボタンを押下することにより、次データを表示します。 

 

 

 

 

操作手順 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 申請書提出 

① 

申請書表示 申請書印刷 申請書保存 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-6 

 

入札参加資格審査申請書を提出するには？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【入札参加資格審査申請書提出画面】 

入札参加資格審査申請書を提出するために、必要な情報を入力する画面です。 

画面説明 

 

必要な情報を入力もしくは確認後、参照ボタン②を押下し添付資料を選択後、添付資料追加ボタン③を押下することにより、“添付資料”を

付加して提出内容確認ボタン④を押下します。 

 

 

【補足説明】 

※添付資料の確認を行う場合 

・表示したい添付資料を選択後、「表示」ボタンを押下することにより、別ブラウザにて添付資料が表示されます。 

 

※JV による入札を行う場合 

・「JV 参加」チェックボックスにチェックを忘れず入れて下さい。 

・「JV 参加」チェックボックスにチェックを入れると、「企業体名称」と「他の構成員」の入力が必須となります。 

 他の構成員は業者番号と出資比率を入力し、「追加」ボタンを押下することにより選択することができます。 

 尚、「JV参加」チェックボックスに固定のチェックが入っている案件は、発注者側が JV参加のみを許可する案件として定めたものです。 

 

※文字制限について 

・ 企業体名称   ：全角６０文字（１２０バイト）以内 

・ 連絡先名称   ：全角６０文字（１２０バイト）以内 

・ 連絡先氏名   ：全角２０文字（４０バイト）以内 

・ 連絡先住所   ：全角６０文字（１２０バイト）以内 

・ 連絡先電話番号 ：半角数字ハイフンのみ２５文字（２５バイト）以内 

・ 連絡先 E-Mail  ：半角英数字１００文字（１００バイト）以内 

・ 業者番号    ：半角数字１０文字（１０バイト） 

・ 出資比率    ：半角数字２文字（２バイト） 

 

電子調達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。 

なお、提出が間に合わないと思われる場合には、早めに発注者に連絡し、対応についてご相談ください。 

 

操作手順 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 申請書提出 申請書表示 申請書印刷 申請書保存 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-7 

② 

 

 

③ 

 

 

④ 

 

 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-8 

 

入札参加資格審査申請書を提出するには？ 

 

 

 

 

【入札参加資格審査申請書内容確認画面】 

入札参加資格審査申請書の内容を確認後、提出するための画面です。 

画面説明 

 

提出内容を確認後、提出ボタン⑤を押下します。 

 

 

【補足説明】 

・表示したい添付資料を選択後、「表示」ボタンを押下することにより、別ブラウザにて添付資料が表示されます。 

 

 

 

操作手順 

⑤ 

 

 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 申請書提出 申請書表示 申請書印刷 申請書保存 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-9 

 

入札参加資格審査申請書を提出するには？ 

 

 

 

 

 

【申請書受信確認通知画面】 

入札参加資格審査申請書が正常に送信されたことを通知するための画面です。 

画面説明 

 

印刷ボタン⑥を押下することにより、新規ウィンドウが表示されます。 

ブラウザの印刷機能にて印刷を行います。 

 

 

【補足説明】 

「入札参加資格審査申請書受信確認通知」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するよう注意願います。 

 

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 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 申請書提出 申請書表示 申請書印刷 申請書保存 

⑥ 

 

 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-10 

 

入札参加資格審査申請書を提出するには？ 

 

 

 

  

 

申請書受信確認通知を印刷する画面です。 

画面説明 

 

ツール⑦から印刷を選択します。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、入札参加資格審査申請書受信確認通知画面に戻って下さい。 

 

 

【補足説明】 

「入札参加資格審査申請書受信確認通知」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するよう注意願います。 

 

 

 

ここまでが、「入札参加資格審査申請書提出」の操作となります。 
 

【次の操作】 

入札参加資格審査申請書受付票を確認する場合は、「2.1.3.1入札参加資格審査申請書受付票を確認するには？」を参照します。 

 

 

操作手順 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 申請書提出 申請書表示 申請書印刷 申請書保存 

⑦ 

 

 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-11 

 

入札参加資格審査申請書を提出するには？ 

 

 

 

 

 

【申請書受信確認通知画面】 

入札参加資格審査申請書が正常に送信されたことを通知するための画面です。 

画面説明 

 

印刷ボタンを押下することにより、調達案件一覧ボタンが押下できるようになります。 

 

 

【補足説明】 

「入札参加資格審査申請書受信確認通知」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するよう注意願います。 

 

「調達案件一覧」画面に戻る場合は、調達案件一覧ボタンを押下します。 

 

操作手順 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 申請書提出 申請書表示 申請書印刷 申請書保存 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-12 

 

2.1.2.2. 入札参加資格審査申請書を確認するには？ 

 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.1.2.2参加申請書表示 
提出済みの入札参加資格審査申請書を表示します 

② ④ 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-13 

 

入札参加資格審査申請書を確認するには？ 

 

 

 

 

 

入札参加資格審査申請書を表示するための一覧画面です。 

画面説明 

 

表示ボタン①を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 申請書提出 

① 

申請書表示 申請書印刷 申請書保存 
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電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-14 

 

入札参加資格審査申請書を確認するには？ 

 

 

 

 

提出済みの入札参加資格審査申請書を閲覧するための画面です。 

画面説明 

 

戻るボタン②を押下することにより、調達案件一覧画面に戻ります。 

 

 

【次の操作】 

・印刷する場合は、印刷ボタン③を押下します（詳細については、「2.1.2.3入札参加資格審査申請書を印刷するには？」を参照） 

・保存する場合は、保存ボタン④を押下します（詳細については、「2.1.2.4入札参加資格審査申請書を保存するには？」を参照） 

 

【補足説明】 

・署名検証ボタン⑤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 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 申請書提出 申請書表示 申請書印刷 申請書保存 

③ 
④  

⑤ 

② 
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電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-15 

 

2.1.2.3. 入札参加資格審査申請書を印刷するには？ 

 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.1.2.3参加申請書印刷 
提出済みの入札参加資格審査申請書を印刷します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-16 

 

入札参加資格審査申請書を印刷するには？ 

 

 

 

 

【入札参加資格審査申請書画面】 

入札参加資格審査申請書を印刷するための画面です。 

画面説明 

 

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて入札参加資格審査申請書印刷画面を表示します。 

 

 

 

操作手順 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 申請書提出 申請書表示 申請書印刷 申請書保存 

③ 
 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-17 

 

入札参加資格審査申請書を印刷するには？ 

 

 

 

 

 

【新規ウィンドウ】 

入札参加資格審査申請書を印刷するための画面です。 

画面説明 

 

入札参加資格審査申請書印刷画面のツール④から印刷を選択します。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、入札参加資格審査申請書画面に戻って下さい。 

 

【補足説明】 

入札参加資格審査申請書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。 

操作手順 

④ 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 申請書提出 申請書表示 申請書印刷 申請書保存 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-18 

 

2.1.2.4. 入札参加資格審査申請書を保存するには？ 

 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.1.2.4参加申請書保存 
提出済みの入札参加資格審査申請書を保存します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-19 

 

入札参加資格審査申請書を保存するには？ 

 

 

 

 

入札参加資格審査申請書を保存するための画面です。 

画面説明 

 

保存ボタン⑤を押下することにより、通知バーを表示します。 

 

 

 

 

 

操作手順 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 申請書提出 申請書表示 申請書印刷 申請書保存 

⑤ 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-20 

 

入札参加資格審査申請書を保存するには？ 

 

 

 

 

【通知バー】 

入札参加資格審査申請書を保存するための画面です。 

画面説明 

 

入札参加資格審査申請書を保存する場合は、保存ボタン⑥を押下し、保存場所を指定します。 

 

 

 

 

操作手順 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 申請書提出 申請書表示 申請書印刷 申請書保存 

⑥ 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-21 

 

2.1.3. 入札参加資格審査申請書受付票受理の流れ 

 

 

 

 

2.1.3.1受付票表示 
入札参加資格審査申請書受付票を確認します 

2.1.3.2受付票印刷 
入札参加資格審査申請書受付票を印刷します 

2.1.3.3受付票保存 
入札参加資格審査申請書受付票を保存します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-22 

 

2.1.3.1. 入札参加資格審査申請書受付票を確認するには？ 

 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.1.3.1受付票表示 
参加申請書に対する受付票を確認します 

調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-23 

 

入札参加資格審査申請書受付票を確認するには？ 

 

 

 

 

 

発注者から発行される“入札参加資格審査申請書”の受付票を閲覧するための一覧画面です。 

画面説明 

 

表示ボタン①を押下します。 

 

 

 

 

 

操作手順 

① 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 受付票表示 受付票印刷 申請書保存 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-24 

 

入札参加資格審査申請書受付票を確認するには？ 

 

 

 

 

 

発注者から発行される“入札参加資格審査申請書”の受付票を閲覧するための画面です。 

画面説明 

 

戻るボタン②を押下することにより、調達案件一覧画面に戻ります。 

 

 

【次の操作】 

・印刷する場合は、印刷ボタン③を押下します（詳細については、「2.1.3.2入札参加資格審査申請書受付票を印刷するには？」を参照）。 

・保存する場合は、保存ボタン④を押下します（詳細については、「2.1.3.3入札参加資格審査申請書受付票を保存するには？」を参照）。 

・入札参加資格審査通知書を確認する場合は、「2.1.4.1入札参加資格審査通知書を確認するには？」を参照します。 

 

【補足説明】 

・署名検証ボタン⑤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 

③ 

 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 受付票表示 受付票印刷 申請書保存 

④ ② 

⑤ 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-25 

 

2.1.3.2. 入札参加資格審査申請書受付票を印刷するには？ 

 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.1.3.2受付票印刷 
参加申請書受付票を印刷します 

調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-26 

 

入札参加資格審査申請書受付票を印刷するには？ 

 

 

 

 

 

入札参加資格審査申請書受付票を印刷するための画面です。 

画面説明 

 

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて入札参加資格審査申請書受付票印刷画面を表示します。 

操作手順 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 受付票表示 受付票印刷 申請書保存 

③ 

 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-27 

 

入札参加資格審査申請書受付票を印刷するには？ 

 

 

 

 

 

