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４．入札方式別操作 

マニュアル 

（指名競争入札） 
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指名競争入札の流れ 

（１）指名通知書の受理（Ｐ．１１９） 

（２）受領確認書の提出（Ｐ．１２１） 

（３）入札書の提出（Ｐ．１２５） 

（４）入札書受付票の受理（Ｐ．１３０） 

（５）入札締切通知書の受理（Ｐ．１３３） 

（６）落札者決定通知書の受理（Ｐ．１３６） 

調
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案
件
一
覧
画
面
で
処
理 

入
札
状
況
一
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で
処
理 

 



４．指名競争入札 

119 

指名通知書が発行される
と、連絡先E-mailアドレ

ス宛てに発行した旨の
メールが届きます。 

 

電子入札システムにログ
イン後、以下の操作によ
り通知書を確認します。 

 

 

 

（１）指名通知書の受理 

（１）指名通知書の受理 

指名通知書が到着したのでお知らせ致します。 

電子入札システムにて通知書を確認してください。 

 

調達案件番号：00018008010020050008 

調達案件名称：建政 第１号 道路改良工事 

入札方式名称：指名競争入札 

調達機関名称：大分県 

部局名      ：(大分県)土木建築部 

事務所名    ：建設政策課 

 

貴社企業ID  ：0001000000003391 

貴社登録名称：大分建設株式会社 

 

指名通知書  発行日時  ：平成17年10月13日 11時30分 

 
****************************************************************** 
大分県共同利用型電子入札システムヘルプデスク 
 
ヘルプデスク E-mail：support@t-elbs.jp 
大分県共同利用型電子入札システムヘルプデスクホームページURL：   
 https://www.t-elbs.pref.oita.lg.jp/hp/ 
****************************************************************** 

電子入札システムへのログ
イン後の調達案件検索画面
です。 

必要な条件を設定し、「調
達案件一覧」ボタンを選択
します。 

 

※ログインの方法は、本操
作マニュアルの「１．電子
入札システムへのログイ
ン」を参照ください。 

 

 
検索条件は、上図の電子
メールの内容を参考に設
定してください。 

なお、全項目を入力する
必要はなく、最低限「部
局」、「所属」、「入札
方式」を入力すればＯＫ
です。 

・・・必須入力 

・・・任意入力 
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確認する案件の「受領確
認/提出意思確認書」の

“通知書”欄にある「表
示」ボタンを選択します。 

指名通知書が表示されま
す。 

内容を確認してください。 

 

※「指名通知書」の印
刷・保存は任意で行って
ください。 

 

以上で、指名通知書の受
理は完了です。 

 

（１）指名通知書の受理 
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受領確認書を提出する案
件を選択するため、「受
領確認/提出意思確認書」

の“提出”欄にある「提
出」ボタンを選択します。 

受領確認書が表示されます
ので、案件名や入札締切日
などを確認したのち、「提
出内容確認」ボタンを選択
します。 

受領確認書は、入札への
参加意思の有無に関わら
ず、必ず発注者に提出し
てください。 

（２）受領確認書の提出 

（２）受領確認書の提出 
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受領確認書が表示されます
ので、内容を確認し「提
出」ボタンを選択します。 

 

この時点で受領確認書が電
子入札システムサーバーに
送信されます。 

受信確認通知が送信されて
きますので、「印刷」ボタ
ンを選択します。 

（２）受領確認書の提出 

この受信確認通知は、受領
確認書の送信が正常に行わ
れた証拠の書類となります。
発注者とのトラブルを防止
するため、必ずこの時点で
印刷しておくようにしま
しょう。（後日この画面を
表示することはできませ
ん。） 
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「調達案件一覧」ボタンを
選択します。 

（２）受領確認書の提出 

印刷が不要な場合は、
「印刷」ボタンを選択せ
ず、「×」ボタンで画面
を閉じてください。 

「印刷」ボタンで印刷しま
す。 

 

