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    本マニュアルに掲載されている画像はすべて開発中の物であり、製品版及び、お使いの環境（OS、ブ 
   ラウザのバージョンなどの相違）により多少異なる場合があります。また、事前に告知する事無く改善及 
   び改定する場合があります。 
 
       
 

はじめに 

  なお、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-elbs.pref.oita.lg.jp/hp/ 

3 



4 

１．電子入札システムへのログイン 

大分県のホームページから電子入札システムへロ
グインします。（電子入札システムへの入口は、
大分県及び各市町村とも共通です。） 

１．電子入札システムへの 

ログイン 
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１．電子入札システムへのログイン 

大分県のホームページから
「募集・イベント・入札」を
選択し、電子入札システムの
ホームページ画面に進みます。 

左記の画面は「電子入札専
用」のホームページです。 

電子入札システムへのログ
インのほか、「入札情報
サービスシステム」の利用、
「大分県電子入札運用基
準」等の規則関係や「各種
様式」のダウンロード、
「各自治体からのお知ら
せ」等、様々な情報が取得
できます。 

大分県共同利用型電子入札
システム画面が表示されま
す。 

「電子入札システム」を選
択し、次の画面に進みます。 
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１．電子入札システムへのログイン 

電子入札システムにログイ
ンすると左記の画面が表示
されます。 

 

「▼」を押下し、メニュー
から発注機関を選択します。 

電子入札システムの運用時
間は９：００～２０：００
です。 

「発注機関」は、入札に参
加する自治体名を選択して
ください。 

発注機関を選択後、「◎工
事、業務」を選択し、次の
画面に進みます。 

 

※マニュアルでは、例とし
て大分県を選択しています。 
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１．電子入札システムへのログイン 

「利用者登録／電子入札」
選択画面（受注者用）が表
示されます。 

 

「電子入札システム」を選
択し、次の画面に進みます。 

「利用者登録」の処理を行
う場合は、利用者登録マ
ニュアルを参照してくださ
い。 

時計が表示されるま
で、他の操作を行わ
ないでください。 

画面上部には電子入札シス
テムのサーバ現在日時（日
本標準時間に対応）が表示
されます。入札の締切日時
など以降の作業では、この
標準時間を基準に作業して
ください。 

画面上部に時計（年月日時
分）を表示するための処理
を行っています。 

時計が表示されるまで時間
が掛かりますので、しばら
くお待ちください。（時計
が表示されるまで、他の操
作は行わないでくださ
い。） 

しばらくたっても時計が表示されないときは 

 
 

１１ページをチェック！ 
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１．電子入札システムへのログイン 

時計表示後、「電子入札シ
ステム」を選択し、次の画
面に進みます。 

認証局から発行され
たPIN番号を入力しま
す。 

担当者名は省略可能
です。 

PIN番号の入力画面が表示
されますので、ICカード

をリーダに差し込み、認
証局から発行されたPIN番

号を入力します。（担当
者名は省略可能です。） 

PIN番号入力前に、必ずIC

カードリーダ及びICカード

が正常にセットされている
ことを確認してください。 
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１．電子入札システムへのログイン 

「OK」ボタンを選択し、
次の画面に進みます。 

受注者側電子入札システ
ムのメインメニューが表
示されます。 

電子入札システムにログ
インしました。 
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１．電子入札システムへのログイン 

以降の操作は 

各入札方式別の操作マニュアル 
を参照してください。 
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１．電子入札システムへのログイン 

①Ｊａｖａポリシーの設定は完了してますか？ 

    設定の詳細はICカード購入先の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。 

時計が表示されないときは、下記をチェック！！ 

《画面上部に時計が表示されない場合》 

時計がうまく表示さ
れない。 



２．一般競争入札 
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２．入札方式別操作 

マニュアル 

（一般競争入札） 



２．一般競争入札 
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一般競争入札の流れ 

（２）競争参加資格確認申請書の提出（Ｐ．１８） 

（３）競争参加資格確認申請書受付票の受理（Ｐ．２５） 

（４）競争参加資格確認通知書の受理（Ｐ．２７） 

（５）入札書の提出（Ｐ．２９） 

（６）入札書受付票の受理（Ｐ．３４） 

（７）入札締切通知書の受理（Ｐ．３７） 

（８）落札者決定通知書の受理（Ｐ．４０） 

調
達
案
件
一
覧
画
面
で
処
理 
入
札
状
況
一
覧
画
面
で
処
理 

 

（１）案件情報の閲覧（Ｐ．１４） 
入
札
情

報
サ
ー

ビ
ス
シ

ス
テ
ム 



２．一般競争入札 
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電子入札専用ホームページ
画面から、「入札情報サー
ビス」を選択し、次の画面
に進みます。 

 

 

入札情報を閲覧したい自治
体名を選択し、次の画面に
進みます。 

 