【新規ウィンドウ】 

入札参加資格審査申請書受付票を印刷するための画面です。 

画面説明 

 

入札参加資格審査申請書受付票印刷画面のツール④から印刷を選択します。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、入札参加資格審査申請書受付票画面に戻って下さい。 

 

【補足説明】 

入札参加資格審査申請書受付票印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。 

 

 

 

操作手順 

④ 

④ 

 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 受付票表示 受付票印刷 申請書保存 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-28 

 

2.1.3.3. 入札参加資格審査申請書受付票を保存するには？ 

 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.1.3.3受付票保存 
参加申請書受付票を保存します 

調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-29 

 

入札参加資格審査申請書受付票を保存するには？ 

 

 

 

 

 

入札参加資格審査申請書受付票を保存するための画面です。 

画面説明 

 

保存ボタン⑤を押下することにより、通知バーを表示します。 

 

 

 

 

操作手順 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 受付票表示 受付票印刷 申請書保存 

⑤ 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-30 

 

入札参加資格審査申請書受付票を保存するには？ 

 

 

 

 

 

【通知バー】 

入札参加資格審査申請書受付票を保存するための画面です。 

画面説明 

 

 

入札参加資格審査申請書受付票を保存する場合は、保存ボタン⑥を押下し、保存場所を指定します。 

 

 

 

操作手順 

④ 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 受付票表示 受付票印刷 申請書保存 

⑥ 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-31 

 

2.1.4. 入札参加資格審査通知書受理の流れ 

 

 

2.1.4.1通知書表示 
入札参加資格審査通知書を確認します 

2.1.4.2通知書印刷 
入札参加資格審査通知書を印刷します 

2.1.4.3通知書保存 
入札参加資格審査通知書を保存します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-32 

 

2.1.4.1. 入札参加資格審査通知書を確認するには？ 

 

ログイン 
電子調達システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.1.4.1通知書表示 
入札参加資格審査通知書を確認します 

調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-33 

 

入札参加資格審査通知書を確認するには？ 

 

 

 

 

 

発注者から発行される“入札参加資格審査申請書”の通知書を閲覧するための一覧画面です。 

画面説明 

 

表示ボタン①を押下します。 

 

 

 

 

 

 

操作手順 

① 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-34 

 

入札参加資格審査通知書を確認するには？ 

 

 

 

 

 

発注者から発行される“入札参加資格審査申請書”の通知書を閲覧するための画面です。 

画面説明 

 

戻るボタン②を押下することにより、調達案件一覧画面に戻ります。 

 

 

 

 

【次の操作】 

・印刷する場合は、印刷ボタン③を押下します（詳細については、「2.1.4.2入札参加資格審査通知書を印刷するには？」を参照） 

・保存する場合は、保存ボタン④を押下します（詳細については、「2.1.4.3入札参加資格審査通知書を保存するには？」を参照） 

 

【補足説明】 

・署名検証ボタン⑤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 

② 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存 

③ 
④ 

⑤ 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-35 

 

2.1.4.2. 入札参加資格審査通知書を印刷するには？ 

 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.1.4.2通知書印刷 
入札参加資格審査通知書を印刷します 

調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-36 

 

入札参加資格審査通知書を印刷するには？ 

 

 

 

 

 

入札参加資格審査通知書を印刷するための画面です。 

画面説明 

 

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて入札参加資格審査通知書印刷画面を表示します。 

 

 

操作手順 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存 

③ 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-37 

 

入札参加資格審査通知書を印刷するには？ 

 

 

 

 

 

【新規ウィンドウ】 

入札参加資格審査通知書を印刷するための画面です。 

画面説明 

 

入札参加資格審査通知書印刷画面のツール④から印刷を選択します。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、入札参加資格審査通知書画面に戻って下さい。 

 

 

【補足説明】 

入札参加資格審査通知書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。 

 

 

 

操作手順 

④ 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-38 

 

2.1.4.3. 入札参加資格審査通知書を保存するには？ 

 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.1.4.3通知書保存 
入札参加資格審査通知書を保存します 

調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-39 

 

入札参加資格審査通知書を保存するには？ 

 

 

 

 

 

入札参加資格審査通知書を保存するための画面です。 

画面説明 

 

保存ボタン⑤を押下することにより、通知バーを表示します。 

 

 

 

操作手順 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存 

⑤ 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-40 

 

入札参加資格審査通知書を保存するには？ 

 

 

 

 

【通知バー】 

入札参加資格審査通知書を保存するための画面です。 

画面説明 

 

入札参加資格審査通知書を保存する場合は、保存ボタン⑥を押下し、保存場所を指定します。 

 

操作手順 

申請書提出 通知書受理 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存 

⑥ 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-41 

 

2.1.5. 技術資料提出の流れ 

 

 

2.1.5.1技術資料提出 
技術資料を提出します 

2.1.5.2技術資料表示 
提出した技術資料を表示します 

 

2.1.5.3技術資料印刷 
提出した技術資料を印刷します 

2.1.5.4技術資料保存 
提出した技術資料を保存します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-42 

 

2.1.5.1. 技術資料を提出するには？ 

 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 

2.1.5.1技術資料提出 
技術資料を提出します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-43 

 

技術資料を提出するには？ 

 

 

 

 

技術資料を提出可能な案件を表示する一覧画面です。 

画面説明 

 

提出ボタン①を押下します。 

 

 

【補足説明】 

・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。 

・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。 

・
 

ボタンを押下することにより、前データを表示します。 

・
 

ボタンを押下することにより、次データを表示します。 

 

 

 

 

操作手順 

技術資料提出 受付票表示 

ログイン 調達案件検索 技術資料提出 技術資料表示 技術資料印刷 技術資料保存 

① 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-44 

 

技術資料を提出するには？ 

 

 

 

 

提出する技術資料データファイルを添付する画面です。 

 

画面説明 

 

参照ボタン①を押下し、添付資料を選択後、“添付資料”を付加して提出内容確認ボタン②を押下します。 

 

 

 

 

 

操作手順 

技術資料提出 受付票表示 

ログイン 調達案件検索 技術資料提出 技術資料表示 技術資料印刷 技術資料保存 

① 

② 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-45 

 

技術資料を提出するには？ 

 

 

 

 

提出する技術資料データファイルの内容確認後、提出を行う画面です。 

 

画面説明 

 

添付ファイルを確認後、提出ボタン①を押下します。 

 

 

【補足説明】 

・表示したい添付資料を選択後、表示ボタン②を押下することにより、別ブラウザにて添付資料が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

操作手順 

技術資料提出 受付票表示 

ログイン 調達案件検索 技術資料提出 技術資料表示 技術資料印刷 技術資料保存 

① 

② 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-46 

 

技術資料を提出するには？ 

 

 

 

 

技術資料が正常に送信されたことを通知するための画面です。 

画面説明 

 

印刷ボタン①を押下することにより、新規ウィンドウが表示されます。 

ブラウザの印刷機能にて印刷を行います。 

 

 

【補足説明】 

「技術資料受信確認通知」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するよう注意願います。 

 

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 

技術資料提出 受付票表示 

ログイン 調達案件検索 技術資料提出 技術資料表示 技術資料印刷 技術資料保存 

① 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-47 

 

技術資料を提出するには？ 

 

 

 

 

技術資料受信確認通知を印刷する画面です。 

画面説明 

 

ツール①から印刷を選択します。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタン②で画面を閉じて、技術資料受信確認通知画面に戻って下さい。 

 

 

【補足説明】 

「技術資料受信確認通知」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するよう注意願います。 

 

【次の操作】 

技術資料受付票を確認する場合は、「2.1.6.1技術資料受付票を確認するには？」を参照します。 

 

 

操作手順 

技術資料提出 受付票表示 

ログイン 調達案件検索 技術資料提出 技術資料表示 技術資料印刷 技術資料保存 

① ② 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-48 

 

技術資料を提出するには？ 

 

 

 

 

 

技術資料が正常に送信されたことを通知するための画面です。 

 

画面説明 

 

 

印刷ボタンを押下することにより、調達案件一覧ボタン①が押下できるようになります。 

 

 

【補足説明】 

「技術資料受信確認通知」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するよう注意願います。 

 

「調達案件一覧」画面に戻る場合は、調達案件一覧ボタンを押下します。 

 

 

操作手順 

技術資料提出 受付票表示 

ログイン 調達案件検索 技術資料提出 技術資料表示 技術資料印刷 技術資料保存 

① 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-49 

 

2.1.5.2. 技術資料を表示するには？ 

 

 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 

2.1.5.2技術資料表示 
提出した技術資料を表示します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-50 

 

技術資料を表示するには？ 

 

 

 

 

 

 

技術資料を表示する案件の一覧画面です。 

 

画面説明 

 

表示ボタン①を押下します。 

操作手順 

技術資料提出 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 技術資料印刷 技術資料提出 技術資料表示 技術資料保存 

① 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-51 

 

技術資料を表示するには？ 

 

 

 

 

提出した技術資料を表示するための一覧画面です。 

 

画面説明 

 

添付資料①を選択して、表示ボタン②を押下し表示します。 

 

 

【次の操作】 

印刷する場合は「2.1.5.3技術資料を印刷するには？」を参照してください。 

保存する場合は「2.1.5.4技術資料を保存するには？」を参照してください。 

 

操作手順 

技術資料提出 受付票表示 

ログイン 調達案件検索 技術資料提出 技術資料表示 技術資料印刷 技術資料保存 

① 

② 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-52 

 

2.1.5.3. 技術資料を印刷するには？ 

 

 

 

2.1.5.2技術資料表示 
提出した技術資料を表示します 

2.1.5.3技術資料印刷 
提出した技術資料を表示します 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-53 

 

技術資料を印刷するには？ 

 

 

 

 

提出済みの技術資料を閲覧するための画面です。 

 

画面説明 

 

印刷ボタン①を押下すると、新規ウィンドウにて提出した技術資料の印刷画面を表示します。 

 

【補足説明】 

署名検証ボタン②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 

技術資料提出 受付票表示 

ログイン 調達案件検索 技術資料提出 技術資料表示 技術資料印刷 技術資料保存 

① 
② 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-54 

 

技術資料を印刷するには？ 

 

 

 

 

提出した技術資料の印刷画面です。 

画面説明 

 

技術資料印刷画面のツール①から印刷を選択します。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタン②で画面を閉じると、技術資料画面に戻ります。 