その後「×」ボタンを選択
して画面を閉じます。 
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提出が終了すると、「提
出」ボタンは「表示」ボタ
ンに替わります。 

 

以上で、受領確認書の提出
は完了です。 

（２）受領確認書の提出 



４．指名競争入札 

125 

入札書を提出する案件の
“入札/再入札/見積” 欄

にある「入札書提出」ボ
タンを選択します。 

※当該入札を辞退する場
合は、“辞退届”欄にあ
る「提出」ボタンを選択
します。 

（３）入札書の提出 

「入札/再入札/見積」欄
の「提出」ボタンは、入
札書の受付開始日時以降
に表示されます。（受付
締切日時が過ぎると「提
出」ボタンの表示が消え
ます。） 

（３）入札書の提出 

電子入札システムへのログ
イン後の調達案件検索画面
です。 

必要な条件を設定し、「入
札状況一覧」ボタンを選択
します。 

 

※ログインの方法は、本操
作マニュアルの「１．電子
入札システムへのログイ
ン」を参照ください。 

 

 検索条件は、当該入札案
件における発注者からの
各種お知らせメールを参
考に設定してください。 

なお、全項目を入力する
必要はなく、最低限「部
局」、「所属」、「入札
方式」を入力すればＯＫ
です。 

・・・必須入力 

・・・任意入力 
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入札書作成画面が表示さ
れますので、入札金額と
くじ番号を入力します。 

 

※連絡先名称、氏名、住
所、電話番号、メールア
ドレスは、利用者登録の
際に登録したＩＣカード
利用部署情報を、今回の
入札案件に限り変更する
場合のみ入力します。 

内訳書が必要な場合は、
「参照」ボタンで添付す
るファイルを指定し、
「添付資料追加」ボタン
を選択します。 

※内訳書の提出が必要な
い場合は、操作できませ
ん。次頁に進んでくださ
い。 

以降の画面で、内訳書
ファイルの内容を確認す
ることはできないため、
添付する前によく確認し
てください。 

（３）入札書の提出 

※くじ番号には 

「００１～９９９」まで
のお好きな３桁の数字を
半角にて入力してくださ
い。 

電子くじの仕組みについ
ての詳細は「大分県電子
入札運用基準」にてご確
認ください。 
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入力した内容を確認後、
「入札書提出」ボタンを
選択します。 

「戻る」ボタンを選択す
ると、１つ前の「入札書
作成」画面に戻って修正
することができます。 

また、入札書提出後は入
札した金額、くじ番号を
確認することができませ
んので、必要に応じて印
刷等を行ってください。 

入札書提出確認ダイアロ
グが表示されます。 

「OK」ボタンを選択しま
す。 

この時点で入札書が発注
者に送信されます。送信
後の入札書の修正、撤回
はできませんので、選択
する前に入札金額などを
十分に確認しましょう。 

（３）入札書の提出 



４．指名競争入札 

128 

入札書の提出が正常に処
理されると、受信確認通
知が送信されてきます。 

必ず一度「印刷」ボタン
を選択する必要がありま
す。 

「印刷」ボタンで印刷後、
「×」ボタンで画面を閉
じます。 

印刷が不要な場合は、
「印刷」ボタンを選択せ
ず、「×」ボタンで画面
を閉じてください。 

（３）入札書の提出 

この通知は、入札書の送
信が正常に行われた証拠
の書類となります。発注
者とのトラブルを防止す
るため、必ずこの時点で
印刷、もしくは保存をし
ておきましょう。（後日
この画面を表示すること
はできません。） 
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印刷、もしくは保存完了
後、「入札状況一覧」ボ
タンを選択し、入札状況
一覧画面に戻ります。 

入札書を提出すると、一
覧の「入札書提出」ボタ
ンと“辞退届”欄の「提
出」ボタンが消えます。 

以上で入札書（辞退届）
の提出処理は完了です。 

（３）入札書の提出 
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入札書の提出後、発注者か
ら「入札書受付票」が発行
されます。発行されると、
連絡先E-mail宛てに発行し
た旨のメールが届きます。 