※マニュアルでは、例とし
て大分県を選択しています。 

（１）案件情報の閲覧 

（１）案件情報の閲覧 



２．一般競争入札 
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入札情報サービスシステム
のトップメニュー画面です。
「案件情報」を選択し、次
の画面に進みます。 

 

 

検索条件入力画面です。
「部局名」、「所属名」、
「入札方式」等、必要な条
件を入力し、「検索」ボタ
ンを選択します。 

入札情報サービスシステ
ムでは、「案件情報」を
はじめ「発注の見通し」、
「指名結果」、「入札結
果」、「契約内容」の情
報が閲覧できます。 

検索条件は、ピンク色に
なっている項目は入力必須
項目、紺色の項目が任意項
目となっています。 

任意項目を何も指定せずに
検索すると、公開している
全ての入札案件が表示され
ます。 

 

（１）案件情報の閲覧 



２．一般競争入札 
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公開されている案件情報の
一覧画面です。 

「詳細」ボタンを選択する
と、詳細な情報が閲覧でき
ます。 

 

詳細画面です。 

内容を確認してください。 

 

 

（１）案件情報の閲覧 



２．一般競争入札 
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一覧画面から「表示」ボタ
ンを選択すると、添付ファ
イルの確認ができます。 

 

添付ファイルの参照、ダウ
ンロードができます。 

 

以上で案件情報の閲覧は完
了です。 

（１）案件情報の閲覧 



２．一般競争入札 

18 

上画面の調達案件検索画面
の検索条件項目の内容は、
入札情報サービスシステム
の案件情報詳細画面（一般
競争入札）にて確認してく
ださい。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 

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、「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、下の案件情
報詳細画面（入札情報
サービスシステム）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 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 



２．一般競争入札 
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調達案件検索画面から、必
要な条件を設定し、「調達
案件一覧」ボタンを選択す
ると、左記の画面が表示さ
れます。 

競争参加資格確認申請書を
提出するため、 「競争参
加資格確認申請/参加表明
書/技術資料」の“提出”

欄の「提出」ボタン選択し
ます。 

「競争参加資格確認申請
/参加表明書/技術資料」
の“提出”欄の「提出」
ボタンは、競争参加資格
確認申請書の受付開始日
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。） 

競争参加資格確認申請書の
作成画面が表示されます。 

 

ＪＶでの参加の場合は、
「ＪＶ参加」欄をチェック
し、「企業体名称」欄で当
該企業体名を選択します。 

 

※特定ＪＶでの参加の場
合は、事前に発注機関へ
「建設工事共同企業体協
定書」の提出が必要です。
（詳細は電子入札運用基
準を確認してくださ
い。） 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 



２．一般競争入札 
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上画面で「参照」ボタンを選
択すると、「ファイルの選
択」ダイアログが表示されま
す。 

 

添付するファイルを保存先か
ら選択し、“ファイル名”欄
に添付したいファイル名が入
力されているのを確認後、
「開く」ボタンを選択します。 

 

 

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。 

 

添付ファイルを添付する場
合は、まず「参照」ボタン
を選択し、添付するファイ
ルを指定します。 

 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 

添付ファイルの容量が
10ＭＢを超える場合な
ど、電子入札システムに
より提出ができない場合
は、紙で提出することが
できます。（詳細は、電
子入札運用基準を参照し
てください。） 

ただし、紙で提出する場
合でも、この画面にて
“参加申請書”の提出を
行わなければ、以降の入
札書の提出等の電子入札
システムでの処理ができ
なくなります。この場合、
電子入札運用基準に定め
る“媒体提出届”を電子
ファイルで添付し、提出
処理を行ってください。 
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指定したファイルが「参
照」ボタン左側欄に入力さ
れているのを確認し、「添
付資料追加」ボタンを選択
します。 

“添付資料”欄にファイル
名が表示されます。 

 

「提出内容確認」ボタンを
選択します。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 



２．一般競争入札 

22 

競争参加資格確認申請書が
表示されますので、［▼］
ボタンで画面をスクロール
し、内容を確認後、「提
出」ボタンを選択します。 

 

この時点で競争参加資格確
認申請書が電子入札システ
ムサーバーに送信されます。 

内容に間違いがあった場合、
「戻る」ボタンを選択する
と、１つ前の「競争参加資
格確認申請書」作成画面に
戻って修正することができ
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。 

この受信確認通知は、競
争参加資格確認申請書の
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。） 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 
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「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。 

「調達案件一覧」ボタンを
選択します。 

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。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 
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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、競争参加資格確
認申請書の提出は完了で
す。 

添付ファイル（添付資料）
に不備や錯誤があった場合
は、当該資料の受付期間内
であれば再提出することが
できます。 
再提出を行う場合は、発注
機関に連絡し、発注者から
再提出の許可を受けた後に、
“再提出”欄に「提出」ボ
タンが表示されますので、 
競争参加資格確認申請書を
再度作成し提出してくださ
い。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 
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発注者から競争参加資格確
認申請書受付票が発行され
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。 