 

操作手順 

技術資料提出 受付票表示 

ログイン 調達案件検索 技術資料提出 技術資料表示 技術資料印刷 技術資料保存 

① ② 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-55 

 

2.1.5.4. 技術資料を保存するには？ 

 2.1.5.3技術資料印刷 
提出した技術資料を表示します 

 

2.1.5.4技術資料保存 
提出した技術資料を保存します 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-56 

 

技術資料を保存するには？ 

 

 

 

 

提出済みの技術資料を閲覧するための画面です。 

 

画面説明 

 

保存ボタン①を押下すると、通知バーが表示されます。 

 

【補足説明】 

署名検証ボタン②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 

技術資料提出 受付票表示 

ログイン 調達案件検索 技術資料提出 技術資料表示 技術資料印刷 技術資料保存 

① 

② 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-57 

 

技術資料を保存するには？ 

 

 

 

 

技術資料を保存するための画面です。 

 

画面説明 

 

技術資料を保存する場合、保存ボタン①を押下し、保存場所を指定します。 

 

 

操作手順 

技術資料提出 受付票表示 

ログイン 調達案件検索 技術資料提出 技術資料表示 技術資料印刷 技術資料保存 

① 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-58 

 

2.1.6. 技術資料受付票受理の流れ 

 

2.1.6.1受付票表示 
技術資料受付票を確認します 

2.1.6.2受付票印刷 
技術資料受付票を印刷します 

 

2.1.6.3受付票保存 
技術資料受付票を保存します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-59 

 

2.1.6.1. 技術資料受付票を確認するには？ 

 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.1.6.1受付票表示 
技術資料に対する受付票を確認します 

調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-60 

 

技術資料受付票を確認するには？ 

 

 

 

 

発注者から発行される“技術資料”の受付票を閲覧する案件を表示するための一覧画面です。 

 

画面説明 

 

表示ボタン①を押下します。 

操作手順 

技術資料提出 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 受付票表示 受付票印刷 受付票保存 

① 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-61 

 

技術資料受付票を確認するには？ 

 

 

 

 

発注者から発行された技術資料受付票を閲覧するための画面です。 

 

画面説明 

 

戻るボタン①を押下することにより、調達案件一覧画面に戻ります。 

 

 

【次の操作】 

印刷する場合は「2.1.6.2技術資料受付票を印刷するには？」を参照してください。 

保存する場合は「2.1.6.3技術資料受付票を保存するには？」を参照してください。 

 

操作手順 

技術資料提出 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 受付票表示 受付票印刷 受付票保存 

① 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-62 

 

2.1.6.2. 技術資料受付票を印刷するには？ 

 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.1.6.1受付票表示 
技術資料に対する受付票を確認します 

2.1.6.2受付票印刷 
技術資料受付票を印刷します 

調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-63 

 

技術資料受付票を印刷するには？ 

 

 

 

発注者から発行された技術資料受付票を閲覧するための画面です。 

 

画面説明 

 

印刷ボタン①を押下すると、新ウィンドウが表示されます 

操作手順 

技術資料提出 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 受付票表示 受付票印刷 受付票保存 

① 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-64 

 

技術資料受付票を印刷するには？ 

 

 

 

 

技術資料受付票の印刷画面です。 

画面説明 

 

ツール①から印刷を選択します。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタン②で画面を閉じると、技術資料受付票画面に戻ります。 

操作手順 

技術資料提出 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 受付票表示 受付票印刷 受付票保存 

① 
② 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-65 

 

2.1.6.3. 技術資料受付票を保存するには？ 

ログイン 
電子入札システムにログインします 

調達案件検索 
調達案件を検索します 

2.1.6.1受付票表示 
技術資料に対する受付票を確認します 

2.1.6.3受付票保存 
技術資料受付票を保存します 

調達案件一覧 
登録されている案件の一覧画面を表示します 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-66 

 

技術資料受付票を保存するには？ 

 

 

 

 

発注者から発行された技術資料受付票を閲覧するための画面です。 

 

画面説明 

 

保存ボタン①を押下すると、通知バーが表示されます 

 

操作手順 

技術資料提出 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 受付票表示 受付票印刷 受付票保存 

① 



第 2.1章 一般競争入札方式 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

2.1-67 

 

技術資料受付票を保存するには？ 

 

 

 

 

 

技術資料を保存するための画面です。 

 

画面説明 

 

技術資料を保存する場合、保存ボタン①を押下し、保存場所を指定します。 

 

 

操作手順 

技術資料提出 受付票受理 

ログイン 調達案件検索 受付票表示 受付票印刷 受付票保存 

① 



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-1

3. 入札業務操作説明（２／３）

3.1.入札以降（入札書）

3.1.1.業務の流れ

3.1.2 入札書提出
入札書の提出を行います

3.1.3 入札書受付票受理
入札書（再入札書・見積書）受付票の確認を行います

3.1.4 入札締切通知書受理
入札（再入札・見積）締切通知書の確認を行います

3.1.5 再入札通知書受理
再入札通知書の確認を行います

3.1.6 再入札書提出
再入札書の提出を行います

《再入札の場合》

3.2.2 見積依頼通知書受理
見積依頼通知書の確認を行います

3.2.3 見積書提出
見積書の提出を行います

《見積の場合》

2.1.2 申請書提出
参加申請書の提出を行います

2.1.3 申請書受付票受理
参加申請書受付票の確認を行います

2.1.4 申請通知書受理
参加申請通知書の確認を行います

2.1.5 技術資料提出
技術資料の提出を行います

2.1.6 技術資料内訳票受理
技術資料内訳票の確認を行います

0 評価点通知書受理
評価点通知書の確認を行います
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～受注者編～

3.1-2

3.1.7 落札者決定通知書受理
落札者決定通知書の確認を行います

3.2.4 決定通知書受理
決定通知書の確認を行います

《日時変更が発生した場合》

3.3.2 日時変更通知書受理
日時変更通知書の確認を行います

3.3.3 保留通知書受理
保留通知書の確認を行います

3.3.4 取止め通知書受理
取止め通知書の確認を行います

《保留の場合》 《取止めの場合》

《中止通知書の場合》

3.3.5 中止通知書受理
中止通知書の確認を行います
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～受注者編～

3.1-3

3.1.2.入札書提出の流れ

3.1.2.1 入札書提出
入札書を提出します

3.1.2.2 入札書受信確認通知印刷
入札書受信確認通知を印刷します
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～受注者編～

3.1-4

3.1.2.1. 入札書を提出するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.2.1 入札書提出
入札書を提出します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します
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～受注者編～

3.1-5

入札書を提出するには？

入札書提出可能な案件を表示する一覧画面です。

画面説明

「入札／再入札／見積」欄の入札書提出ボタン①を押下します。

【補足説明】

辞退届を提出する場合は、辞退届カラムの提出ボタンを押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

①

入札書提出



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-6

入札書を提出するには？

【入札書画面】

入札書を提出するために、必要な情報を入力する画面です。

画面説明

必要な情報を入力もしくは確認後、提出内容確認ボタン②を押下します。

※文字数制限

・ 連絡先名称   ：全角６０文字（１２０バイト）以内

・ 氏名      ：全角１０文字（２０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

【補足説明】

必要に応じて、参照ボタン③を押下し内訳書を選択後、内訳書追加ボタン④を押下することにより、“内訳書”を付加して下さい。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 入札書提出

②

③④
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～受注者編～

3.1-7

入札書を提出するには？

【入札書画面】

入札書(総合評価落札方式)を提出するために、必要な情報を入力する画面です。

画面説明

必要な情報を入力もしくは確認後、提出内容確認ボタン②を押下します。

※文字数制限

・ 連絡先名称   ：全角６０文字（１２０バイト）以内

・ 氏名      ：全角１０文字（２０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

【補足説明】

・ 必要に応じて、参照ボタン③を押下し添付資料を選択後、内訳書追加ボタン④を押下することにより、“内訳書”を付加して下さい。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 入札書提出

②

③
④
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～受注者編～

3.1-8

入札書を提出するには？

【入札書確認画面】

入札書の提出内容を確認後、提出するための画面です。

画面説明

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウが表示されます。

ブラウザの印刷機能にて印刷を行います。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 入札書提出

③



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-9

入札書を提出するには？

入札書の印刷画面です。

画面説明

ツール④から印刷を選択します。

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、入札書画面に戻って下さい。

【補足説明】

入札書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 入札書提出

④
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～受注者編～

3.1-10

入札書を提出するには？

【入札書確認画面】

入札書の提出内容を確認後、提出するための画面です。

画面説明

提出内容を確認後、入札書提出ボタン③を押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 入札書提出

③
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～受注者編～

3.1-11

入札書を提出するには？

【入札書確認画面】

入札書の提出内容を確認後、提出するための画面です。

画面説明

入札書を提出して良ければ、ダイアログの OK ボタン④を押下します。

電子調達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。

なお、提出が間に合わないと思われる場合には、早めに発注者に連絡し、対応についてご相談ください。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 入札書提出

④
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～受注者編～

3.1-12

3.1.2.2. 入札書受信確認通知を印刷するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.2.2 入札書受信確認通知印刷
入札書受信確認通知を印刷します

3.1.2.1 入札書提出
入札書を提出します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します
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～受注者編～

3.1-13

入札書受信確認通知を印刷するには？

入札書が正常に送信されたことを通知するための画面です。

画面説明

印刷ボタン④を押下することにより、新規ウィンドウにて入札書受信確認通知印刷画面が表示されます。

【補足説明】

「入札書受信確認通知」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するよう注意願います。

入札状況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

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 入札書提出 受信確認通知印刷

④
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～受注者編～

3.1-14

入札書受信確認通知を印刷するには？

入札書が正常に送信されたことを通知するための画面です。

画面説明

ツール⑤から印刷を選択することにより、入札書受信確認通知を印刷することができます。を押下します。

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、入札書受信確認通知書画面に戻って下さい。

【補足説明】

入札書受信確認通知印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 入札書提出 受信確認通知印刷

⑤
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～受注者編～

3.1-15

入札書受信確認通知を印刷するには？

入札書が正常に送信されたことを通知するための画面です。

画面説明

印刷ボタンを押下することにより、入札状況一覧ボタンが押下できるようになります。

【補足説明】

入札書保存手順に関しては、「3.1.2.3 入札書受信確認通知保存」を参照してください。

「入札書受信確認通知」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するよう注意願います。

「入札状況一覧」画面に戻る場合は、入札状況一覧ボタンを押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 入札書提出 受信確認通知印刷
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～受注者編～

