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はじめに
本マニュアルは大分県共同利用型電子入札システムの利用者登録手順を記載したものです。
はじめて電子入札システムを利用される方は利用者登録を行う前に、パソコンの購入及びインターネットへ

の接続（HTTP，HTTPS，LDAPのプロトコルが通過可能）と、以下の準備が必要ですので注意してください。

■パソコンの準備（推奨環境）
電子入札システムを使用するパソコンについては、 条件を満たしたものをご用意いただく必要があります。

パソコンのOSやブラウザのバージョンなど、対応時期については日々変化いたしますので最新の情報は、
ホームページの「事前準備」をご参照ください。
ご不明な点はヘルプデスクまでご連絡ください。

■ＩＣカード、ＩＣカードリーダの購入とセットアップ
（１）ＩＣカード、ＩＣカードリーダの購入

電子入札システムを利用するためには、必ずＩＣカード、ＩＣカードリーダと呼ばれるものが必要です。
電子入札システム用のＩＣカード、ＩＣカードリーダは特定の「認証局」と呼ばれる事業者から購入しな

ければなりません。

なお、購入先の「認証局」は次ページの手順により確認できます。

はじめに

～ＩＣカード購入時の注意点～

・ＩＣカードの名義は、大分県及び各市町村に申請した“入札参加資格申請”の商号、代表者と同一の名義とする
こと。（入札参加資格申請者を本社から支店等に委任している場合は、必ず受任者の名義とすること。）

・同一の企業で、“建設工事”と“建設コンサルタント”の両方の入札参加資格を有する場合は、建設工事で１枚、
建設コンサルタントで１枚の計２枚のＩＣカードが必要となります。

・商号、代表者に変更があった場合は、大分県及び各市町村へ変更の届け出を行うとともに、必ず変更後の商
号、代表者の名義のＩＣカードを取得すること。

「事前準備」をクリック
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はじめに

（２）ＩＣカード、ＩＣカードリーダの購入先

「リンク」をクリック

ＩＣカード、ＩＣカードリーダは、一覧
表の中のどの認証局から購入してい
ただいても構いません。
詳細については、各認証局にお問
い合わせください。
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■パソコンの環境設定

ＩＣカード、ＩＣカードリーダのセットアップ後、使用するパソコン毎に「環境設定」を行う必要がありま

す。「パソコンの環境設定」については、次の手順により確認することができます。

「はじめてご利用の方」
をクリック。

「事前準備」をクリック。

ステップ１～ステップ８まで、掲載
されている手順に従って作業を行っ
てください。

パソコンの環境設定をきちんと行ってい
ない場合、電子入札システムがうまく動作
しないことがあります。
必ず内容について確認し、必要な作業を
行ってください。

（３）ＩＣカード、ＩＣカードリーダのセットアップ
ＩＣカード、ＩＣカードリーダの購入後、ＩＣカード、ＩＣカードリーダが使用できるようにパソコンに

設定しなければなりません。
設定手順は、各認証局により異なりますので、ＩＣカード、ＩＣカードリーダ購入時に各認証局から指示

された手順に従って、必要な設定を行ってください。（不明な点は購入先の認証局にお問い合わせください。）

準備が全て完了しましたら、次ページからの
「利用者登録を行う前に」へお進みください。

はじめに
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■利用者登録の操作にあたっての注意事項

（１）複数のICカードを御使用になる場合、ICカード毎に利用者登録が必要です。

（２）利用者登録は競争入札参加資格申請を行った自治体毎に利用者登録が必要です。大分県への利用者登録
で大分県下すべての市町村の入札が行える訳ではありません。

（３）有効期限外のICカードの利用者登録は行えません。

（４）利用者登録に必要な登録番号は別途「大分県共同利用型電子入札システム」のホームページ内に掲載し
ています「登録番号一覧表」を参照し、ご自分の登録番号を確認してください。
※同一の会社で建設業とコンサルタント業務の両方の入札参加資格を有する場合は、それぞれ別々に登録
が必要です。建設業で登録する場合は建設業の登録番号を入力して利用者登録を、コンサルタント業務で
登録する場合はコンサルタント業務の登録番号を入力して利用者登録を行ってください。（１枚のＩＣカ
ードで両方の入札は行えません。）
なお、「登録番号一覧表」は次の手順により確認できます。