 

 

 

競争参加資格確認申請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2号 道路改良工事 

入札方式名称：一般競争入札 

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 

 

競争参加資格確認申請書受付票  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/ 
****************************************************************** 

（３）競争参加資格確認申請書受付票の受理 

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、「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 

（３）競争参加資格確認申請書受付票の受理 
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受付票を確認する案件の
「競争参加資格確認申請/

参加表明書/技術資料」

の”受付票”欄にある
「表示」ボタンを選択し
ます。 

競争参加資格確認申請書
受付票が表示されます。 

申請書が受付けられたか
どうかを確認します。 

※「競争参加資格確認申
請書受付票」の印刷・保
存は任意で行ってくださ
い。 

以上で競争参加資格確認
申請書受付票の受理は完
了です。 

 

（３）競争参加資格確認申請書受付票の受理 
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競争参加資格確認通知書
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。 

 

 

 
競争参加資格確認通知書は、
発注者が競争参加資格の審
査結果を通知するものです。 

競争参加資格確認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2号 道路改良工事 

入札方式名称：一般競争入札 

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 

 

競争参加資格確認通知書  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/ 
****************************************************************** 

（４）競争参加資格確認通知書の受理 

（４）競争参加資格確認通知書の受理 

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、
「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「競争参
加資格確認申請/参加表明
書/技術資料」の“通知

書”欄にある「表示」ボ
タンを選択します。 

競争参加資格確認通知書
が表示されます。 

 

“競争参加資格確認の有
無”欄を確認してくださ
い。 

 

※「競争参加資格確認通
知書」の印刷・保存は任
意で行ってください。 

 

以上で、競争参加資格確
認通知書の受理は完了で
す。 

 
“競争参加資格の有無”欄
が“有”になっている場合
のみ、以降の入札書提出手
続きが可能となります。 
“無”になっている場合は、
“理由または条件”欄に
“無”となった理由等が記
載されます。 

（４）競争参加資格確認通知書の受理 
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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。 

（５）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。） 

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 

（５）入札書の提出 
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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。 

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。 

（５）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。 



２．一般競争入札 
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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。 

（５）入札書の提出 
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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。 

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。） 

「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。 

（５）入札書の提出 
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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。 

（５）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。 

調達案件番号：00018008010020050008 

調達案件名称：建政 第2号 道路改良工事 

入札方式名称：一般競争入札 

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/ 
****************************************************************** 

（６）入札書受付票の受理 

（６）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。 

（６）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。 

（６）入札書受付票の受理 
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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2号 道路改良工事 

入札方式名称：一般競争入札 

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/ 
****************************************************************** 

（７）入札締切通知書の受理 

（７）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。 

（７）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。 

（７）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2号 道路改良工事 

入札方式名称：一般競争入札 

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/ 
****************************************************************** 

（８）落札者決定通知書の受理 

（８）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。 

（８）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。 

 

以上で一般競争入札 
の処理は完了です。 

（８）落札者決定通知書の受理 
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３．入札方式別操作 

マニュアル 

（要件設定型一般競争入札 

：事後審査型） 
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（２）競争参加資格確認申請書の提出（Ｐ．４９） 

（３）競争参加資格確認申請書受付票の受理（Ｐ．５６） 

（４）競争参加資格確認通知書の受理（Ｐ．５８） 

（５）入札書の提出（Ｐ．６０） 

（６）入札書受付票の受理（Ｐ．６５） 

（７）入札締切通知書の受理（Ｐ．６８） 

（８）保留通知書（資格審査）の受理（Ｐ．７１） 

調
達
案
件
一
覧
画
面
で
処
理 
入
札
状
況
一
覧
画
面
で
処
理 

 （９）落札者決定通知書の受理（Ｐ．７４） 

（１０）不適格通知書の受理（P.7７） 

要件設定型一般競争入札（事後審査型）の流れ 

（１）案件情報の閲覧（Ｐ．４５） 
入
札
情

報
サ
ー

ビ
ス
シ

ス
テ
ム 
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電子入札専用ホームページ
画面から、「入札情報サー
ビス」を選択し、次の画面
に進みます。 

 

 

入札情報を閲覧したい自
治体名を選択し、次の画
面に進みます。 

 

※マニュアルでは、例と
して大分県を選択してい
ます。 

 

（１）案件情報の閲覧 

（１）案件情報の閲覧 
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入札情報サービスシステム
のトップメニュー画面です。
「案件情報」を選択し、次
の画面に進みます。 

 

 

検索条件入力画面です。
「部局名」、「所属名」、
「入札方式」等、必要な条
件を入力し、「検索」ボタ
ンを選択します。 

入札情報サービスシステ
ムでは、案件情報をはじ
め「発注の見通し」、
「指名結果」、「入札結
果」、「契約内容」の情
報が閲覧できます。 

検索条件は、ピンク色に
なっている項目は入力必
須項目、紺色の項目が任
意項目となっています。 

任意項目を何も指定せず
に検索すると、公開して
いる全ての入札案件が表
示されます。 

 