3.1-16

入札書受信確認通知を印刷するには？

発注者の作業状況を確認する画面です。

画面説明

入札書受信確認通知を印刷後、入札状況一覧画面に戻り、表示ボタン⑥を押下することにより、発注者の作業状況を確認することができま

す。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 入札書提出 受信確認通知印刷

⑥
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～受注者編～

3.1-17

入札書受信確認通知を印刷するには？

発注者の作業状況を確認する画面です。

画面説明

戻るボタン⑦を押下することにより、入札状況一覧画面に戻ります。

【補足説明】

・「自動更新取得 ON」となっている場合は、約 30 秒間隔で状況の最新情報を取得します。

「自動更新取得 OFF」となっている場合は、自動更新取得 OFF ボタンを押下した時のみ、最新情報を取得します。

・案件状況については、現在の案件の進捗状況を表示しています。

・作業状況については、発注者が登録した内容が、受注者側で参照できます。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 入札書提出 受信確認通知印刷

⑦
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～受注者編～

3.1-18

3.1.2.3. 入札書受信確認通知を保存するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.2.2 入札書受信確認通知保存
入札書受信確認通知を保存します

3.1.2.1 入札書提出
入札書を提出します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します
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～受注者編～

3.1-19

入札受信確認通知を保存するには？

入札受信確認通知を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン⑤を押下することにより、通知バーを表示します。

操作手順

⑤

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 入札書提出 受信確認通知保存
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～受注者編～

3.1-20

入札受信確認通知を保存するには？

【通知バー】

入札受信確認通知を保存するための画面です。

画面説明

入札受信確認通知を保存する場合は、保存ボタン⑥を押下し、保存場所を指定します。

操作手順

⑥

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 入札書提出 受信確認通知保存
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～受注者編～

3.1-21

3.1.3.入札書受付票受理の流れ

3.1.3.1 入札書受付票表示
入札書に対する受付票を表示します

3.1.3.2 入札書受付票印刷
入札書に対する受付票を印刷します

3.1.3.3 入札書受付票保存
入札書に対する受付票を保存します
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～受注者編～

3.1-22

3.1.3.1. 入札書受付票を確認するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.3.1 入札書受付票表示
入札書に対する受付票を表示します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します
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～受注者編～

3.1-23

入札書受付票を確認するには？

入札状況を表示する一覧画面です。

画面説明

「受付票／通知書一覧」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 受付票表示 受付票印刷 受付票保存

①

通知書一覧
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～受注者編～

3.1-24

入札書受付票を確認するには？

受信した通知書の一覧を表示する画面です。

画面説明

「通知書表示」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 受付票表示 受付票印刷 受付票保存

①

通知書一覧
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～受注者編～

3.1-25

入札書受付票を確認するには？

発注者から発行される“入札書”の受付票を閲覧するための画面です。

画面説明

戻るボタン②を押下することにより、入札状況通知書一覧画面に戻ります。

【次の操作】

・印刷する場合は、印刷ボタン③を押下します（詳細については、「3.1.3.2 入札書受付票を印刷するには？」を参照）

・保存する場合は、保存ボタン④を押下します（詳細については、「3.1.3.3 入札書受付票を保存するには？」を参照）

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 受付票表示 受付票印刷 受付票保存

②
③

④

通知書一覧
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～受注者編～

3.1-26

3.1.3.2. 入札書受付票を印刷するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.3.2 入札書受付票印刷
入札書に対する受付票を印刷します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-27

入札書受付票を印刷するには？

入札書受付票を印刷するための画面です。

画面説明

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて入札書受付票印刷画面を表示します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 受付票表示 受付票印刷 受付票保存

③

通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-28

入札書受付票を印刷するには？

入札書受付票を印刷するための画面です。

画面説明

ツール④から印刷を選択し、入札書受付票を印刷します。

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、入札書受付票画面に戻って下さい。

【補足説明】

入札書受付票印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。

操作手順

④

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 受付票表示 受付票印刷 受付票保存



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-29

3.1.3.3. 入札書受付票を保存するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.3.3 入札書受付票保存
入札書に対する受付票を保存します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-30

入札書受付票を保存するには？

入札書受付票を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン④を押下することにより、通知バーを表示します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 受付票表示 受付票印刷 受付票保存

④

通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-31

入札書受付票を保存するには？

入札書受付票を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン⑤を押下し、保存場所を指定します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 受付票表示 受付票印刷 受付票保存

⑤

通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-32

3.1.4.入札締切通知書受理の流れ

3.1.4.1 入札締切通知書表示
入札締切通知書を表示します

3.1.4.2 入札締切通知書印刷
入札締切通知書を印刷します

3.1.4.3 入札締切通知書保存
入札締切通知書を保存します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-33

3.1.4.1. 入札締切通知書を確認するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.4.1 入札締切通知書表示
入札締切通知書を表示します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-34

入札締切通知書を確認するには？

入札状況を表示する一覧画面です。

画面説明

「受付票／通知書一覧」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 締切通知表示 締切通知印刷 締切通知保存

①

通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-35

入札締切通知書を確認するには？

受信した通知書の一覧を表示する画面です。

画面説明

「通知書表示」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 締切通知表示 締切通知印刷 締切通知保存

①

通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-36

入札締切通知書を確認するには？

入札締切通知書を閲覧するための画面です。

画面説明

戻るボタン②を押下することにより、入札状況通知書一覧画面に戻ります。

【次の操作】

・印刷する場合は、印刷ボタン③を押下します（詳細については、「3.1.4.2 入札締切通知書を印刷するには？」を参照）

・保存する場合は、保存ボタン④を押下します（詳細については、「3.1.4.3 入札締切通知書を保存するには？」を参照）

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

③ ④ ②

締切通知表示 締切通知印刷 締切通知保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-37

3.1.4.2. 入札締切通知書を印刷するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.4.2 入札締切通知書印刷
入札締切通知書を印刷します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-38

入札締切通知書を印刷するには？

入札締切通知書を印刷するための画面です。

画面説明

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて入札締切通知書印刷画面を表示します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

③

締切通知表示 締切通知印刷 締切通知保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-39

入札締切通知書を印刷するには？

入札締切通知書を印刷するための画面です。

画面説明

ツール④から印刷を選択し、入札締切通知書を印刷します。

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、入札締切通知書画面に戻って下さい。

【補足説明】

入札締切通知書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。

操作手順

④

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 締切通知表示 締切通知印刷 締切通知保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-40

3.1.4.3. 入札締切通知書を保存するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.4.3 入札締切通知書保存
入札締切通知書を保存します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-41

入札締切通知書を保存するには？

入札締切通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン④を押下することにより、通知バーを表示します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

④

締切通知表示 締切通知印刷 締切通知保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-42

入札締切通知書を保存するには？

入札締切通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン⑤を押下し。保存場所を指定します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

⑤

締切通知表示 締切通知印刷 締切通知保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-43

3.1.5.再入札通知書受理の流れ

3.1.5.1 再入札通知書表示
再入札通知書を表示します

3.1.5.2 再入札通知書印刷
再入札通知書を印刷します

3.1.5.3 再入札通知書保存
再入札通知書を保存します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-44

3.1.5.1. 再入札通知書を確認するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.5.1 再入札通知書表示
再入札通知書を表示します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-45

再入札通知書を確認するには？

入札状況を表示する一覧画面です。

画面説明

「受付票／通知書一覧」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札通知表示 再入札通知印刷 再入札通知保存

①

通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-46

再入札通知書を確認するには？

受信した通知書の一覧を表示する画面です。

画面説明

「通知書表示」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札通知表示 再入札通知印刷 再入札通知保存

①

通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-47

再入札通知書を確認するには？

発注者から発行される再入札通知書を閲覧するための画面です。

画面説明

戻るボタン②を押下することにより、入札状況通知書一覧画面に戻ります。

【次の操作】

・印刷する場合は、印刷ボタン③を押下します（詳細については、「3.1.5.2 再入札通知書を印刷するには？」参照）

・保存する場合は、保存ボタン④を押下します（詳細については、「3.1.5.3 再入札通知書を保存するには？」参照）

【補足説明】

・署名検証ボタン⑤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

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

③ ④
②

⑤

再入札通知表示 再入札通知印刷 再入札通知保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-48

3.1.5.2. 再入札通知書を印刷するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.5.2 再入札通知書印刷
再入札通知書を印刷します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-49

再入札通知書を印刷するには？

再入札通知書を印刷するための画面です。

画面説明

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて再入札通知書印刷画面を表示します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

③

再入札通知表示 再入札通知印刷 再入札通知保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-50

再入札通知書を印刷するには？

再入札通知書を印刷するための画面です。

画面説明

ツール④から印刷を選択し、再入札書を印刷します。

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、再入札通知書画面に戻って下さい。

【補足説明】

再入札通知書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。

操作手順

④

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札通知表示 再入札通知印刷 再入札通知保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-51

3.1.5.3. 再入札通知書を保存するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.5.3 再入札通知書保存
再入札通知書を保存します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-52

再入札通知書を保存するには？

再入札通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン④を押下することにより、通知バーを表示します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

④

再入札通知表示 再入札通知印刷 再入札通知保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-53

再入札通知書を保存するには？

再入札通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン⑤を押下し、保存場所を指定します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

⑤

再入札通知表示 再入札通知印刷 再入札通知保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-54

3.1.6.再入札書提出の流れ

3.1.6.1 再入札書提出
再入札書を提出します

3.1.6.2 再入札書受信確認通知印刷
再入札書受信確認通知を印刷します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-55

3.1.6.1. 再入札書を提出するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.6.1 再入札書提出
再入札書を提出します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-56

再入札書を提出するには？

入札書（再入札書）提出可能な案件を表示する一覧画面です。

画面説明

「入札／再入札／見積」欄の入札書提出ボタン①を押下します。

【補足説明】

辞退届を提出する場合は、辞退届カラムの提出ボタンを押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出

①



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-57

再入札書を提出するには？

【再入札書提出画面】

再入札書を提出するために、必要な情報を入力する画面です。

画面説明

必要な情報を入力もしくは確認後、提出内容確認ボタン②を押下します。

※文字数制限

・ 連絡先名称   ：全角６０文字（１２０バイト）以内

・ 氏名      ：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

【補足説明】

総合評価落札方式の場合は、再入札時の添付資料はありません。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出

