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１．電子入札とは
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電子入札電子入札電子入札電子入札とはとはとはとは
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� 「「「「インターネットインターネットインターネットインターネットをををを通通通通じてじてじてじて、、、、入札手続入札手続入札手続入札手続ききききをををを行行行行うううう」」」」

�世界中世界中世界中世界中ののののコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータをつないだをつないだをつないだをつないだ、、、、巨大巨大巨大巨大ななななネットワークネットワークネットワークネットワーク
�具体的具体的具体的具体的にはにはにはには：：：：ホームページホームページホームページホームページ、（、（、（、（電子電子電子電子））））メールメールメールメール

•入札案件入札案件入札案件入札案件のののの確認確認確認確認
•入札書入札書入札書入札書のののの提出提出提出提出
•落札者決定落札者決定落札者決定落札者決定のののの確認確認確認確認 等等等等

インターネットインターネットインターネットインターネットとはとはとはとは



電子入札システムの概要

A株式会社
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【受注者機能】

・利用者登録
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・入札案件登録
・通知書作成
・開札 等
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２．電子入札の準備
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電子入札の準備
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④④④④ ＪａｖａＰｏｌｉｃｙＪａｖａＰｏｌｉｃｙＪａｖａＰｏｌｉｃｙＪａｖａＰｏｌｉｃｙのののの設定設定設定設定

①①①① パソコンパソコンパソコンパソコン・・・・プリンタプリンタプリンタプリンタ・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク環境環境環境環境のののの準備準備準備準備

③③③③ 電子入札電子入札電子入札電子入札システムシステムシステムシステム用登録番号用登録番号用登録番号用登録番号のののの確認確認確認確認

①①①① 電子入札電子入札電子入札電子入札システムシステムシステムシステムへのへのへのへの利用者登録利用者登録利用者登録利用者登録

電電電電 子子子子 入入入入 札札札札

②②②② 電子証明書電子証明書電子証明書電子証明書（（（（電子認証電子認証電子認証電子認証ＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカード））））のののの購入及購入及購入及購入及びびびびパソコンパソコンパソコンパソコンのののの設定設定設定設定

（（（（２２２２））））利用者登録利用者登録利用者登録利用者登録

（（（（１１１１））））事前準備事前準備事前準備事前準備

⑤⑤⑤⑤ ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂブラウザブラウザブラウザブラウザのののの環境設定環境設定環境設定環境設定



（１）事前準備その１
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◆◆◆◆電子入札電子入札電子入札電子入札のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なものなものなものなもの（以下①～②）

②②②②ＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカードととととＩＣＩＣＩＣＩＣカードリーダカードリーダカードリーダカードリーダののののセットアップセットアップセットアップセットアップ

①①①①パソコンパソコンパソコンパソコン・・・・プリンタプリンタプリンタプリンタ・・・・インターネットインターネットインターネットインターネットのののの準備準備準備準備
パソコンの取扱説明書やプロバイダから提供される手順書に従

い、パソコン及びネットワーク環境のセットアップを行ってくだ
さい。

ＩＣカードが届きましたら、取扱説明書や各民間認証
局ホームページの指示に従い、ＩＣカードリーダのセッ
トアップを行ってください。



①電子入札に必要なパソコンと回線

9※※※※ごごごご利用利用利用利用のののの認証局認証局認証局認証局によりによりによりにより、、、、さらにさらにさらにさらに制限制限制限制限があるがあるがあるがある場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。対応状況対応状況対応状況対応状況をごをごをごをご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。

[[[[平成平成平成平成26262626年年年年2222月現在月現在月現在月現在]]]]

本体本体本体本体 対応対応対応対応OSOSOSOSがががが動作動作動作動作するするするするPC/ATPC/ATPC/ATPC/AT互換機互換機互換機互換機（（（（DOSDOSDOSDOS／／／／VVVV））））

対応対応対応対応OSOSOSOS

Windows XP Professional SP3Windows XP Professional SP3Windows XP Professional SP3Windows XP Professional SP3
Windows XP Home Edition SP3Windows XP Home Edition SP3Windows XP Home Edition SP3Windows XP Home Edition SP3