（１）案件情報の閲覧 
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公開されている案件情報の
一覧画面です。 

「詳細」ボタンを選択する
と、詳細な情報が閲覧でき
ます。 

 

詳細画面です。 

内容を確認してください。 

 

 

（１）案件情報の閲覧 
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一覧画面から「表示」ボタ
ンを選択すると、添付ファ
イルの確認ができます。 

 

添付ファイルの参照、ダウ
ンロードができます。 

 

以上で案件情報の閲覧は完
了です。 

（１）案件情報の閲覧 
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（２）競争参加資格確認申請書の提出 

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、「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、下の案件情
報詳細画面（入札情報
サービスシステム）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 

上画面の調達案件検索画面
の検索条件項目の内容は、
入札情報サービスシステム
の案件情報詳細画面（要件
設定型一般競争入札（事後
審査型））にて確認してく
ださい。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 
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調達案件検索画面から、必
要な条件を設定し、「調達
案件一覧」ボタンを選択す
ると、左記の画面が表示さ
れます。 

競争参加資格確認申請書を
提出するため、 「競争参
加資格確認申請/参加表明
書/技術資料」の“提出”

欄の「提出」ボタン選択し
ます。 

「競争参加資格確認申請
/参加表明書/技術資料」
の“提出”欄の「提出」
ボタンは、競争参加資格
確認申請書の受付開始日
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。） 

競争参加資格確認申請書作
成画面が表示されます。 

 

ＪＶでの参加の場合は、
「ＪＶ参加」欄をチェック
し、「企業体名称」欄で当
該企業体名を選択します。 

 

※特定ＪＶでの参加の場
合は、事前に発注機関へ
「建設工事共同企業体協
定書」の提出が必要です。
（詳細は電子入札運用基
準を確認してくださ
い。） 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 
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上画面で「参照」ボタンを選
択すると、「ファイルの選
択」ダイアログが表示されま
す。 

 

添付するファイルを保存先か
ら選択し、“ファイル名”欄
に添付したいファイル名が入
力されているのを確認後、
「開く」ボタンを選択します。 

 

 

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。 

 

添付ファイルを添付する場
合は、まず「参照」ボタン
を選択し、添付するファイ
ルを指定します。 

 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 

添付ファイルの容量が
10ＭＢを超える場合な
ど、電子入札システムに
より提出ができない場合
は、紙で提出することが
できます。（詳細は、電
子入札運用基準を参照し
てください。） 

ただし、紙で提出する場
合でも、この画面にて
“参加申請書”の提出を
行わなければ、以降の入
札書の提出等の電子入札
システムでの処理ができ
なくなります。この場合、
電子入札運用基準に定め
る“媒体提出届”を電子
ファイルで添付し、提出
処理を行ってください。 
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指定したファイルが「参
照」ボタン左側欄に入力さ
れているのを確認し、「添
付資料追加」ボタンを選択
します。 

“添付資料”欄にファイル
名が表示されます。 

 

「提出内容確認」ボタンを
選択します。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 
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競争参加資格確認申請書が
表示されますので、［▼］
ボタンで画面をスクロール
し、内容を確認後、「提
出」ボタンを選択します。 

 

この時点で競争参加資格確
認申請書が電子入札システ
ムサーバーに送信されます。 

内容に間違いがあった場
合、「戻る」ボタンを選
択すると、１つ前の「競
争参加資格確認申請書」
作成画面に戻って修正す
ることができます。 

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）競争参加資格確認申請書の提出 

この受信確認通知は、競
争参加資格確認申請書の
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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「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。 

「調達案件一覧」ボタンを
選択します。 

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。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 
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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、競争参加資格確
認申請書の提出は完了で
す。 

添付ファイル（添付資
料）に不備や錯誤があっ
た場合は、当該資料の受
付期間内であれば再提出
することができます。 
ただし、要件設定型一般
競争入札の場合は、電子
入札システムによる提出
は一度しかできませんの
で、再提出を行う場合は、
発注機関に連絡し、紙媒
体により再提出してくだ
さい。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 
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発注者から競争参加資格
確認申請書受付票が発行
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。 

 

 

 

競争参加資格確認申請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５号 道路改良工事 

入札方式名称：要件設定型一般競争入札 

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 

 

競争参加資格確認申請書受付票  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/ 
****************************************************************** 

（３）競争参加資格確認申請書受付票の受理 

（３）競争参加資格確認申請書受付票の受理 

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、「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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受付票を確認する案件の
「競争参加資格確認申請/