 

電子入札システムにログイ
ン後、以下の操作により通
知書を確認します。 

 

 

入札書受付票が到着したのでお知らせ致します。 
電子入札システムにて受付票を確認してください。 
 

調達案件番号：00018008010020050008 

調達案件名称：建政 第１号 道路改良工事 

入札方式名称：指名競争入札 

調達機関名称：大分県 

部局名      ：(大分県)土木建築部 

事務所名    ：建設政策課 

 

貴社企業ID  ：0001000000003391 

貴社登録名称：大分建設株式会社 

 

入札書受付票  発行日時  ：平成17年10月13日 11時30分 

 
****************************************************************** 
大分県共同利用型電子入札システムヘルプデスク 
 
ヘルプデスク E-mail： support@t-elbs.jp 
大分県共同利用型電子入札システムヘルプデスクホームページURL：   
 https://www.t-elbs.pref.oita.lg.jp/hp/ 
****************************************************************** 

（４）入札書受付票の受理 

（４）入札書受付票の受理 

電子入札システムへのログ
イン後の調達案件検索画面
です。 

必要な条件を設定し、「入
札状況一覧」ボタンを選択
します。 

 

※ログインの方法は、本操
作マニュアルの「１．電子
入札システムへのログイ
ン」を参照ください。 

 

 
検索条件は、上図の電子
メールの内容を参考に設
定してください。 

なお、全項目を入力する
必要はなく、最低限「部
局」、「所属」、「入札
方式」を入力すればＯＫ
です。 

・・・必須入力 

・・・任意入力 
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入札書受付票を確認する
案件の“受付票/通知書一
覧” 欄にある「表示」ボ
タンを選択します。 

発注者から発行された通
知書等が未参照の場合は、
“通知書確認“欄に「未
参照」と表示されていま
す。 

入札状況通知書一覧画面
が表示されますので、
「入札受付票」の“通知
書表示”欄にある「表
示」ボタンを選択します。 

発注者から発行された通
知書等のうち未参照のも
のがある場合には、“受
付票/通知書一覧”欄に

「未参照有り」が表示さ
れます。 

（４）入札書受付票の受理 
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「入札書受付票」が表示
されます。入札書が受付
けられたかどうかを確認
します。 

※「入札書受付票」の印
刷・保存は任意で行って
ください。 

以上で入札書受付票の受
理は完了です。 

（４）入札書受付票の受理 



４．指名競争入札 

133 

入札書提出締切日時が過
ぎると、発注者から「入
札締切通知書」が発行さ
れます。発行されると、
連絡先E-mail宛てに発行し
た旨のメールが届きます。 

 

電子入札システムにログ
イン後、以下の操作によ
り通知書を確認します。 

 

入札締切通知書が到着したのでお知らせ致します。 
電子入札システムにて通知書を確認してください。 
 
 

調達案件番号：00018008010020050008 

調達案件名称：建政 第１号 道路改良工事 

入札方式名称：指名競争入札 

調達機関名称：大分県 

部局名      ：(大分県)土木建築部 

事務所名    ：建設政策課 

 

貴社企業ID  ：0001000000003391 

貴社登録名称：大分建設株式会社 

 

入札締切通知書  発行日時  ：平成17年10月13日 11時30分 

 
****************************************************************** 
大分県共同利用型電子入札システムヘルプデスク 
 
ヘルプデスク E-mail： support@t-elbs.jp 
大分県共同利用型電子入札システムヘルプデスクホームページURL：   
 https://www.t-elbs.pref.oita.lg.jp/hp/ 
****************************************************************** 

（５）入札締切通知書の受理 

（５）入札締切通知書の受理 

電子入札システムへのログ
イン後の調達案件検索画面
です。 

必要な条件を設定し、「入
札状況一覧」ボタンを選択
します。 

 

※ログインの方法は、本操
作マニュアルの「１．電子
入札システムへのログイ
ン」を参照ください。 

 