Windows Vista Business (32bit) SP2Windows Vista Business (32bit) SP2Windows Vista Business (32bit) SP2Windows Vista Business (32bit) SP2
Windows Vista Home Premium (32bit) SP2Windows Vista Home Premium (32bit) SP2Windows Vista Home Premium (32bit) SP2Windows Vista Home Premium (32bit) SP2
Windows 7 Professional (32bit/64bit)Windows 7 Professional (32bit/64bit)Windows 7 Professional (32bit/64bit)Windows 7 Professional (32bit/64bit) SPSPSPSP無無無無しししし/SP/SP/SP/SP１１１１
Windows 7 Home Premium (32bit/64bit) SPWindows 7 Home Premium (32bit/64bit) SPWindows 7 Home Premium (32bit/64bit) SPWindows 7 Home Premium (32bit/64bit) SP無無無無しししし/SP/SP/SP/SP１１１１

ＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵ
Intel PentiumIntel PentiumIntel PentiumIntel PentiumⅢⅢⅢⅢ プロセッサプロセッサプロセッサプロセッサ 800MHz800MHz800MHz800MHz相当以上相当以上相当以上相当以上
（（（（1.2GHz1.2GHz1.2GHz1.2GHz以上推奨以上推奨以上推奨以上推奨））））

Core Duo 1.6GHz Core Duo 1.6GHz Core Duo 1.6GHz Core Duo 1.6GHz 同等以上推奨同等以上推奨同等以上推奨同等以上推奨

メモリメモリメモリメモリ 256MB256MB256MB256MB以上以上以上以上（（（（512MB512MB512MB512MB以上推奨以上推奨以上推奨以上推奨）））） 1.0GB1.0GB1.0GB1.0GB以上推奨以上推奨以上推奨以上推奨

ＨＤＤＨＤＤＨＤＤＨＤＤ 1111ドライブドライブドライブドライブのののの空空空空きがきがきがきが500MB500MB500MB500MB以上以上以上以上のののの空空空空きききき容量容量容量容量 1111ドライブドライブドライブドライブのののの空空空空きがきがきがきが1.0GB1.0GB1.0GB1.0GB以上以上以上以上のののの空空空空きききき容量容量容量容量

外部端子外部端子外部端子外部端子 ＩＣＩＣＩＣＩＣカードリーダライタカードリーダライタカードリーダライタカードリーダライタがががが接続接続接続接続できることできることできることできること

モニタモニタモニタモニタ 解像度解像度解像度解像度1024102410241024××××768768768768（（（（XGAXGAXGAXGA））））以上以上以上以上

ブラウザブラウザブラウザブラウザ
Internet Explorer 6.0 SP3Internet Explorer 6.0 SP3Internet Explorer 6.0 SP3Internet Explorer 6.0 SP3
Internet Explorer 7,8Internet Explorer 7,8Internet Explorer 7,8Internet Explorer 7,8

[Windows Vista]Internet Explorer 7,8[Windows Vista]Internet Explorer 7,8[Windows Vista]Internet Explorer 7,8[Windows Vista]Internet Explorer 7,8
[Windows 7]Internet Explorer 8,9,10[Windows 7]Internet Explorer 8,9,10[Windows 7]Internet Explorer 8,9,10[Windows 7]Internet Explorer 8,9,10

JavaJavaJavaJava実行環境実行環境実行環境実行環境((((※※※※))))

JRE1.3.1_xxJRE1.3.1_xxJRE1.3.1_xxJRE1.3.1_xx
JRE6.0 update 3JRE6.0 update 3JRE6.0 update 3JRE6.0 update 3～～～～9,14,16,17,26,299,14,16,17,26,299,14,16,17,26,299,14,16,17,26,29
JRE7.0 update 11,15,17,21,25JRE7.0 update 11,15,17,21,25JRE7.0 update 11,15,17,21,25JRE7.0 update 11,15,17,21,25
(JRE7.0(JRE7.0(JRE7.0(JRE7.0ははははInternet Explorer7,8Internet Explorer7,8Internet Explorer7,8Internet Explorer7,8のみのみのみのみ対応対応対応対応))))

JRE6.0 update 3JRE6.0 update 3JRE6.0 update 3JRE6.0 update 3～～～～9,14,16,17,26,299,14,16,17,26,299,14,16,17,26,299,14,16,17,26,29
JRE7.0 update 11,15,17,21,25JRE7.0 update 11,15,17,21,25JRE7.0 update 11,15,17,21,25JRE7.0 update 11,15,17,21,25
(JRE6.0 update 3(JRE6.0 update 3(JRE6.0 update 3(JRE6.0 update 3～～～～9999ははははWindows VistaWindows VistaWindows VistaWindows Vistaのみのみのみのみ対応対応対応対応))))