②



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-58

再入札書を提出するには？

【再入札書確認画面】

再入札書の提出内容を確認後、提出するための画面です。

画面説明

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて再入札書印刷画面を表示します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出

③



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-59

再入札書を提出するには？

再入札書の印刷画面です。

画面説明

ツール④から印刷を選択します。

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、再入札書画面に戻って下さい。

【補足説明】

再入札書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出

④



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-60

再入札書を提出するには？

【再入札書確認画面】

再入札書の提出内容を確認後、提出するための画面です。

画面説明

提出内容を確認後、再入札書提出ボタン③を押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出

③



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-61

再入札書を提出するには？

【再入札書確認画面】

再入札書の提出内容を確認後、提出するための画面です。

画面説明

再入札書を提出して良ければ、ダイアログの OK ボタン④を押下します。

電子調達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。

なお、提出が間に合わないと思われる場合には、早めに発注者に連絡し、対応についてご相談ください。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出

④



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-62

3.1.6.2. 再入札書受信確認通知を印刷するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.6.2 再入札書受信確認通知印刷
再入札書受信確認通知を印刷します

3.1.6.1 再入札書提出
再入札書を提出します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-63

再入札書受信確認通知を印刷するには？

【再入札書確認画面】

再入札書の提出内容を確認後、提出するための画面です。

画面説明

印刷ボタン④を押下することにより、新規ウィンドウにて再入札書受信確認通知印刷画面を表示します。

【補足説明】

「再入札書受信確認通知」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するよう注意願います。

入札状況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

④

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出 受信確認通知印刷



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-64

再入札書受信確認通知を印刷するには？

【再入札書確認画面】

再入札書の提出内容を確認後、提出するための画面です。

画面説明

ツール⑤から印刷を選択します。

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、再入札書受信確認通知画面に戻って下さい。

【補足説明】

再入札書受信確認通知印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。

操作手順

⑤

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出 受信確認通知印刷



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-65

再入札書受信確認通知を印刷するには？

【再入札書確認画面】

再入札書が正常に送信されたことを通知するための画面です。

画面説明

印刷ボタンを押下することにより、入札状況一覧ボタンが押下できるようになります。

【補足説明】

「再入札書受信確認通知」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するよう注意願います。

「入札状況一覧」画面に戻る場合は、入札状況一覧ボタンを押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出 受信確認通知印刷



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-66

3.1.6.3. 再入札書受信確認通知を保存するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.6.3 再入札書受信確認通知保存
再入札書受信確認通知を保存します

3.1.6.1 再入札書提出
再入札書を提出します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-67

再入札受信確認通知を保存するには？

再入札受信確認通知を保存するための画面です。

画面説明

再入札書保存ボタン⑤を押下することにより、通知バーを表示します。

操作手順

⑤

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出 受信確認通知保存



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-68

再入札受信確認通知を保存するには？

再入札受信確認通知を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン⑥を押下し、保存場所を指定します。

操作手順

⑥

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出 受信確認通知保存



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-69

3.1.7.落札者決定通知書受理の流れ

3.1.7.1 落札者決定通知書表示
落札者決定通知書を表示します

3.1.7.2 落札者決定通知書印刷
落札者決定通知書を印刷します

3.1.7.3 落札者決定通知書保存
落札者決定通知書を保存します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-70

3.1.7.1. 落札者決定通知書を確認するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.7.1 落札者決定通知書表示
落札者決定通知書を表示します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-71

落札者決定通知書を確認するには？

入札状況を表示するための一覧画面です。

画面説明

「受付票／通知書一覧」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 落札者決定通知書表示 落札者決定通知書印刷 落札者決定通知書保存

①

通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-72

落札者決定通知書を確認するには？

受信した通知書を表示するための一覧画面です。

画面説明

「通知書表示」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 落札者決定通知書表示 落札者決定通知書印刷 落札者決定通知書保存

①

通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-73

落札者決定通知書を確認するには？

発注者から発行される落札者決定通知書を閲覧するための画面です。

画面説明

戻るボタン②を押下することにより、入札状況通知書一覧画面に戻ります。

【次の操作】

・印刷する場合は、印刷ボタン③を押下します（詳細については、「3.1.7.2 落札者決定通知書を印刷するには？」参照）

・保存する場合は、保存ボタン④を押下します（詳細については、「3.1.7.3 落札者決定通知書を保存するには？」参照）

【補足説明】

・署名検証ボタン⑤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

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

③ ④ ②

⑤

落札者決定通知書表示 落札者決定通知書印刷 落札者決定通知書保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-74

3.1.7.2. 落札者決定通知書を印刷するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.7.2 落札者決定通知書印刷
落札者決定通知書を印刷します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-75

落札者決定通知書を印刷するには？

落札者決定通知書を印刷するための画面です。

画面説明

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて落札者決定通知書印刷画面を表示します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

③

落札者決定通知書表示 落札者決定通知書印刷 落札者決定通知書保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-76

落札者決定通知書を印刷するには？

落札者決定通知書を印刷するための画面です。

画面説明

ツール④から印刷を選択します。

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、落札決定通知書画面に戻って下さい。

【補足説明】

落札決定通知書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。

操作手順

④

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 落札者決定通知書表示 落札者決定通知書印刷 落札者決定通知書保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-77

3.1.7.3. 落札者決定通知書を保存するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.1.7.3 落札者決定通知書保存
落札者決定通知書を保存します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-78

落札者決定通知書を保存するには？

落札者決定通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン④を押下することにより、通知バーを表示します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

④

落札者決定通知書表示 落札者決定通知書印刷 落札者決定通知書保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-79

落札者決定通知書を保存するには？

落札者決定通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン⑤を押下し、保存場所を指定します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

⑤

落札者決定通知書表示 落札者決定通知書印刷 落札者決定通知書保存通知書一覧



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-80

3.1.8.評価点通知書受理の流れ

3.1.4.1 評価点通知書表示
評価点通知書を表示します

3.1.4.2 評価点通知書印刷
評価点通知書を印刷します

3.1.4.3 評価点通知書保存
評価点通知書を保存します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-81

3.1.8.1. 評価点通知書を表示するには？

3.1.8.1 評価点通知書表示
評価点通知書を表示します

ログイン
電子調達システムにログインします

調達案件検索
調達案件を検索します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します

入札状況通知書一覧
入札状況通知書一覧画面を表示します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-82

評価点通知書を表示するには？

入札状況を表示する一覧画面です。

画面説明

「受付票／通知書一覧」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 評価点通知表示 評価点通知印刷 評価点通知保存通知書一覧

評価点通知受理

①



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-83

評価点通知書を表示するには？

発行された通知書を一覧として表示する画面です。

画面説明

「通知書表示」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 評価点通知表示 評価点通知印刷 評価点通知保存通知書一覧

評価点通知受理

①



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-84

評価点通知書を表示するには？

発行された評価点通知書を閲覧するため画面です。

画面説明

戻るボタン②を押下することにより、入札状況通知書一覧画面に戻ります。

【次の操作】

・印刷する場合は「3.1.8.2 評価点通知書を印刷するには？」参照してください。

・保存する場合は「3.1.8.3 評価点通知書を保存するには？」参照してください。

【補足説明】

・署名検証ボタン①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

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 評価点通知表示 評価点通知印刷 評価点通知保存通知書一覧

評価点通知受理

①

②



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-85

3.1.8.2. 評価点通知書を印刷するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

調達案件検索
調達案件を検索します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します

入札状況通知書一覧
入札状況通知書一覧画面を表示します

3.1.8.1 評価点通知書表示
評価点通知書を表示します

3.1.8.2 評価点通知書印刷
評価点通知書を印刷します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-86

評価点通知書を印刷するには？

評価点通知書を印刷するための画面です。

画面説明

印刷ボタン①を押下することにより、新規ウィンドウにて評価点通知書印刷画面を表示します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 評価点通知表示 評価点通知印刷 評価点通知保存通知書一覧

評価点通知受理

①



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-87

評価点通知書を印刷するには？

評価点通知書を印刷するための画面です。

画面説明

ツール①から印刷を選択し、評価点通知書を印刷します。

印刷終了後、右上の「×」ボタン②で画面を閉じて、評価点通知書画面に戻って下さい。

【補足説明】

評価点通知書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 評価点通知表示 評価点通知印刷 評価点通知保存通知書一覧

評価点通知受理

①
②



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-88

3.1.8.3. 評価点通知書を保存するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

調達案件検索
調達案件を検索します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します

入札状況通知書一覧
入札状況通知書一覧画面を表示します

3.1.8.1 評価点通知書表示
評価点通知書を表示します

3.1.8.3 評価点通知書保存
評価点通知書を保存します



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-89

評価点通知書を保存するには？

評価点通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン①を押下することにより、通知バーが表示されます。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 評価点通知表示 評価点通知印刷 評価点通知保存通知書一覧

評価点通知受理

①



第 3.1 章 入札以降（入札書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.1-90

評価点通知書を保存するには？

評価点通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン②を押下し、保存場所を指定します。

操作手順

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理受付票受理

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 評価点通知表示 評価点通知印刷 評価点通知保存通知書一覧

評価点通知受理

②



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子入札コアシステム 

Ｖ４工事調達操作マニュアル－受注者編－ 

3.2-1 

 

3.2. 入札以降（見積書） 

3.2.1. 業務の流れ 

 

3.1.2入札書提出 
入札書の提出を行います 

3.1.3入札書受付票受理 
入札書（再入札書・見積書）受付票の確認を行います 

3.1.4入札締切通知書受理 
入札（再入札・見積）締切通知書の確認を行います 

3.1.7落札者決定通知書受理 
落札者決定通知書の確認を行います 

3.1.5再入札通知書受理 
再入札通知書の確認を行います 

3.1.6再入札書提出 
再入札書の提出を行います 

《再入札の場合》 

3.2.2見積依頼通知書受理 
見積依頼通知書の確認を行います 

3.2.3見積書提出 
見積書の提出を行います 

《見積の場合》 

3.2.4決定通知書受理 
決定通知書の確認を行います 

《日時変更が発生した場合》 

3.3.2日時変更通知書受理 
日時変更通知書の確認を行います 

3.3.3保留通知書受理 
保留通知書の確認を行います 

3.3.4取止め通知書受理 
取止め通知書の確認を行います 

《保留の場合》 《取止めの場合》 

2.1.2申請書提出 
参加申請書の提出を行います。 

2.1.3申請書受付票受理 
参加申請書受付票の確認を行います。 

2.1.4申請通知書受理 
参加申請通知書の確認を行います。 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-2 