参加表明書/技術資料」

の”受付票”欄にある
「表示」ボタンを選択し
ます。 

競争参加資格確認申請書
受付票が表示されます。 

申請書が受付けられたか
どうかを確認します。 

※「競争参加資格申請書
受付票」の印刷・保存は
任意で行ってください。 

以上で競争参加資格確認
申請書受付票の受理は完
了です。 

 

（３）競争参加資格確認申請書受付票の受理 



３．要件設定型一般競争入札：事後審査型 

58 

競争参加資格確認通知書
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。 

 

 

 

競争参加資格確認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５号 道路改良工事 

入札方式名称：要件設定型一般競争入札 

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 

 

競争参加資格確認通知書  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/ 
****************************************************************** 

（４）競争参加資格確認通知書の受理 

（４）競争参加資格確認通知書の受理 

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、「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「競争参
加資格確認申請/参加表明
書/技術資料」の“通知

書”欄にある「表示」ボ
タンを選択します。 

競争参加資格確認通知書
が表示されます。内容を
確認してください。 

 

※「競争参加資格確認通
知書」の印刷・保存は任
意で行ってください。 

 

以上で、競争参加資格確
認通知書の受理は完了で
す。 

 

要件設定型一般競争入札
（事後審査型）では、競
争参加資格の有無につい
ては、開札後に審査しま
す。 
従って、競争参加資格確
認申請を行っていれば
“競争参加資格の有無”
に関わらず、全ての入札
参加者が以降の入札書提
出手続きが可能となりま
す。 

（４）競争参加資格確認通知書の受理 
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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。 

（５）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。） 

（５）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。 

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。 

（５）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。 

xxx@ooo.co.jp 

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。 

（５）入札書の提出 
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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。 

（５）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。 

（５）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2号 道路改良工事 

入札方式名称：一般競争入札 

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/ 
****************************************************************** 

（６）入札書受付票の受理 

（６）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。 

（６）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。 

（６）入札書受付票の受理 
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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2号 道路改良工事 

入札方式名称：一般競争入札 

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/ 
****************************************************************** 

（７）入札締切通知書の受理 

（７）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。 

（７）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。 

（７）入札締切通知書の受理 
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保留通知書（資格審査）
が発行されると、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。 

 

※保留通知書（資格審査）
は、全ての入札参加者に
発行されます。 

 

保留通知書（資格審査）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５号 道路改良工事 

入札方式名称：要件設定型一般競争入札 

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 

 

保留通知書（資格審査）  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/ 
****************************************************************** 

（８）保留通知書（資格審査）の受理 

（８）保留通知書（資格審査）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、
「保留通知書（資格審
査）」の“通知書表示 ”

欄にある「表示」ボタン
を選択します。 

保留通知書（資格審査）
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。 

（８）保留通知書（資格審査）の受理 
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保留通知書（資格審査）
が表示されます。 

内容を確認後、「順位一
覧」ボタンを選択します。 

※「保留通知書（資格審
査）」の印刷・保存は任
意で行ってください。 

落札候補者順位一覧が表
示されます。 

競争参加資格の審査順位
の上位５社までが表示さ
れます。 

以上で、保留通知書（資
格審査）の受理は完了で
す。 

要件設定型一般競争入札
（事後審査型）は、開札
後に競争参加資格の審査
を行います。 

発注者は、開札後に落札
候補者（審査順位１位）
の競争参加資格を審査し、
落札候補者の競争参加資
格が不適格であれば、上
位から順に１社づつ審査
を行っていきます。 

（８）保留通知書（資格審査）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。 
 

（９）落札決定通知書の受理 

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2号 道路改良工事 

入札方式名称：要件設定型一般競争入札 

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/ 
****************************************************************** 

（９）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。 

（９）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。 

 

以上で要件設定型一般競争入札 
の処理は完了です。 

競争参加資格の審査の結果、“資格 

無し“となった場合の「不適格通知書」 
については次ページ以降に掲載して 

います。 

（９）落札者決定通知書の受理 
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競争参加資格の審査の結果、
“資格無し”となった場合
場合には、当該審査対象者
あてに「不適格通知書」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。 

 

 

（１０）不適格通知書の受理 

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、下の案件情報
詳細画面（入札情報サービ
スシステム）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 

不適格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2号 道路改良工事 

入札方式名称：要件設定型一般競争入札 

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 

 

不適格通知書  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/ 
****************************************************************** 

「不適格通知書」が発行
されるのは、競争参加資
格の審査対象者のみです。 

（１０）不適格通知書の受理 
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入札状況通知書一覧画面
が表示されますので、
「不適格通知書」の“通
知書表示” 欄にある「表
示」ボタンを選択します。 

不適格通知書を確認する
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。 

（１０）不適格通知書の受理 
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「不適格通知書」が表示
されますので、“不適
格”となった理由等の内
容を確認します。 

当該入札について、不適
格となった場合は、当該
入札について無効となり
落札できません。 

※「不適格通知書」の印
刷・保存は任意で行って
ください。 

 