電子入札専用電子入札専用電子入札専用電子入札専用ソフトソフトソフトソフト ＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカードのののの発行発行発行発行をををを受受受受けたけたけたけた認証局認証局認証局認証局よりよりよりより提供提供提供提供

接続回線接続回線接続回線接続回線
・・・・インターネットインターネットインターネットインターネットへのへのへのへの接続手段接続手段接続手段接続手段をををを持持持持つことつことつことつこと ・・・・電子電子電子電子メールメールメールメールがががが送受信送受信送受信送受信できるできるできるできる環境環境環境環境にあることにあることにあることにあること
・・・・次次次次ののののプロトコルプロトコルプロトコルプロトコルがががが通過可能通過可能通過可能通過可能であることであることであることであること（（（（HTTPHTTPHTTPHTTP、、、、HTTPSHTTPSHTTPSHTTPS、、、、LDAPLDAPLDAPLDAP））））

◆◆◆◆電子入札電子入札電子入札電子入札システムシステムシステムシステムをををを快適快適快適快適にににに使用使用使用使用するためするためするためするため、、、、高速高速高速高速でででで安定安定安定安定したしたしたした回線回線回線回線をごをごをごをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。



電子認証局電子認証局電子認証局電子認証局がががが発行発行発行発行したしたしたしたＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカードにはにはにはには、、、、氏名氏名氏名氏名やややや会社名会社名会社名会社名などもなどもなどもなども記録記録記録記録されていますされていますされていますされています。。。。
ＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカード((((電子証明書電子証明書電子証明書電子証明書))))をををを使使使使ってってってって、、、、送信送信送信送信するするするする文書文書文書文書などになどになどになどに電子署名電子署名電子署名電子署名をををを付与付与付与付与できますできますできますできます。。。。
受信側受信側受信側受信側ではではではでは、、、、電子署名電子署名電子署名電子署名をををを検証検証検証検証することによりすることによりすることによりすることにより、、、、作成者作成者作成者作成者のののの特定特定特定特定ととととデータデータデータデータ改変改変改変改変のののの有無有無有無有無のののの

確認確認確認確認ができますができますができますができます。。。。

②電子入札に必要なＩＣカードとＩＣカードリーダ
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インターネットインターネットインターネットインターネット上上上上ではではではでは、、、、情報情報情報情報をやりをやりをやりをやり取取取取りするりするりするりする相手相手相手相手のののの顔顔顔顔がががが見見見見えませんえませんえませんえません。。。。
身分身分身分身分をををを証明証明証明証明するためするためするためするため、、、、電子認証局電子認証局電子認証局電子認証局からからからから電子証明書電子証明書電子証明書電子証明書をををを取得取得取得取得しししし、、、、利用利用利用利用しますしますしますします。。。。
電子証明書電子証明書電子証明書電子証明書はははは、、、、現実世界現実世界現実世界現実世界におけるにおけるにおけるにおける印鑑証明書印鑑証明書印鑑証明書印鑑証明書やややや身分証明書身分証明書身分証明書身分証明書にににに相当相当相当相当しししし、、、、ＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカードにににに記記記記

録録録録されされされされ発行発行発行発行されますされますされますされます。。。。

電子証明書（ＩＣカード）の役割

ＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカードはははは、、、、指定指定指定指定のののの電子認証局電子認証局電子認証局電子認証局からからからから購入購入購入購入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
（各認証局にてＩＣカードの価格は異なりますが、 ２年の有効期限で約２万円です）
（ＩＣカードリーダも各認証局から購入が可能で、約１万円です）
ＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカードのののの名義名義名義名義はははは、、、、代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名((((受任者受任者受任者受任者をををを設定設定設定設定しているしているしているしている場合場合場合場合はははは受任者氏名受任者氏名受任者氏名受任者氏名))))とととと一致一致一致一致

させるさせるさせるさせる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。



③電子入札に参加可能なＩＣカード
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認証事業者名認証事業者名認証事業者名認証事業者名 URLURLURLURL TELTELTELTEL