 
検索条件は、上図の電子
メールの内容を参考に設
定してください。 

なお、全項目を入力する
必要はなく、最低限「部
局」、「所属」、「入札
方式」を入力すればＯＫ
です。 

・・・必須入力 

・・・任意入力 
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発注者から発行された通
知書等が未参照の場合は、
“通知書確認”欄に「未
参照」と表示されていま
す。 

入札状況通知書一覧画面
が表示されますので、
「入札締切通知書」の
“通知書表示” 欄にある

「表示」ボタンを選択し
ます。 

入札締切通知書を確認す
る案件の“受付票/通知書
一覧” にある「表示」ボ
タンを選択します。 

発注者から発行された通
知書等のうち未参照のも
のがある場合には、“受
付票/通知書一覧”欄に

「未参照有り」が表示さ
れます。 

（５）入札締切通知書の受理 
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入札締切通知書が表示さ
れます。締切日時や開札
予定日などを確認します。 

※「入札締切通知書」の
印刷・保存は任意で行っ
てください。 

以上で入札締切通知書の
受理は完了です。 

（５）入札締切通知書の受理 
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発注者の開札終了後、落
札者が決定した場合には
「落札者決定通知書」が
発行されます。発行され
ると、連絡先E-mail宛て
に発行した旨のメールが
届きます。 
 
電子入札システムにログ
イン後、以下の操作によ
り通知書を確認します。 
 
※落札決定通知書は、全
ての入札参加者へ発行さ
れます。 
 
 
 

落札者決定通知書が到着したのでお知らせ致します。 
電子入札システムにて通知書を確認してください。 
 

調達案件番号：00018008010020050008 

調達案件名称：建政 第１号 道路改良工事 

入札方式名称：指名競争入札 

調達機関名称：大分県 

部局名      ：(大分県)土木建築部 

事務所名    ：建設政策課 

 

貴社企業ID  ：0001000000003391 

貴社登録名称：大分建設株式会社 

 

落札者決定通知書  発行日時  ：平成17年10月13日 11時30分 

 
****************************************************************** 
大分県共同利用型電子入札システムヘルプデスク 
 
ヘルプデスク E-mail： support@t-elbs.jp 
大分県共同利用型電子入札システムヘルプデスクホームページURL：   
 https://www.t-elbs.pref.oita.lg.jp/hp/ 
****************************************************************** 

（６）落札決定通知書の受理 

（６）落札者決定通知書の受理 

電子入札システムへのログ
イン後の調達案件検索画面
です。 

必要な条件を設定し、「入
札状況一覧」ボタンを選択
します。 

 

※ログインの方法は、本操
作マニュアルの「１．電子
入札システムへのログイ
ン」を参照ください。 

 

 
検索条件は、上図の電子
メールの内容を参考に設
定してください。 

なお、全項目を入力する
必要はなく、最低限「部
局」、「所属」、「入札
方式」を入力すればＯＫ
です。 

・・・必須入力 

・・・任意入力 
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入札状況通知書一覧画面
が表示されますので、
「落札者決定通知書」の
“通知書表示” 欄にある

「表示」ボタンを選択し
ます。 

落札者決定通知書を確認
する案件の“受付票/通知

書一覧”にある「表示」
ボタンを選択します。 

発注者から発行された通
知書等のうち未参照のも
のがある場合には、“受
付票/通知書一覧”欄に

「未参照有り」が表示さ
れます。 

発注者から発行された通
知書等が未参照の場合は、
“通知書確認”欄に「未
参照」と表示されていま
す。 

（６）落札者決定通知書の受理 
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落札者決定通知書が表示
されますので、内容を確
認します。 

当該入札について、落札
となった場合は、以降の
契約手続きについて発注
機関にお問い合わせくだ
さい。 

※「落札者決定通知書」
の印刷・保存は任意で
行ってください。 

 

以上で指名競争入札 
の処理は完了です。 

（６）落札者決定通知書の受理 