（５）電子入札システムでは使用が禁止されている文字があります。使用禁止文字は「大分県共同利用型電子
入札システム」のホームページの「操作マニュアル」内の「電子入札システム使用禁止文字一覧表」に掲
載しています。
※代表的な使用禁止文字は、 ‐（全角ハイフン）、－（全角マイナス）、―（全角ダッシュ）です。住所
や電話番号の入力には使用せず、ー（全角長音）を使用してください。
なお、「使用禁止文字の一覧表」は電子入札のホームページの「操作マニュアル」→「電子入札システム

使用禁止文字一覧表」より確認できます。

利用者登録を行う前に・・・

電子入札のホームページ
の「操作マニュアル」を
クリック。

電子入札のホームページの「登録
番号一覧表」をクリック。

利用者登録を行う前に・・・

使用禁止文字を調べるには・・・

県内建設工事、建設コンサルタント、
県外建設工事のいずれかをクリック
すると登録番号一覧表が表示されます。
一覧表の中からご自分の会社名を探し
登録番号を確認してください。
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（６）その他の利用者登録時によくある質問は「大分県共同利用型電子入札システム」のホームページの「Ｑ
＆Ａ（質疑回答集）」に掲載しています。「Ｑ＆Ａ（質疑回答集）」は次の手順により確認できます。

掲載内容及び掲載内容以外について、ご質問等がある場合は、
「電子入札システムヘルプデスク」までお問い合わせください。

ＴＥＬ 0120-308-293
対応時間

開庁日 9:00～12:00・13:00～17:30

「利用者登録を行う前に・・・」の内容を確認しましたら、
次ページからの「利用者登録手順」へお進みください。

利用者登録を行う前に・・・

各項目をクリックすると、質
問及び回答内容を閲覧するこ
とができます。

「よくあるご質問」
をクリックしてくだ
さい。
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大分県共同利用型電子入札システムのホームページより「電子入札システム」を選択します。

利用者登録手順

利用者登録手順

◆ホームページの出し方◆

大分県共同利用型電子入札システムのホームページはYahoo（ヤフー）やGoogle（グーグル）などの
検索ページから「大分県 電子入札」などのキーワードを入力すると検索結果に「大分県共同利用型電子
入札システム」と表示されます。
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電子入札システムを起動する
と左記の画面が表示されます。

利用者登録を行いたい発注機
関を選択します。

利用者登録手順

補足説明

利用者登録は競争入札参
加資格申請を行った発注
機関（自治体）すべてに
利用者登録が必要です。
大分県への利用者登録で
大分県下すべての市町村
の入札が行える訳ではあ
りません。

「◎工事、業務」を選択しま
す。
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「利用者登録／電子入札」選
択画面（受注者用）が表示さ
れます。

「利用者登録」を選択します。

電子入札システム 受注者
クライアント画面が表示さ
れます。
画面左にある「利用者登録
処理」ボタンを選択します。

※画面上部にある『年月日
時分』が表示されるまで
「利用者登録処理」ボタン
を選択しないで下さい。

※ここで、表示される時刻
は使用しているパソコンの
時刻ではなく、大分県共同
利用型電子入札サーバの時
刻が表示されています。

上記『年月日時分』が表示さ
れるまで他のボタンを押さな
いでください。

利用者登録手順

時計が表示されないときは、下記をチェック！！

①Ｊａｖａポリシーの設定は完了してますか？
設定の詳細はICカード購入先に認証局にご確認ください。

②ＩＣカードリーダは正常に動作していますか？
不具合がある場合はICカード購入先の認証局にお問い合わせください。

③ポップアップブロック等の設定が完了していますか？
電子入札専用ホームページのメニューから「Q&A（質疑回答集）」→「パソコンの環境に関する各種

設定」を参照してください。

ご自身のバージョンがわ
からない場合は、
「JREバージョン確
認」をご利用くだい。
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利用者登録メニュー画面が
表示されます。

「新規登録」ボタンを選択
します。

PIN番号入力ダイアログが表
示されます。

ICカードをリーダに差込み、
PIN番号を入力後、「OK」
ボタンを選択します。

担当者名について
は省略可能です。

利用者登録手順

補足説明

「登録内容変更」を選択
すると利用者情報の変更
が行えます。登録内容に
変更が生じた場合はこち
らから変更を行ってくだ
さい。
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入力項目説明