㈱NTTネオメイト（旧㈱アプリエ） https://www.e-probatio.com/ 0120-851-240

ジャパンネット㈱ http://www.japannet.jp/ 03-3265-9256

㈱中電シーティーアイ
※2011/5/31以降申込受付停止

https://repository.cti.co.jp/G2B/ 052-587-0553

㈱帝国データバンク http://www.tdb.co.jp/typeA/ 0570-011999

東北インフォメーション・システムズ㈱ https://www.toinx.net/ebs/info.html 022-799-5566

日本商工会議所
※2010/11/30以降申込受付停止

http://ca.jcci.or.jp/ 03-5295-7676

日本電子認証㈱ http://www.ninsho.co.jp/aosign/ 0120-714-240

㈱ミロク情報サービス
※2009/11/17以降申込受付停止

http://ca.mjs.co.jp/ 03-5361-6315

四国電力㈱
※2009/9/15以降申込受付停止

http://www.yonden.co.jp/business/ninsho
/index.html

0120-944-075

電子証明書電子証明書電子証明書電子証明書（（（（ＩＣカードカードカードカード））））をををを発行発行発行発行するするするする認証事業者名認証事業者名認証事業者名認証事業者名

※最新の「コアシステム対応認証局お問い合わせ先一覧」については、以下の「電子入札コアシステム
開発コンソーシアム」のリンクから「コアシステム対応認証局」のページをご参照ください。

http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/

[[[[平成平成平成平成25252525年年年年4444月現在月現在月現在月現在]]]]



③③③③JavaPolicyJavaPolicyJavaPolicyJavaPolicyのののの設定設定設定設定

（１）事前準備その２

Ｗｅｂブラウザに、雲仙市電子入札ポータルサイトにある「電子入札事前準備」
に従い、ポップアップを許可する設定等を行ってください。
操作方法がわからないときには、後ほど説明します電子調達コールセンターまでお
問い合わせください。

信頼済信頼済信頼済信頼済サイトサイトサイトサイト：：：：https://www.ep-bid.supercals.jp/

④④④④WebWebWebWebブラウザブラウザブラウザブラウザのののの環境設定環境設定環境設定環境設定

ＩＣカードのセットアップが終わったら、民間認証局からの取扱説明書や各民間
認証局ＨＰの指示に従い、JavaPolicyJavaPolicyJavaPolicyJavaPolicyのののの設定設定設定設定を行ってください。

操作方法がわからないときには、ＩＣカードを購入されました民間認証局までお
問い合わせください。

javaポリシー：https://www.ep-bid.supercals.jp/
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電子入札用登録番号及びパスワード

電子入札用登録番号等は次のとおりです。

「「「「登録番号登録番号登録番号登録番号」、「」、「」、「」、「商号又商号又商号又商号又はははは名称名称名称名称」、「」、「」、「」、「パスワードパスワードパスワードパスワード」」」」

①①①①「「「「電子入札用登録番号電子入札用登録番号電子入札用登録番号電子入札用登録番号」」」」

雲仙市入札参加資格審査申請時に取得した、６桁の業者番号の頭に「00」をつけた数値が登録番号です。

②②②②「「「「商号又商号又商号又商号又はははは名称名称名称名称」」」」

雲仙市競争入札参加資格者名簿に登載された営業所（年間委任がある場合は委任営業所）の名称。

③③③③「「「「電子入札用登録電子入札用登録電子入札用登録電子入札用登録パスワードパスワードパスワードパスワード」」」」

「42213000」に上記①「電子入札用登録番号」を繋げた16桁の数字です。

電子入札用登録番号及電子入札用登録番号及電子入札用登録番号及電子入札用登録番号及びびびびパスワードパスワードパスワードパスワードをををを使用使用使用使用してしてしてして、、、、

電子入札電子入札電子入札電子入札システムシステムシステムシステムへのへのへのへの利用者登録利用者登録利用者登録利用者登録をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

13



� （１）事前準備をすべて行った後、認証局から発行さ
れたＩＣカードを、電子入札システムに登録します。

� 利用者登録は電子入札システムの利用可能時間内であ
ればいつでも行うことができます。利用可能時間は本市
電子入札ポータルサイトで確認の上、手続きを行ってく
ださい。

（２）利用者登録

（（（（１１１１））））事前準備事前準備事前準備事前準備・・・・（（（（２２２２））））利用者登録利用者登録利用者登録利用者登録がががが済済済済んでいないとんでいないとんでいないとんでいないと、、、、
電子入札電子入札電子入札電子入札にはにはにはには参加参加参加参加できませんできませんできませんできません！！！！