以上で、不適格通知書の
受理は完了です。 

 

（１０）不適格通知書の受理 
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３－２．入札方式別操作 

マニュアル 

（要件設定型一般競争入札 

：総合評価方式） 
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（２）競争参加資格確認申請書の提出（Ｐ．８６） 

  ・技術資料等の提出 

（３）競争参加資格確認申請書受付票の受理（Ｐ．９３） 

（４）競争参加資格確認通知書の受理（Ｐ．９５） 

（５）入札書の提出（Ｐ．９７） 

  ・工事費内訳書の提出 

（６）入札書受付票の受理（Ｐ．１０２） 

（７）入札締切通知書の受理（Ｐ．１０５） 

（８）保留通知書（資格審査）の受理（Ｐ．１０８） 

調
達
案
件
一
覧
画
面
で
処
理 
入
札
状
況
一
覧
画
面
で
処
理 

 （９）落札者決定通知書の受理（Ｐ．１１１） 

（１０）不適格通知書の受理（Ｐ．１１４） 

要件設定型一般競争入札（総合評価方式）の流れ 

（１）案件情報の閲覧（Ｐ．８２） 
入
札
情

報
サ
ー

ビ
ス
シ

ス
テ
ム 

資格審査で
“資格無し”
となった場合 
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電子入札専用ホームペー
ジ画面から、「入札情報
サービス」を選択し、次
の画面に進みます。 

 

 

入札情報を閲覧したい自
治体名を選択し、次の画
面に進みます。 

 

※マニュアルでは、例と
して大分県を選択してい
ます。 

 

（１）案件情報の閲覧 

（１）案件情報の閲覧 
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入札情報サービスシステム
のトップメニュー画面です。
「案件情報」を選択し、次
の画面に進みます。 

 

 

検索条件入力画面です。
「部局名」、「所属名」、
「入札方式」等、必要な条
件を入力し、「検索」ボタ
ンを選択します。 

入札情報サービスシステム
では、案件情報をはじめ
「発注の見通し」、「指名
結果」、「入札結果」、
「契約内容」の情報が閲覧
できます。 

検索条件は、ピンク色に
なっている項目は入力必須
項目、紺色の項目が任意項
目となっています。 

任意項目を何も指定せずに
検索すると、公開している
全ての入札案件が表示され
ます。 

（１）案件情報の閲覧 
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公開されている案件情報
の一覧画面です。 

「詳細」ボタンを選択す
ると、詳細な情報が閲覧
できます。 

 

詳細画面です。 

内容を確認してください。 

 

 

（１）案件情報の閲覧 
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一覧画面から添付書類欄
の「表示」ボタンを選択
すると、添付ファイルの
確認ができます。 

 

添付ファイルの参照、ダ
ウンロードができます。 

 

以上で案件情報の閲覧は
完了です。 

（１）案件情報の閲覧 
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（２）競争参加資格確認申請書の提出 

上画面の調達案件検索画
面の検索条件項目の内容
は、入札情報サービスシ
ステムの案件情報詳細画
面にて確認してください。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 

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、「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、下の案件情報
詳細画面（入札情報サービ
スシステム）を参考に設定
してください。 

なお、全項目を入力する必
要はありません。 

・・・必須入力 

・・・任意入力 
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調達案件検索画面から、必
要な条件を設定し、「調達
案件一覧」ボタンを選択す
ると、左記の画面が表示さ
れます。 

競争参加資格確認申請書を
提出するため、 「競争参加
資格確認申請/参加表明書/

技術資料」の“提出”欄の
「提出」ボタン選択します。 

「競争参加資格確認申請
/参加表明書/技術資料」
の“提出”欄の「提出」
ボタンは、競争参加資格
確認申請書の受付開始日
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。） 

競争参加資格確認申請書作
成画面が表示されます。 

 

ＪＶでの参加の場合は、
「ＪＶ参加」欄をチェック
し、「企業体名称」欄で当
該企業体名を選択します。 

 

※特定ＪＶでの参加の場
合は、事前に発注機関へ
「建設工事共同企業体協
定書」の提出が必要です。
（詳細は電子入札運用基
準を確認してくださ
い。） 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 
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上画面で「参照」ボタンを選
択すると、「ファイルの選
択」ダイアログが表示されま
す。 

 

添付するファイルを保存先か
ら選択し、“ファイル名”欄
に添付したいファイル名が入
力されているのを確認後、
「開く」ボタンを選択します。 

 

 

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。 

 

また、要件設定型一般競争
入札（総合評価方式）では、
この画面にて、技術資料等
の提出を電子ファイルで提
出します。 

添付する場合は、まず「参
照」ボタンを選択し、添付
するファイルを指定します。 

 
添付ファイルの容量が  
１０MBを超える場合な
ど、電子入札システムに
より提出ができない場合
は、紙で提出することが
できます。（詳細は、電
子入札運用基準を参照し
てください。） 