■ 登録番号 ： （半角数字８桁で入力）

・登録番号は別途「大分県共同利用型電子入札システム」のホームページ内に掲載しています「登録番号一
覧表」を参照し、ご自分の登録番号を確認してください。また、大分県下の市町村の利用者登録時も同じ番
号になります。
・登録番号は、半角数字８桁での入力となります。 「検索」ボタンをクリック後は頭にゼロが３つ付加され
１１桁となりますが、異常ではありません。
・同一の会社で建設業とコンサルタント業務の両方の入札参加資格を有する場合は、それぞれ別々に登録が
必要です。建設業で登録する場合は建設業の登録番号を入力して利用者登録を、コンサルタント業務で登録
する場合はコンサルタント業務の登録番号を入力して利用者登録を行ってください。１枚のＩＣカードで両
方の入札は行えません。

■ 商号又は名称 ： （全角で入力）

・登録番号一覧表に掲載されている商号又は名称を入力してください。ただし、商号又は名称に変更があっ
た場合は変更後のものを入力となります。
・株式会社や有限会社は、必ず（株）や（有）の全角３文字で入力してください。特殊文字の(株)や(有)及び、
（ ）の半角文字での入力できません。
・県外業者の方の商号又は名称は、本店の商号又は名称を入力してください。

利用者登録手順

資格審査情報検索画面が表示されます。
「登録番号」と「商号又は名称」を入力後「検索」ボタンを選択します。
※入力に関する注意事項は下記に記載しています。
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利用者登録手順

1

2

3

： 大分太郎建設

ＩＣカード内の名義人情報
が表示されます

support@t-elbs.jp

support@t-elbs.jp
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●入力に関しての注意事項

発注機関選択について
発注機関選択では、登録したい自治体にチェックを入れてください。
チェックを入れた自治体に一度の操作で登録をすることが可能です

上段の「業者情報」欄には、“本店情報”が初期表示され、中段の「代表窓口情報」には、各自治体への
“業者登録（入札参加資格者）情報”が初期表示されます。（連絡先メールアドレスは入力が必要です。）
※入札参加資格申請時に支店・営業所等で申請していれば、支店・営業所等の情報が表示されます。

メールメールアドレスについて
電子入札システムで発行される“指名通知書”、“見積依頼通知書”は必ず「代表窓口情報」
に入力されている連絡先メールアドレスに“お知らせのメール”が発行されます。それ以外の
通知については全て「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”
が発行されます。

※登録するメールアドレスが携帯電話のメールアドレスや、フリーメールなどのアドレスであった場合、
メールが届かない場合があります。
登録するメールアドレスはプロバイダでご契約されているアドレスを使用することを推奨します。

下段には「ICカード利用部署情報」が表示され、ICカード情報以外の項目は入力が必要です。「ＩＣカード
利用部署情報」には、会社内で入札手続きの実務担当者を、中段の「代表窓口情報」と区別したい場合は、
当該担当者の部署、氏名等を入力します。
特に、区別する必要がない場合でも何らかの入力が必要となりますので、「代表窓口情報」と同じ内容を

必ず入力してください。

入力後、「入力内容確認」ボタンを選択します。

※入札参加資格を本店から支店等に委任している場合、ICカード名義人は委任先の商号・代表者と同一であ
る必要があります。

＜注意＞
電子入札システムでは使用が禁止されている文字があります。使用禁止文字は「大分県共同利用型電子入札
システム」のホームページの「操作マニュアル」内の「電子入札システム使用禁止文字一覧表」に掲載して
います。
※代表的な使用禁止文字は、‐（全角ハイフン）、－（全角マイナス）、―（全角ダッシュ）です。住所の
入力などには使用しないでください。ー（全角長音）入力は可能です。