14



利用者登録の方法

� 雲仙市ホームページの「事業者向け」から。「入札・契
約情報」の中の「電子入札関係」のボタンをクリックし、
画面を開きます。

� 「電子入札関係」の中の「雲仙市電子入札システム入
口」ボタンをクリックし、電子入札システムにログインし
ます。

� 「電子入札について」からダウンロードできる「操作マ
ニュアル」に従って、利用者登録を行ってください。

15



利用者登録時の留意事項

・・・・電子入札用登録番号等通知書電子入札用登録番号等通知書電子入札用登録番号等通知書電子入札用登録番号等通知書のののの記載通記載通記載通記載通りにりにりにりに入力入力入力入力してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

①①①① 登録番号登録番号登録番号登録番号（（（（半角入力半角入力半角入力半角入力））））

・登録番号を半角数字半角数字半角数字半角数字８８８８文字文字文字文字で入力してください。

②②②② 商号又商号又商号又商号又はははは名称名称名称名称（（（（全角入力全角入力全角入力全角入力））））

・商号又は名称を全角全角全角全角（（（（全全全全てのてのてのての文字文字文字文字をををを））））で入力してください。

・電子入札システムはＪＩＳ１・２水準文字の使用となり、一部使用出来ない文字があります。「商
号又は名称」、「代表者氏名」等の使用できない文字については、本市であらかじめ次のように
置き換えています。

使用禁止文字：半角カタカナ、外字、環境依存文字（①、Ⅰ、㎡、 ㈱ など）

［使用禁止文字 → 置き換え文字例］

－（全角マイナス） → ‐（全角ハイフン）、Ⅰ → １、Ⅱ → ２、

Ⅳ → ４、 﨑 → 崎、 髙 → 高、 濵 → 濱、 賴 → 頼、

德 → 徳、 栁 → 柳、 瀨 → 瀬、 杦 → 杉、 淸 → 清、

鮏 → 鮭

③③③③ パスワードパスワードパスワードパスワード（（（（半角入力半角入力半角入力半角入力））））

・パスワードは半角数字半角数字半角数字半角数字１６１６１６１６文字文字文字文字で入力してください。 16



３．利用者登録の流れ
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利用者登録（機能の選択）
使用しているＩＣカードのセットアップに従い、JRE1.3用かJRE1.4以上用を

選択してください。
【参考】インストールされているJRE（Java）のバージョン確認は、以下の
リンク先から確認できます。（リンク先が変更となる場合があります。）
http://www.java.com/ja/download/installed.jsp

雲仙市のホームページから電子入札

システムに入ります。

18

入札参加者

電子入札システムを利用するには、事前準備として

利用者登録を行う必要があります。

いずれかの利用者登録

のリンクをクリックします。



利用者登録（登録の選択）
利用者登録ボタンをクリック

登録ボタンを
クリック

PIN番号を入力して

OKボタンをクリック

※PIN番号はICカード購入
時に認証局より通知さ
れます。

19

入札参加者

担当者の入力は
不要です



利用者登録（資格審査情報の検索）

以下の情報を入力します。

・登録番号

・商号又は名称

・パスワード 検索ボタンをクリック
20

入札参加者



利用者登録（利用者の登録）

事業者の情報

を入力します。
・連絡先名称（部署名等）
・連絡先住所
・連絡先氏名
・連絡先メールアドレス

等

入力内容確認ボタンを

クリック
21

入札参加者



利用者登録（登録内容の確認）

22

入力内容を確認し、

登録ボタンをクリック

利用者登録完了です。

問題なく登録された場合は、ICカード

利用部署情報の連絡先メールアドレス

にお知らせメールが届きます。

登録内容確認で「仮登録仮登録仮登録仮登録」と表示されて

いる場合は、代表者氏名（受任者を設

定している場合は受任者氏名）とＩＣカー

ド取得者氏名が同じか確認し、管財課

まで連絡をお願いします。

入札参加者



４．電子入札の流れ
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雲仙市雲仙市雲仙市雲仙市

電子入札の流れ
（制限付一般競争入札）

各通知等各通知等各通知等各通知等はははは原則原則原則原則、、、、電子電子電子電子メールメールメールメールでででで発行発行発行発行されますされますされますされます
入札参加者入札参加者入札参加者入札参加者

開札【【【【２２２２ 電子入札参加電子入札参加電子入札参加電子入札参加】】】】

〔電子入札システム〕

※入札書提出から落
札者決定通知書確認
までのやりとりを行い
ます。

入札結果入札結果入札結果入札結果のののの公開公開公開公開
入札結果入札結果入札結果入札結果のののの確認確認確認確認

①①①①入札書入札書入札書入札書
落札候補者に参加申
請書の提出依頼を行
います。

【【【【３３３３ 入札結果公開入札結果公開入札結果公開入札結果公開】】】】

[雲仙市ホームページ]