《中止通知書の場合》 

3.3.5中止通知書受理 
中止通知書の確認を行います 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-3 

 

3.2.2. 見積依頼通知書受理の流れ 

 

3.2.2.1見積依頼通知書表示 
見積依頼通知書を表示します 

3.2.2.2見積依頼通知書印刷 
見積依頼通知書を印刷します 

3.2.2.3見積依頼通知書保存 
見積依頼通知書を保存します 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-4 

 

3.2.2.1. 見積依頼通知書を確認するには？ 

 

ログイン 
電子調達システムにログインします 

入札案件検索 
入札案件を検索します 

3.2.2.1見積依頼通知書表示 
見積依頼通知書を表示します 

入札状況一覧 
入札状況一覧画面を表示します 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-5 

 

見積依頼通知書を確認するには？ 

 

 

 

 

 

見積状況を表示するための一覧画面です。 

画面説明 

 

「受付票／通知書一覧」欄の表示ボタン①を押下します。 

 

 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 依頼通知書表示 依頼通知書印刷 依頼通知書保存 通知書一覧 

① 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-6 

 

見積依頼通知書を確認するには？ 

 

 

 

 

 

受信した通知書を表示するための一覧画面です。 

画面説明 

 

「通知書表示」欄の表示ボタン①を押下します。 

 

 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 依頼通知書表示 依頼通知書印刷 依頼通知書保存 通知書一覧 

① 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-7 

 

見積依頼通知書を確認するには？ 

 

 

 

 

 

 

発注者から発行される見積依頼通知書を閲覧するための画面です。 

画面説明 

 

戻るボタン②を押下することにより、入札状況通知書一覧画面に戻ります。 

 

 

【次の操作】 

・印刷する場合は、印刷ボタン③を押下します（詳細については、「3.2.2.2見積依頼通知書を印刷するには？」を参照） 

・保存する場合は、保存ボタン④を押下します（詳細については、「3.2.2.3見積依頼通知書を保存するには？」を参照） 

 

【補足説明】 

・署名検証ボタン⑤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 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 依頼通知書表示 依頼通知書印刷 依頼通知書保存 通知書一覧 

② ③ ④ 

⑤ 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-8 

3.2.2.2. 見積依頼通知書を印刷するには？ 

 

ログイン 
電子調達システムにログインします 

入札案件検索 
入札案件を検索します 

3.2.2.2見積依頼通知書印刷 
見積依頼通知書を印刷します 

入札状況一覧 
入札状況一覧画面を表示します 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-9 

 

見積依頼通知書を印刷するには？ 

 

 

 

 

 

見積依頼通知書を印刷するための画面です。 

画面説明 

 

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて見積依頼通知書印刷画面を表示します。 

 

 

 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 依頼通知書表示 依頼通知書印刷 依頼通知書保存 通知書一覧 

③ 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-10 

 

見積依頼通知書を印刷するには？ 

 

 

 

 

見積依頼通知書を印刷するための画面です。 

画面説明 

 

ツール④から印刷を選択します。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、見積依頼通知書画面に戻って下さい。 

 

【補足説明】 

見積依頼通知書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。 

 

 

操作手順 

④ 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 依頼通知書表示 依頼通知書印刷 依頼通知書保存 通知書一覧 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-11 

 

3.2.2.3. 見積依頼通知書を保存するには？ 

 

ログイン 
電子調達システムにログインします 

入札案件検索 
入札案件を検索します 

3.2.2.3見積依頼通知書保存 
見積依頼通知書を保存します 

入札状況一覧 
入札状況一覧画面を表示します 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-12 

 

見積依頼通知書を保存するには？ 

 

 

 

 

見積依頼通知書を保存するための画面です。 

画面説明 

 

保存ボタン④を押下することにより、通知バーを表示します。 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 依頼通知書表示 依頼通知書印刷 依頼通知書保存 通知書一覧 

④ 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-13 

 

見積依頼通知書を保存するには？ 

 

 

 

 

 

見積依頼通知書を保存するための画面です。 

画面説明 

 

保存ボタン⑤を押下し、保存場所を指定します。 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 依頼通知書表示 依頼通知書印刷 依頼通知書保存 通知書一覧 

⑤ 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-14 

 

3.2.3. 見積書提出の流れ 

 

3.2.3.1見積書提出 
見積書を提出します 

3.2.3.2見積書受信確認通知印刷 
見積書受信確認通知を印刷します 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-15 

 

3.2.3.1. 見積書を提出するには？ 

 

 

ログイン 
電子調達システムにログインします 

入札案件検索 
入札案件を検索します 

3.2.3.1見積書提出 
見積書を提出します 

入札状況一覧 
入札状況一覧画面を表示します 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-16 

 

見積書を提出するには？ 

 

 

 

 

 

見積書提出可能な案件を表示する一覧画面です。 

画面説明 

 

「入札／再入札／見積」欄の見積書提出ボタン①を押下します。 

 

 

 

【補足説明】 

辞退届を提出する場合は、辞退届カラムの提出ボタンを押下します。 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 見積書提出 受信確認通知 

① 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-17 

 

見積書を提出するには？ 

 

 

 

 

 

【見積書提出画面】 

見積書を提出するために、必要な情報を入力する画面です。 

画面説明 

 

必要な情報を入力もしくは確認後、提出内容確認ボタン②を押下します。 

 

 

※文字数制限 

・ 連絡先名称   ：全角６０文字（１２０バイト）以内 

・ 氏名      ：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 

 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 見積書提出 受信確認通知 

② 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-18 

 

見積書を提出するには？ 

 

 

 

 

 

【見積書確認画面】 

見積書の提出内容確認後、提出するための画面です。 

画面説明 

 

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて見積書印刷画面を表示します。 

 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 見積書提出 受信確認通知 

③ 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-19 

 

見積書を提出するには？ 

 

 

 

 

 

見積書の印刷画面です。 

画面説明 

 

ツール④から印刷を選択します。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、見積書画面に戻って下さい。 

 

【補足説明】 

見積書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。 

 

 

 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 見積書提出 受信確認通知 

④ 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-20 

 

見積書を提出するには？ 

 

 

 

 

 

【見積書確認画面】 

見積書の提出内容確認後、提出するための画面です。 

画面説明 

 

提出内容を確認後、見積書提出ボタン③を押下します。 

 

 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 見積書提出 受信確認通知 

③ 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-21 

 

見積書を提出するには？ 

 

 

 

 

 

【見積書確認画面】 

見積書の提出内容確認後、提出するための画面です。 

画面説明 

 

見積書を提出して良ければ、ダイアログの OKボタン④を押下します。 

 

電子調達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。 

なお、提出が間に合わないと思われる場合には、早めに発注者に連絡し、対応についてご相談ください。 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 見積書提出 受信確認通知 

④ 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-22 

 

3.2.3.2. 見積書受信確認通知を印刷するには？ 

 

 

ログイン 
電子調達システムにログインします 

入札案件検索 
入札案件を検索します 

3.2.3.2見積書受信確認通知印刷 
見積書受信確認通知を印刷します 

3.2.3.1見積書提出 
見積書を提出します 

入札状況一覧 
入札状況一覧画面を表示します 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-23 

 

見積書受信確認通知を印刷するには？ 

 

 

 

 

 

見積書が正常に送信されたことを通知するための画面です。 

画面説明 

 

印刷ボタン④を押下することにより、新規ウィンドウにて見積書受信確認通知印刷画面を表示します。 

 

 

【補足説明】 

「見積書受信確認通知」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するよう注意願います。 

 

入札状況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 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 見積書提出 受信確認通知印刷 

④ 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-24 

 

見積書受信確認通知を印刷するには？ 

 

 

 

 

見積書が正常に送信されたことを通知するための画面です。 

画面説明 

 

ツール⑤から印刷を選択します。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、見積書受信確認通知画面に戻って下さい。 

 

【補足説明】 

見積書受信確認通知印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。 

 

 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 見積書提出 

⑤ 

受信確認通知印刷 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-25 

 

見積書受信確認通知を印刷するには？ 

 

 

 

 

 

 

見積書が正常に送信されたことを通知するための画面です。 

画面説明 

 

印刷ボタンを押下することにより、入札状況一覧ボタンが押下できるようになります。 

 

 

【補足説明】 

「見積書受信確認通知」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するよう注意願います。 

 

「入札状況一覧」画面に戻る場合は、入札状況一覧ボタンを押下します。 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 見積書提出 受信確認通知印刷 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-26 

3.2.3.3. 見積書受信確認通知を保存するには？ 

 

ログイン 
電子調達システムにログインします 

入札案件検索 
入札案件を検索します 

3.2.3.3見積書受信確認通知保存 
見積書受信確認通知を保存します 

3.2.3.1見積書提出 
見積書を提出します 

入札状況一覧 
入札状況一覧画面を表示します 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-27 

 

見積書受信確認通知を保存するには？  

 

 

 

 

見積書受信確認通知を保存するための画面です。 

画面説明 

 

保存ボタン⑤を押下することにより、通知バーを表示します。 

 

 

 

 

 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 見積書提出 受信確認通知保存 

⑤ 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-28 

 

見積書受信確認通知を保存するには？  

 

 

 

 

見積書受信確認通知を保存するための画面です。 

画面説明 

 

保存ボタン⑥を押下し、保存場所を指定します。 

 

 

 

 

 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 見積書提出 受信確認通知保存 

⑥ 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-29 

 

3.2.4. 決定通知書受理の流れ 

 

3.2.4.1決定通知書表示 
決定通知書を表示します 

3.2.4.2決定通知書印刷 
決定通知書を印刷します 

3.2.4.3決定通知書保存 
決定通知書を保存します 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-30 

 

3.2.4.1. 決定通知書を確認するには？ 

 