ただし、紙で提出する場
合でも、この画面にて
“参加申請書”の提出を
行わなければ、以降の入
札書の提出等の電子入札
システムでの処理ができ
なくなります。この場合、
電子入札運用基準に定め
る“媒体提出届”を電子
ファイルで添付し、提出
処理を行ってください。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 
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指定したファイルが「参
照」ボタン左側欄に入力
されているのを確認し、
「添付資料追加」ボタン
を選択します。 

“添付資料”欄にファイル
名が表示されます。 

 

「提出内容確認」ボタンを
選択します。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 
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競争参加資格確認申請書が
表示されますので、［▼］
ボタンで画面をスクロール
し、内容を確認後、「提
出」ボタンを選択します。 

 

この時点で競争参加資格確
認申請書が電子入札システ
ムサーバーに送信されます。 

内容に間違いがあった場合、
「戻る」ボタンを選択する
と、１つ前の「競争参加資
格確認申請書」作成画面に
戻って修正することができ
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。 

この受信確認通知は、競争
参加資格確認申請書の送信
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。） 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 
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「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。 

「調達案件一覧」ボタンを選
択します。 

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。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 
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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、競争参加資格確
認申請書の提出は完了で
す。 

添付ファイル（添付資
料）に不備や錯誤があっ
た場合は、当該資料の受
付期間内であれば再提出
することができます。 
ただし、要件設定型一般
競争入札（総合評価方
式）の場合は、電子入札
システムによる提出は一
度しかできませんので、
再提出を行う場合は、発
注機関に連絡し、紙媒体
等により再提出してくだ
さい。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 
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発注者から競争参加資格
確認申請書受付票が発行
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。 

 

 

 

競争参加資格確認申請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５号 道路改良工事 

入札方式名称：要件設定型一般競争入札 

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 

 

競争参加資格確認申請書受付票  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/ 
****************************************************************** 

（３）競争参加資格確認申請書受付票の受理 

（３）競争参加資格確認申請書受付票の受理 

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、「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
要はありません。 

・・・必須入力 

・・・任意入力 
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受付票を確認する案件の
「競争参加資格確認申請/

参加表明書/技術資料」

の”受付票”欄にある
「表示」ボタンを選択し
ます。 

競争参加資格確認申請書
受付票が表示されます。 

申請書が受付けられたか
どうかを確認します。 

※「競争参加資格申請書
受付票」の印刷・保存は
任意で行ってください。 

以上で競争参加資格確認
申請書受付票の受理は完
了です。 

 

（３）競争参加資格確認申請書受付票の受理 
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競争参加資格確認通知書
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。 

 

 

 

競争参加資格確認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５号 道路改良工事 

入札方式名称：要件設定型一般競争入札 

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 

 

競争参加資格確認通知書  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/ 
****************************************************************** 

（４）競争参加資格確認通知書の受理 

（４）競争参加資格確認通知書の受理 

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、「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
要はありません。 

・・・必須入力 

・・・任意入力 



３－２．要件設定型一般競争入札：総合評価方式 

96 

確認する案件の「競争参加
資格確認申請/参加表明書/

技術資料」の“通知書”欄
にある「表示」ボタンを選
択します。 

競争参加資格確認申請書
が表示されます。内容を
確認してください。 

 

※「競争参加資格確認通
知書」の印刷・保存は任
意で行ってください。 

 

以上で、競争参加資格確
認通知書の受理は完了で
す。 

 
要件設定型一般競争入札
（総合評価方式）では、
競争参加資格の有無につ
いては、開札後に審査し
ます。 
従って、競争参加資格確
認申請を行っていれば
“競争参加資格の有無”
に関わらず、全ての入札
参加者が以降の入札書提
出手続きが可能となりま
す。 

（４）競争参加資格確認通知書の受理 
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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。 

（５）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。） 

（５）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、入札情報サー
ビスシステムから案件情報
を参照し設定してください。 

なお、全項目を入力する必
要はありません。 

・・・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。 

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。 

※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。 

（５）入札書の提出 
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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。 

（５）入札書の提出 
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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。 

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。） 

（５）入札書の提出 
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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。 

（５）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2号 道路改良工事 

入札方式名称：一般競争入札 

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/ 
****************************************************************** 

（６）入札書受付票の受理 

（６）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
要はありません。 

・・・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。 

（６）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。 

（６）入札書受付票の受理 
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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2号 道路改良工事 

入札方式名称：一般競争入札 

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/ 
****************************************************************** 

（７）入札締切通知書の受理 

（７）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
要はありません。 

・・・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。 

（７）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。 

（７）入札締切通知書の受理 
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保留通知書（資格審査）
が発行されると、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。 

 

※保留通知書（資格審査）
は、全ての入札参加者に
発行されます。 

 

保留通知書（資格審査）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５号 道路改良工事 

入札方式名称：要件設定型一般競争入札 

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 

 