→入札結果を確認

落札決定落札決定落札決定落札決定のののの確認確認確認確認

入札案件入札案件入札案件入札案件のののの確認確認確認確認 入札公告入札公告入札公告入札公告のののの公開公開公開公開

【【【【１１１１ 入札案件確認入札案件確認入札案件確認入札案件確認】】】】

[雲仙市ホームページ]

→公告・設計図書等

入札参加者全員に
落札者を通知します。

②②②②参加申請書提出依頼参加申請書提出依頼参加申請書提出依頼参加申請書提出依頼

③③③③落札者決定通知書落札者決定通知書落札者決定通知書落札者決定通知書

参加申請書提出参加申請書提出参加申請書提出参加申請書提出

受付期間内に、入
札書（必要な場合、
工事費内訳書）提
出します。

落札候補者とし
て通知された業
者は、参加申請
書等を持参持参持参持参しま
す。

注意注意注意注意 事前準備事前準備事前準備事前準備とととと利用者登録利用者登録利用者登録利用者登録をををを済済済済ませていないとませていないとませていないとませていないと電子入札電子入札電子入札電子入札にはにはにはには参加参加参加参加できませんできませんできませんできません！！！！
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制限付一般競争入札の流れ

発注見込みの参照発注見込みの参照

入札書入札書入札書入札書のののの提出提出提出提出（（（（必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ工事費内訳書工事費内訳書工事費内訳書工事費内訳書））））入札書入札書入札書入札書のののの提出提出提出提出（（（（必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ工事費内訳書工事費内訳書工事費内訳書工事費内訳書））））

入札書受付票入札書受付票入札書受付票入札書受付票（（（（自動発行自動発行自動発行自動発行））））のののの確認確認確認確認入札書受付票入札書受付票入札書受付票入札書受付票（（（（自動発行自動発行自動発行自動発行））））のののの確認確認確認確認

入札締切通知書入札締切通知書入札締切通知書入札締切通知書のののの確認確認確認確認入札締切通知書入札締切通知書入札締切通知書入札締切通知書のののの確認確認確認確認

参加申請書参加申請書参加申請書参加申請書提出依頼通知書提出依頼通知書提出依頼通知書提出依頼通知書のののの確認確認確認確認参加申請書参加申請書参加申請書参加申請書提出依頼通知書提出依頼通知書提出依頼通知書提出依頼通知書のののの確認確認確認確認

資格確認通知書資格確認通知書資格確認通知書資格確認通知書のののの確認確認確認確認資格確認通知書資格確認通知書資格確認通知書資格確認通知書のののの確認確認確認確認

事後審査通知書事後審査通知書事後審査通知書事後審査通知書のののの確認確認確認確認事後審査通知書事後審査通知書事後審査通知書事後審査通知書のののの確認確認確認確認

入札結果の参照入札結果の参照

落札者決定通知書落札者決定通知書落札者決定通知書落札者決定通知書のののの確認確認確認確認落札者決定通知書落札者決定通知書落札者決定通知書落札者決定通知書のののの確認確認確認確認

雲仙市ホームページ雲仙市ホームページ

電子入札電子入札電子入札電子入札システムシステムシステムシステム電子入札電子入札電子入札電子入札システムシステムシステムシステム

電子入札電子入札電子入札電子入札システムシステムシステムシステム電子入札電子入札電子入札電子入札システムシステムシステムシステム

雲仙市ホームページ雲仙市ホームページ

入札公告確認・設計図書等入手入札公告確認・設計図書等入手

処
理
処
理
処
理
処
理
のののの
流流流流
れれれれ

処
理
処
理
処
理
処
理
のののの
流流流流
れれれれ
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管財課へ持参、提出管財課へ持参、提出 参加確認申請書提出（落札候補者のみ）参加確認申請書提出（落札候補者のみ）



電子入札システム（機能の選択）
使用しているＩＣカードのセットアップに従い、JRE1.3用かJRE1.4以上用を

選択してください。
【参考】インストールされているJRE（Java）のバージョン確認は、以下の
リンク先から確認できます。（リンク先が変更となる場合があります。）
http://www.java.com/ja/download/installed.jsp