ログイン 
電子調達システムにログインします 

入札案件検索 
入札案件を検索します 

3.2.4.1決定通知書表示 
決定通知書を表示します 

入札状況一覧 
入札状況一覧画面を表示します 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-31 

 

決定通知書を確認するには？ 

 

 

 

 

 

見積状況を表示するための一覧画面です。 

画面説明 

 

「受付票／通知書一覧」欄の表示ボタン①を押下します。 

 

 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 決定通知表示 決定通知印刷 決定通知保存 

① 

通知書一覧 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-32 

 

決定通知書を確認するには？ 

 

 

 

 

 

受信した通知書を表示するための一覧画面です。 

画面説明 

 

「通知書表示」欄の表示ボタン①を押下します。 

 

 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 決定通知表示 決定通知印刷 決定通知保存 

① 

通知書一覧 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-33 

 

決定通知書を確認するには？ 

 

 

 

 

 

発注者から発行される決定通知書を閲覧するための画面です。 

画面説明 

 

戻るボタン②を押下することにより、入札状況通知書一覧画面に戻ります。 

 

【次の操作】 

・印刷する場合は、印刷ボタン③を押下します（詳細については、「3.2.4.2決定通知書を印刷するには？」を参照） 

・保存する場合は、保存ボタン④を押下します（詳細については、「3.2.4.3決定通知書を保存するには？」を参照） 

 

【補足説明】 

・署名検証ボタン⑤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 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 

② ③ ④ 

⑤ 

決定通知表示 決定通知印刷 決定通知保存 通知書一覧 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-34 

 

3.2.4.2. 決定通知書を印刷するには？ 

 

ログイン 
電子調達システムにログインします 

入札案件検索 
入札案件を検索します 

3.2.4.2決定通知書印刷 
決定通知書を印刷します 

入札状況一覧 
入札状況一覧画面を表示します 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-35 

 

決定通知書を印刷するには？ 

 

 

 

 

 

決定通知書を印刷するための画面です。 

画面説明 

 

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて決定通知書印刷画面を表示します。 

 

 

 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 

③ 

決定通知表示 決定通知印刷 決定通知保存 通知書一覧 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-36 

 

 

決定通知書を印刷するには？ 

 

 

 

 

 

 

決定通知書を印刷するための画面です。 

画面説明 

 

ツール④から印刷を選択します。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、決定通知書画面に戻って下さい。 

 

【補足説明】 

決定通知書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。 

 

 

操作手順 

④ 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 決定通知表示 決定通知印刷 決定通知保存 通知書一覧 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-37 

3.2.4.3. 決定通知書を保存するには？ 

 

ログイン 
電子調達システムにログインします 

入札案件検索 
入札案件を検索します 

3.2.4.3決定通知書保存 
決定通知書を保存します 

入札状況一覧 
入札状況一覧画面を表示します 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-38 

 

決定通知書を保存するには？ 

 

 

 

 

決定通知書を保存するための画面です。 

画面説明 

 

保存ボタン④を押下することにより、通知バーを表示します。 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 決定通知表示 決定通知印刷 決定通知保存 通知書一覧 

④ 



第 3.2章 入札以降（見積書提出） 

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル 

～受注者編～ 

3.2-39 

 

決定通知書を保存するには？ 

 

 

 

 

 

 

決定通知書を保存するための画面です。 

画面説明 

 

保存ボタン⑤を押下し、保存場所を指定します。 

操作手順 

見積依頼通知 受付票受理 締切通知受理 決定通知受理 見積書提出 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 

⑤ 

決定通知表示 決定通知印刷 決定通知保存 通知書一覧 



第 3.3章 入札以降（入札書・見積書 共通）

電子入札コアシステム

Ｖ４工事調達操作マニュアル－受注者編－

3.3-1

3.3. 入札以降（入札書・見積書 共通）

3.3.1.業務の流れ

3.1.2 入札書提出
入札書の提出を行います

3.1.3 入札書受付票受理
入札書（再入札書・見積書）受付票の確認を行います

3.1.4 入札締切通知書受理
入札（再入札・見積）締切通知書の確認を行います

3.1.7 落札者決定通知書受理
落札者決定通知書の確認を行います

3.1.5 再入札通知書受理
再入札通知書の確認を行います

3.1.6 再入札書提出
再入札書の提出を行います

《再入札の場合》

3.2.2 見積依頼通知書受理
見積依頼通知書の確認を行います

3.2.3 見積書提出
見積書の提出を行います

《見積の場合》

3.2.4 決定通知書受理
決定通知書の確認を行います

《日時変更が発生した場合》

3.3.2 日時変更通知書受理
日時変更通知書の確認を行います

3.3.3 保留通知書受理
保留通知書の確認を行います

3.3.4 取止め通知書受理
取止め通知書の確認を行います

《保留の場合》 《取止めの場合》

2.1.2 申請書提出
参加申請書の提出を行います。

2.1.3 申請書受付票受理
参加申請書受付票の確認を行います。

2.1.4 申請通知書受理
参加申請通知書の確認を行います。



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-2

《中止通知書の場合》

3.3.5 中止通知書受理
中止通知書の確認を行います



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-3

3.3.2.日時変更通知書受理の流れ

3.3.2.1 日時変更通知書表示
日時変更通知書を表示します

3.3.2.2 日時変更通知書印刷
日時変更通知書を印刷します

3.3.2.3 日時変更通知書保存
日時変更通知書を保存します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-4

3.3.2.1. 日時変更通知書を確認するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.3.2.1 日時変更通知書表示
日時変更通知書を表示します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-5

日時変更通知書を確認するには？

入札状況を表示するための一覧画面です。

画面説明

「受付票／通知書一覧」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 変更通知表示 変更通知印刷 変更通知保存

①

通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-6

日時変更通知書を確認するには？

受信した通知書を表示するための一覧画面です。

画面説明

「通知書表示」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 変更通知表示 変更通知印刷 変更通知保存

①

通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-7

日時変更通知書を確認するには？

発注者から発行される日時変更通知書を閲覧するための画面です。

画面説明

戻るボタン②を押下することにより、入札状況通知書一覧画面に戻ります。

【次の操作】

・印刷する場合は、印刷ボタン③を押下します（詳細については、「3.3.2.2日時変更通知書を印刷するには？」を参照）

・保存する場合は、保存ボタン④を押下します（詳細については、「3.3.2.3日時変更通知書を保存するには？」を参照）

【補足説明】

・署名検証ボタン⑤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

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

②
④

③

⑤

変更通知表示 変更通知印刷 変更通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-8

3.3.2.2. 日時変更通知書を印刷するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.3.2.2 日時変更通知書印刷
日時変更通知書を印刷します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-9

日時変更通知書を印刷するには？

日時変更通知書を印刷するための画面です。

画面説明

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて日時変更通知書印刷画面を表示します。

操作手順

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

③

変更通知表示 変更通知印刷 変更通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-10

日時変更通知書を印刷するには？

日時変更通知書を印刷するための画面です。

画面説明

ツール⑤から印刷を選択します。。

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、日時変更通知書画面に戻って下さい。

【補足説明】

日時変更通知書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。

操作手順

⑤

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 変更通知表示 変更通知印刷 変更通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-11

3.3.2.3. 日時変更通知書を保存するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.3.2.3 日時変更通知書保存
日時変更通知書を保存します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-12

日時変更通知書を保存するには？

日時変更通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン④を押下することにより、通知バーを表示します。

操作手順

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

④

変更通知表示 変更通知印刷 変更通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-13

日時変更通知書を保存するには？

日時変更通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン⑤を押下し、保存場所を指定します。

操作手順

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 変更通知表示 変更通知印刷 変更通知保存通知書一覧

⑤



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-14

3.3.3.保留通知書受理の流れ

3.3.3.1 保留通知書表示
保留通知書を表示します

3.3.3.2 保留通知書印刷
保留通知書を印刷します

3.3.3.3 保留通知書保存
保留通知書を保存します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-15

3.3.3.1. 保留通知書を確認するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.3.3.1 保留通知書表示
保留通知書を表示します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-16

保留通知書を確認するには？

入札状況を表示するための一覧画面です。

画面説明

「受付票／通知書一覧」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 保留通知表示 保留通知印刷 保留通知保存

①

通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-17

保留通知書を確認するには？

受信した通知書を表示するための一覧画面です。

画面説明

「通知書表示」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

①

保留通知表示 保留通知印刷 保留通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-18

保留通知書を確認するには？

発注者から発行される保留通知書を閲覧するため画面です。

画面説明

戻るボタン②を押下することにより、入札状況通知書一覧画面に戻ります。

【次の操作】

・印刷する場合は、印刷ボタン③を押下します（詳細については、「3.3.3.2保留通知書を印刷するには？」を参照）

・保存する場合は、保存ボタン④を押下します（詳細については、「3.3.3.3保留通知書を保存するには？」を参照）

【補足説明】

・署名検証ボタン⑤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

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

②
④

③
⑤

保留通知表示 保留通知印刷 保留通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-19

3.3.3.2. 保留通知書を印刷するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.3.3.2 保留通知書印刷
保留通知書を印刷します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-20

保留通知書を印刷するには？

保留通知書を印刷するための画面です。

画面説明

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて保留通知書印刷画面を表示します。

操作手順

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

③

保留通知表示 保留通知印刷 保留通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-21

保留通知書を印刷するには？

保留通知書を印刷するための画面です。

画面説明

ツール④から印刷を選択します。

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、保留通知書画面に戻って下さい。

【補足説明】

保留通知書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。

操作手順

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

④

保留通知表示 保留通知印刷 保留通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-22

3.3.3.3. 保留通知書を保存するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.3.3.3 保留通知書保存
保留通知書を保存します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-23

保留通知書を保存するには？

保留通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン④を押下することにより、通知バーを表示します。

操作手順

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

④

保留通知表示 保留通知印刷 保留通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-24

保留通知書を保存するには？

保留通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン⑤を押下し、保存場所を指定します。

操作手順

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

⑤

保留通知表示 保留通知印刷 保留通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-25

3.3.4.取止め通知書受理の流れ

3.3.4.1 取止め通知書表示
取止め通知書を表示します

3.3.4.2 取止め通知書印刷
取止め通知書を印刷します

3.3.4.3 取止め通知書保存
取止め通知書を保存します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-26