利用者登録手順

1

2 3
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利用者登録完了画面が表示
されます。

必要に応じて「印刷」ボタ
ンを押下し、利用者登録の
内容を出力してください。

「印刷」ボタンを押下する
と新規ウィンドウで「利用
者情報の印刷画面」が表示
されます。

登録内容確認画面が表示
されます。

入力内容を確認後に「登
録」ボタンを選択します。

また入力内容に誤りがあ
り修正したい場合には
「戻る」ボタンを選択し、
前ページにて修正してく
ださい。

利用者登録手順

中 略

： 大分太郎建設

support@t-elbs.jp
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再び、利用者登録完了画面
が表示されます。

右上の「×」ボタンで画面
を終了します。

以上で、利用者登録は完了
です。

利用者情報の印刷画面が
表示されます。

「印刷」ボタンを押下し、
利用者登録の内容を出力
してください。

印刷終了後、右上の
「×」ボタンで画面を終
了します。

利用者登録手順

■利用者登録完了の確認メール
利用者登録が完了すると、登録されたメールアドレスに「利用者登録が正常に完了」した旨のお知らせメールが、電

子入札システムより数分後に自動で発行されます。（利用者登録の変更、ＩＣカードの更新を行った場合にも同様の
メールが発行されます。）

なお、「利用者登録のお知らせメール」は、各発注機関（各自治体）から発行されている訳ではなく、すべて電子入
札システムから自動で発行されていますので、このメールに返信をしないでください。

「利用者登録のお知らせ」メールが届かない場合は、メールアドレスの登録ミスが考えられます。
登録内容を確認し、変更を行ってください。

■変更手順
利用者登録→利用者登録処理と進み、“利用者登録メニュー”から”登録内容の変更”を選択して正しい
メールアドレスに修正してください。

： 大分太郎建設

ＩＣカード内の名義人情報
が表示されます

support@t-elbs.jp
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利用者登録の変更とＩＣカードの更新

利用者登録の変更とＩＣカード更新

利用者登録した内容を変更
する場合は、「登録内容変
更」ボタンを選択します。

PIN番号入力ダイアログが
表示されます。

ICカードをリーダに差込み、
PIN番号を入力後、「OK」
ボタンを選択します。

※担当者は省略可能です。

■利用者登録の変更

１７



■利用者登録の変更 全体イメージ

aとbの詳細は次ページをごらんください。

b

a

登録されている自治体にチェックが
入っています。
変更したり、追加したりすることはで
きません。

利用者登録の変更とＩＣカードの更新

： 大分太郎建設

大分太郎建設

ＩＣカード内の名義人情報
が表示されます

support@t-elbs.jp

support@t-elbs.jp

support@t-elbs.jp

support@t-elbs.jp
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メールアドレスの変更a

1
2

①の入力欄に変更したいメールアドレスを入力します。
②の「一括変更」をクリックすると、下記のようなメッセージが表示されますので内容に間違いがなければ
③の「ＯＫ」をクリックします。

3

下記の図のように、登録されている（チェックがついている）自治体すべてのメールアドレスが変更されま
した。

【補足事項】
・変更したくない自治体がある場合は、各自治体の左側にあるチェックボックスのチェックを外してくだ
さい。

・ここに登録されるメールアドレス宛に「指名通知発行のお知らせ」や「見積依頼書到着のお知らせ」な
どが届きます。

＜注意＞
電子入札システムでは使用が禁止されている文字があります。使用禁止文字は「大分県共同利用型電子入札
システム」のホームページの「操作マニュアル」内の「電子入札システム使用禁止文字一覧表」に掲載して
います。
※代表的な使用禁止文字は、‐（全角ハイフン）、－（全角マイナス）、―（全角ダッシュ）です。住所の
入力などには使用しないでください。ー（全角長音）入力は可能です。

変更したいメールアドレスを入力

入力例：
「support@t-elbs.jp」を
「abc@t-elbs.jp」に変更したい

利用者登録の変更とＩＣカードの更新

abc@t-elbs.jp

support@t-elbs.jp

support@t-elbs.jp

support@t-elbs.jp

abc@t-elbs.jp

abc@t-elbs.jp

abc@t-elbs.jp

abc@t-elbs.jp
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ＩＣカード利用者情報の変更b

登録した内容に変更がある項目のみ入力（修正）し、入力（修正）完了後「入力内容確認」ボタンを選択し
てください。

※以降の操作方法は、新規登録時と同じです。

【補足】

・この「ＩＣカード利用部署情報」の中の「連絡先メールアドレス」には
「入札書受付票到着のお知らせ」や「落札者候補決定通知書到着のお知らせ」などのメールが届きます。
「代表窓口情報」のメールアドレスと区別したい場合は変更してください。