雲仙市のホームページから入札情

報システムに入ります。

入札参加者

利用者登録後、電子入札システムが利用できます。

電子入札システムの

リンクをクリックします。

26



電子入札システム（システムの選択）

電子入札システムをクリック

PIN番号を入力して

OKボタンをクリック

※PIN番号はICカード購入
時に認証局より通知さ
れます。

入札参加者

担当者の入力は
不要です
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制限付一般競争入札（入札状況の検索）

入札状況一覧ボタンを

クリックします。

※入札書提出の処理

は入札状況一覧に

表示されます。

入札参加者
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制限付一般競争入札（入札状況一覧の表示）

入札状況の一覧が

表示されます。

入札書提出ボタンを

クリックします。

公告済の入札案件に対し、

入札書を提出します。

入札参加者
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制限付一般競争入札（入札額等の入力）

必要な情報を

入力します。

提出内容確認

ボタンをクリック

工事費内訳書をファイル

の形で添付します。

ファイル数は１つです。

【参考】内訳書ファイルを
添付する手順

同価の入札によるく

じに利用する、３桁

の数字（くじ番号）を

入力します。

【参考】電子くじに

ついて

入札参加者
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内訳書ファイルを添付する手順

※添付ファイルは１つのみとなります。

１．参照ボタンをクリックします。

２．ファイルを選択し、開くボタンをク
リックすると、右側の欄にファイル
名が入ります。

３．内訳書追加ボタンをクリックします。

４．左側の欄にファイル名が入り、添
付されたことになります。

入札参加者

入札には、必ずその案件に応じた内訳書のみを添付するようにしてください。

ウイルスが確認された場合は、無効となることがありますので必ずウイルスチェックを

してください。
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【参考】電子くじについて

電子入札対象案件において、落札予定者となるべき同価
の入札をしたものが２人以上あるときは、落札決定を保留
した上で、電子くじにより落札予定者及びその次の順位以
降の者を決定します。
① 入札参加者は、入札時に「くじくじくじくじ番号番号番号番号（（（（３３３３桁桁桁桁））））」を入力します。

② くじ番号と入札日時の秒（ミリ秒単位の下３桁を使用）の和を「予備番予備番予備番予備番
号号号号（（（（３３３３桁桁桁桁））））」とします。和が４桁になる場合は、下３桁を使用します。

③ 電子くじ対象者を入札書提出順に、「入札順位入札順位入札順位入札順位」を0から振ります。

次の数式で得られた余り（決定決定決定決定くじくじくじくじ番号番号番号番号）と、入札順位の数値が一致

した入札者が落札予定者となります。

【数式】 電子くじ対象者の「予備番号」の和 ÷ 対象者数

※電子くじ対象者数が３人以上の場合はくじ引きを繰り返し各順位を決定
します。

電子くじ対象者
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【参考】電子くじの計算例

電子くじ対象者 Ａ建設 Ｂ建設 Ｃ建設

①くじ番号(入札時に入力) 261 347 077

②入札日時 1月22日13時16分35秒642 1月22日14時26分35秒012 1月22日16時54分10秒962

③入札日時のミリ秒 642 012 962

④予備番号 (①＋③) 903 (=261+642) 359 (=347+012) 039 (=077+962)

入札順位(②の早い者順) ０ １ ２

④の合算 903 + 359 + 039 = 1301

④の合算÷電子くじ対象者 1301 ÷ 3 = 433  余余余余りりりり 2

落札予定者 Ｃ建設

※③入札日時のミリ秒は、下３桁の数値を使用しています。

※電子くじ対象者が３社の場合の計算例（１番目がＣ建設となる場合）

※2番目の業者は落札予定者を除いたA建設[0]とB建設[1]の④合算[1262]から、

電子くじ対象者数[2] を割った余り[0]でA建設[0]となります。

3番目はB建設となります。

電子くじ対象者
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制限付一般競争入札（入札書の提出）

前画面で入力した

内容を確認します。

確認の結果、問題がなければ入札書提出ボタンをクリックしま
す。

入札参加者

入札はできるかぎり受付期間の早い時期に提出するようにしてください。

一度提出した入札書は、変更することができませんので、十分確認の上

提出してください。
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制限付一般競争入札（入札書の受信確認通知）

入札書受信確認通知が表示されます。

以上で入札書の提出は完了です。

入札参加者
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制限付一般競争入札（入札状況一覧の通知書表示）