3.3.4.1. 取止め通知書を確認するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.3.4.1 取止め通知書表示
取止め通知書を表示します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-27

取止め通知書を確認するには？

入札状況を表示するための一覧画面です。

画面説明

「受付票／通知書一覧」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 取止通知表示 取止通知印刷 取止通知保存

①

通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-28

取止め通知書を確認するには？

受信した通知書を表示するための一覧画面です。

画面説明

「通知書表示」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

①

取止通知表示 取止通知印刷 取止通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-29

取止め通知書を確認するには？

発注者から発行される取止め通知書を閲覧するための画面です。

画面説明

戻るボタン②を押下することにより、入札状況通知書一覧画面に戻ります。

【次の操作】

・印刷する場合は、印刷ボタン③を押下します（詳細については、「3.3.4.2取止め通知書を印刷するには？」を参照）

・保存する場合は、保存ボタン④を押下します（詳細については、「3.3.4.3取止め通知書を保存するには？」を参照）

【補足説明】

・署名検証ボタン⑤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

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

②③ ④

⑤

取止通知表示 取止通知印刷 取止通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-30

3.3.4.2. 取止め通知書を印刷するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.3.4.2 取止め通知書印刷
取止め通知書を印刷します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-31

取止め通知書を印刷するには？

取止め通知書を印刷するための画面です。

画面説明

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて取止め通知書印刷画面を表示します。

操作手順

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧

③

取止通知表示 取止通知印刷 取止通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-32

取止め通知書を印刷するには？

取止め通知書を印刷するための画面です。

画面説明

ツール④から印刷を選択します。。

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、取止め通知書画面に戻って下さい。

【補足説明】

取止め通知書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。

操作手順

④

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 取止通知表示 取止通知印刷 取止通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-33

3.3.4.3. 取止め通知書を保存するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.3.4.3 取止め通知書保存
取止め通知書を保存します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-34

取止め通知書を保存するには？

取止め通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン④を押下することにより、通知バーを表示します。

操作手順

④

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 取止通知表示 取止通知印刷 取止通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-35

取止め通知書を保存するには？

取止め通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン⑤を押下し、保存場所を指定します。

操作手順

⑤

日時変更通知 取止め通知保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 取止通知表示 取止通知印刷 取止通知保存通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-36

3.3.5.中止通知書受理の流れ

⑨

3.3.5.1 中止通知書表示
中止通知書を表示します

3.3.5.2 中止通知書印刷
中止通知書を印刷します

3.3.5.3 中止通知書保存
中止通知書を保存します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-37

3.3.5.1. 中止通知書を確認するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.3.5.1 中止通知書表示
中止通知書を表示します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-38

中止通知書を確認するには？

入札状況を表示するための一覧画面です。

画面説明

「受付票／通知書一覧」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

①

日時変更通知 保留通知

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 中止通知書印刷 中止通知書保存中止通知書表示

中止通知取止め通知

通知書一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-39

中止通知書を確認するには？

受信した通知書を表示するための一覧画面です。

画面説明

「通知書表示」欄の表示ボタン①を押下します。

操作手順

①

日時変更通知 保留通知

ログイン 入札案件検索 通知書一覧 中止通知書印刷 中止通知書保存中止通知書表示

中止通知取止め通知

入札状況一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-40

中止通知書を確認するには？

発注者から発行される中止通知書を閲覧するための画面です。

画面説明

戻るボタン②を押下することにより、入札状況通知書一覧画面に戻ります。

【次の操作】

・印刷する場合は、印刷ボタン③を押下します（詳細については、「3.3.4.2取止め通知書を印刷するには？」を参照）

・保存する場合は、保存ボタン④を押下します（詳細については、「3.3.4.3取止め通知書を保存するには？」を参照）

【補足説明】

・署名検証ボタン⑤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

②③ ④

⑤

日時変更通知 保留通知

ログイン 入札案件検索 中止通知書表示 中止通知書印刷 中止通知書保存通知書一覧

中止通知取止め通知

入札状況一覧



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-41

3.3.5.2. 中止通知書を印刷するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.3.5.2 中止通知書印刷
中止通知書を印刷します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-42

中止通知書を印刷するには？

中止通知書を印刷するための画面です。

画面説明

印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて中止通知書印刷画面を表示します。

操作手順

日時変更通知 保留通知

ログイン 入札案件検索 中止通知書表示 中止通知書印刷 中止通知書保存通知書一覧

中止通知取止め通知

入札状況一覧

③



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-43

中止通知書を印刷するには？

中止通知書を印刷するための画面です。

画面説明

ツール④から印刷を選択します。。

印刷終了後、右上の「×」ボタンで画面を閉じて、中止通知書画面に戻って下さい。

【補足説明】

中止通知書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能をご使用願います。

操作手順

日時変更通知 保留通知

ログイン 入札案件検索 中止通知書印刷中止通知書表示 中止通知書保存通知書一覧

中止通知取止め通知

入札状況一覧

④



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-44

3.3.5.3. 中止通知書を保存するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

3.3.5.3 中止通知書保存
中止通知書を保存します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-45

中止通知書を保存するには？

中止通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン④を押下することにより、通知バーを表示します。

操作手順

日時変更通知 保留通知

ログイン 入札案件検索 中止通知書保存中止通知書印刷中止通知書表示通知書一覧

中止通知取止め通知

入札状況一覧

④



第 3.2章 入札以降（見積書提出）

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

3.3-46

中止通知書を保存するには？

中止通知書を保存するための画面です。

画面説明

保存ボタン⑤を押下し、保存場所を選択します。

操作手順

日時変更通知 保留通知

ログイン 入札案件検索 中止通知書保存中止通知書印刷中止通知書表示通知書一覧

中止通知取止め通知

入札状況一覧

⑤



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-1

4. 入札業務操作説明（３／３）

4.1. 共通操作

4.1.1.調達案件概要表示の流れ

4.1.1.1. 調達案件概要を確認するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

入札案件検索
入札案件を検索します

4.1.1.1 調達案件概要表示
調達案件の概要を表示します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します

調達案件検索
調達案件を検索します

調達案件一覧
調達案件一覧画面を表示します



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-2

調達案件概要を確認するには？

調達案件概要を表示するための一覧画面です。

画面説明

調達案件一覧画面もしくは、入札状況一覧画面の調達案件名称①を押下します。

操作手順

①



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-3

調達案件概要を確認するには？

調達案件概要を閲覧するための画面です。

画面説明

閉じるボタン②を押下することにより、調達案件一覧画面もしくは、入札状況一覧画面に戻ります。

操作手順

②



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-4

4.1.2.企業プロパティ変更の流れ

4.1.2.1. 企業プロパティを変更するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

調達案件検索
調達案件を検索します

4.1.2.1 企業プロパティ変更
企業情報を変更します

調達案件一覧
調達案件一覧画面を表示します

入札案件検索
入札案件を検索します

入札状況一覧
入札状況一覧画面を表示します



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-5

企業プロパティを変更するには？

企業プロパティを表示するための一覧画面です。

画面説明

調達案件一覧画面もしくは、入札状況一覧画面の“企業プロパティ変更”欄の変更ボタン①を押下します。

操作手順

①



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-6

企業プロパティを変更するには？

企業の情報を変更するための画面です。

画面説明

企業情報を変更後、変更ボタン②を押下することにより、企業の情報が変更されます。

【次の操作】

・調達案件一覧画面もしくは、入札状況一覧画面に戻る場合は、戻るボタン③を押下します。

※文字制限について

・ 連絡先名称   ：全角６０文字（１２０バイト）以内

・ 連絡先氏名   ：全角１０文字（２０バイト）以内

・ 連絡先住所   ：全角３０文字（６０バイト）以内

・ 連絡先電話番号 ：半角数字ハイフンのみ２５文字（２５バイト）以内

・ 連絡先 E-Mail ：半角英数字１００文字（１００バイト）以内

操作手順

② ③



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-7

4.1.3.登録利用者一覧画面表示の流れ

4.1.3.1. 登録利用者一覧画面を表示するには？

4.1.3.1 登録利用者一覧画面表示
登録者情報を表示します

ログイン
電子調達システムにログインします



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-8

登録利用者一覧画面を表示するには？

案件の検索条件を入力する画面です。

画面説明

登録者情報ボタン①を押下します。

【補足説明】

登録利用者情報一覧画面は登録者情報ボタン①が表示されている画面より遷移可能です。(全画面より)

・ICカード有効期限について

ICカード本体に記載された有効期限と画面に表示された有効期限に差がある場合があります。

操作手順

①



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-9

登録利用者一覧画面を表示するには？

登録者情報を表示する画面です。

画面説明

【補足事項】

・ICカード有効期限について

ICカード本体に記載された有効期限と画面に表示された有効期限に差がある場合が有ります。

操作手順



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-10

4.1.4.保存データを表示する流れ

4.1.4.1. 保存データを表示するには？

ログイン
電子調達システムにログインします

4.1.3.1 保存データ表示画面表示
保存した帳票を表示します



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-11

登録利用者一覧画面を表示するには？には？

案件の検索条件を入力する画面です。

画面説明

保存データ表示ボタン①を押下します。

【補足説明】

保存データ表示画面は保存データ表示ボタン①が表示されている画面より遷移可能です。(全画面より)

操作手順

①



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-12

登録利用者一覧画面を表示するには？

保存データを表示する画面です。

画面説明

参照ボタン①を押下することにより、保存した帳票を選択します。

操作手順

①



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-13

登録利用者一覧画面を表示するには？

表示もしくは署名検証を行いたいファイルを選択する画面です。

画面説明

表示もしくは署名検証を行いたいファイルが存在するフォルダを指定し、開くボタン①を押下することにより、保存した帳票を選択します。

操作手順



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-14

登録利用者一覧画面を表示するには？

保存データを表示する画面です。

画面説明

表示ボタン①を押下することにより、保存した帳票を表示します。

【補足説明】

・署名検証ボタン②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 ②



第 4.1章 共通操作

電子調達システム（工事・コンサル）操作マニュアル

～受注者編～

4.1-15

登録利用者一覧画面を表示するには？

保存していた帳票を表示した画面です。

画面説明

【補足説明】

・確認が完了した場合、ブラウザの閉じるボタンを押下してください。

操作手順