・メール紛失やメール不着などの事故を防ぐためにも「代表窓口情報」と「ＩＣカード利用部署情報」の
メールアドレスは同一のものを登録することを推奨します。

＜注意＞
電子入札システムでは使用が禁止されている文字があります。使用禁止文字は「大分県共同利用型電子入札
システム」のホームページの「操作マニュアル」内の「電子入札システム使用禁止文字一覧表」に掲載して
います。
※代表的な使用禁止文字は、‐（全角ハイフン）、－（全角マイナス）、―（全角ダッシュ）です。住所の
入力などには使用しないでください。ー（全角長音）入力は可能です。

利用者登録の変更とＩＣカードの更新

大分太郎建設

ＩＣカード内の名義人情報
が表示されます

support@t-elbs.jp
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■ＩＣカードの更新

ＩＣカードの更新は、ＩＣカードの有効期限切れ、商号・代表者の名義の変更等により、新たにＩＣカー
ドを取得した場合に操作します。

この操作により、利用者登録したメールアドレス等の情報は変更せず、ＩＣカード情報のみ変更（更新）
することができます。

ＩＣカードの更新をする場
合は、「ＩＣカード更新」
ボタンを選択します。

現在使用しているＩＣカー
ド（旧ＩＣカード）がＩＣ
カードリーダ挿入されてい
ることを確認し、「OK」
ボタンを選択します。

利用者登録の変更とＩＣカードの更新
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PIN番号入力ダイアログが
表示されます。

現在使用しているＩＣカー
ド（旧ＩＣカード）のPIN
番号を入力し、「OK」ボ
タンを選択します。

次に、新しいＩＣカードを
ＩＣカードリーダに挿入し、
「OK」ボタンを選択しま
す。

利用者登録の変更とＩＣカードの更新

２２

担当者名について
は省略可能です。



PIN番号入力ダイアログが
表示されます。

新しいＩＣカードのPIN番
号を入力し、「OK」ボタ
ンを選択します。

内容を確認し、「更新」ボ
タンを選択します。

利用者登録の変更とＩＣカードの更新

大分太郎建設

大分太郎建設

大分太郎建設

２３

担当者名について
は省略可能です。

ＩＣカード内の名義人情報
が表示されます

ＩＣカード内の名義人情報
が表示されます



ＩＣカードの更新が完了し
ました。

利用者登録の変更とＩＣカードの更新

ＩＣカードの更新は、旧ＩＣカードの返却後あるいは旧ＩＣカードの有効期限切れ後には操作
できません。ＩＣカードの更新の操作ができない場合は、新しいＩＣカードにより新規に利用者
登録を行ってください。

～ＩＣカードの更新時の注意点～
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大分県共同利用型電子入札システムの操作方法の不明な点は、
「大分県共同利用型電子入札システムヘルプデスク」までお問い合わせください。

【お問い合せの前に】
「Ｑ＆Ａ（質疑回答集）」はご覧になりましたか？ 「Ｑ＆Ａ（質疑回答集）」は「大分県共同利用型電子入札システム」
のホームページに掲載しています。

【お問い合せ時の確認事項】
お問い合わせの際には以下の情報を必ずお伝えください。お伝えいただけない場合は質問に回答いたしかねます。

■ 会社名
■ 連絡先電話番号

■ お電話いただいている方のお名前（メール問合せ時は送信者のお名前）
また、上記情報に加えて、ＯＳの種類、Internet Explorerのバージョン、操作時に発生したエラーコードをお伝え頂け
ますとスムーズな対応が可能です。

※質問の内容によっては、当ヘルプデスク以外の問合せ先を紹介させていただく場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。

大分県共同利用型電子入札システムヘルプデスク
運用時間 ９：００～１２：００ １３：００～１７：３０（閉庁日を除く）
ＴＥＬ ０１２０－３０８－２９３ e-mail ： support@t-elbs.jp
ホームページ ： https://www.t-elis.pref.oita.lg.jp/hp/

最後に

最後に

２５
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