入札書締切後、開札が行われ発注者

から通知書が発行されます。

未参照の受付票や通知書が

ある場合は、「未参照有り」と

表示されます。

表示ボタンをクリックします。

入札参加者
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制限付一般競争入札（入札状況通知書一覧の表示）

発行済の受付票や通知書が

一覧で表示されます。

参照する通知書の表示ボタンをクリックします。

審査中となった場合には事後審査事務開始通知書が届きます。

入札参加者
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制限付一般競争入札（入札書受付票の確認）

入札書受付票が表示されます。

電子により入札書の提出が完了した業者に届きますので必ず確認してください。

入札参加者
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制限付一般競争入札（入札締切通知書の確認）

入札締切通知書が表示されます。

入札に参加している全業者に届きます。

入札参加者
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制限付一般競争入札（事後審査通知書の確認）

事後審査通知書が表示されます。

入札に参加している全業者に届きます。

入札参加者
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制限付一般競争入札（参加申請書提出依頼通知書の確認）

参加申請書提出依頼通知書が表示されます。

審査対象者（落札予定者）にのみ届き、この後に参加資格確認申請書等を

持参により提出します。

審査対象者（落札候補者）のみ
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制限付一般競争入札（調達案件の検索）

調達案件一覧

ボタンをクリック

審査対象者（落札候補者）のみ

42



制限付一般競争入札（調達案件一覧の表示）

資格確認通知書が発行されると表示ボタン

が表示されますのでクリックします。

参加申請書提出依頼通知書を受領した入札案件に対し、
参加資格確認申請書及び申請に係る資料の提出を持
参で提出後、審査結果を参照します。

調達案件の一覧が表示されます。

※参加申請書は電子では提出しな
いため使用しません。

審査対象者（落札候補者）のみ
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制限付一般競争入札（資格確認通知書の確認）

受注者からの申請に対し発注者は審査を行い、資格確認の結果を通知します。

資格がある場合は審査対象者（落札予定者）に資格確認通知書が表示されます。

審査対象者（落札候補者）のみ
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制限付一般競争入札（入札状況一覧の通知書表示）

審査結果後に落札者決定通知書が

発行されます。

未参照の受付票や通知書が

ある場合は、「未参照有り」と

表示されます。

表示ボタンをクリックします。

入札状況一覧

ボタンをクリック

入札参加者
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制限付一般競争入札（入札状況通知書一覧の表示）

発行済の受付票や通知書が

一覧で表示されます。

参照する通知書の表示

ボタンをクリックします。

入札参加者
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制限付一般競争入札（落札者決定通知書の確認）

落札者決定通知書が入札に参加している全業者で確認できます。

内容を確認して入札は完了です。

入札参加者
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５．利用者登録や操作方法が
わからないときは？
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利用者登録やシステムの操作方法が分からないときは？

電子調達コールセンターへ

電話：０５７０－０１１３１１

（対応時間：平日の９時～１８時）

※土・日・祝日及び12月29日から翌年1月3日までは含みません。

操作方法がわからないときは、パソコンの画面

を表示させながら、問い合わせしましょう。

・・・・ ＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカードにににに関関関関するするするする内容内容内容内容についてはについてはについてはについては、、、、各認証局各認証局各認証局各認証局までおまでおまでおまでお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。
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電子入札システムの利用時間

電子入札電子入札電子入札電子入札システムシステムシステムシステム
項 目 内 容 利用時間 備 考

利用者登録 ＩＣカードの登録 8：00～20：00
平日のみ

（土・日・祝日及び12月29日から翌年1月3日まで

は含みません。）

入札書提出 電子入札への参加
公告等により
決定します。

通知書等の確認 入札状況一覧より 8：00～20：00
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電子入札についてのお知らせ

・・・・ 電子入札実施電子入札実施電子入札実施電子入札実施にににに関関関関するするするする各種情報各種情報各種情報各種情報についてはについてはについてはについては、、、、雲仙市雲仙市雲仙市雲仙市

ホームページホームページホームページホームページ等等等等でおでおでおでお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。

http://www.city.unzen.nagasaki.jp/keiyaku/

・・・・ 入札案件等入札案件等入札案件等入札案件等のののの内容内容内容内容についてはについてはについてはについては、、、、次次次次のののの連絡先連絡先連絡先連絡先までおまでおまでおまでお問問問問いいいい合合合合わせくださわせくださわせくださわせくださ

いいいい。。。。
総務部総務部総務部総務部 管財課管財課管財課管財課 （（（（095-738-3111））））
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