保留通知書（資格審査）  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/ 
****************************************************************** 

（８）保留通知書（資格審査）の受理 

（８）保留通知書（資格審査）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
要はありません。 

・・・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、「保留
通知書（資格審査）」の
“通知書表示 ”欄にある

「表示」ボタンを選択しま
す。 

保留通知書（資格審査）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。 

（８）保留通知書（資格審査）の受理 
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保留通知書（資格審査）
が表示されます。 

内容を確認後、「順位一
覧」ボタンを選択します。 

※「保留通知書（資格審
査）」の印刷・保存は任
意で行ってください。 

落札候補者順位一覧が表
示されます。 

競争参加資格の審査順位
の上位５社までが表示さ
れます。 

以上で、保留通知書（資
格審査）の受理は完了で
す。 

要件設定型一般競争入札
（総合評価方式）は、開
札後に競争参加資格の審
査を行います。 

発注者は、開札後に落札
候補者（審査順位１位）
の競争参加資格を審査し、
落札候補者の競争参加資
格が不適格であれば、上
位から順に１社づつ審査
を行っていきます。 

（８）保留通知書（資格審査）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。 
 

（９）落札決定通知書の受理 

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2号 道路改良工事 

入札方式名称：要件設定型一般競争入札 

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/ 
****************************************************************** 

（９）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
要はありません。 

・・・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。 

（９）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。 

 

以上で要件設定型一般競争入札 

：総合評価方式の処理は完了です。 

競争参加資格の審査の結果、“資格 

無し“となった場合の「不適格通知書」 
については次ページ以降に掲載して 

います。 

（９）落札者決定通知書の受理 
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競争参加資格の審査の結果、
“資格無し”となった場合
には、当該審査対象者あて
に「不適格通知書」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。 

 

 

（１０）不適格通知書の受理 

不適格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2号 道路改良工事 

入札方式名称：要件設定型一般競争入札 

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 

 

不適格通知書  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/ 
****************************************************************** 

「不適格通知書」が発行
されるのは、競争参加資
格の審査対象者のみです。 

（１０）不適格通知書の受理 

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
要はありません。 

・・・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、
「不適格通知書」の“通
知書表示” 欄にある「表
示」ボタンを選択します。 

不適格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。 

（１０）不適格通知書の受理 
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「不適格通知書」が表示
されますので、“不適
格”となった理由等の内
容を確認します。 

当該入札について、不適
格となった場合は、当該
入札について無効となり
落札できません。 

※「不適格通知書」の印
刷・保存は任意で行って
ください。 

 

以上で、不適格通知書の
受理は完了です。 

 

（１０）不適格通知書の受理 
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４．入札方式別操作 

マニュアル 

（指名競争入札） 



４．指名競争入札 

118 

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
達
案
件
一
覧
画
面
で
処
理 

入
札
状
況
一
覧
画
面
で
処
理 
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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 



４．指名競争入札 

120 

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 
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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 
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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 
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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 
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５．入札方式別操作 

マニュアル 

（随意契約） 
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随意契約の流れ 

（１）見積依頼通知書の受理（Ｐ．１４１） 

（２）提出意思確認書の提出（Ｐ．１４３） 

（４）見積書の提出（Ｐ．１４９） 

（５）見積書受付票の受理（Ｐ．１５４） 

（６）見積締切通知書の受理（Ｐ．１５７） 

（７）決定通知書の受理（Ｐ．１６０） 

調
達
案
件
一
覧
画
面
で
処
理 

入
札
状
況
一
覧
画
面
で
処
理 

 

（３）提出意思確認書受付票の受理（Ｐ．１４７） 
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見積依頼通知書が発行さ
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）見積依頼通知書の受理 

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、「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 

（１）見積依頼通知書の受理 

見積依頼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３号 道路改良工事 

入札方式名称：随意契約 

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 

 

見積依頼通知書  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．随意契約 

142 

通知書を確認する案件の
「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。 

見積依頼通知書が表示さ
れます。内容を確認して
ください。 

 

※「見積依頼通知書」の
印刷・保存は任意で行っ
てください。 

 

以上で、見積依頼通知書
の受理は完了です。 

 

（１）見積依頼通知書の受理 
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提出意思確認書を提出す
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。 

提出意思確認書が表示され
ますので、提出意思の有無
を選択し、「提出内容確
認」ボタンを選択します。 

 

※見積書を提出する場合は、
必ず“ある”を選択してく
ださい。 

（２）提出意思確認書の提出 

（２）提出意思確認書の提出 
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提出意思確認書が表示され
ますので、内容を確認し
「提出」ボタンを選択しま
す。 

 

この時点で提出意思確認書
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。 

この受信確認通知は、提
出意思確認書の送信が正
常に行われた証拠の書類
となります。発注者との
トラブルの防止のため、
必ずこの時点で印刷して
おくようにしましょう。
後でこの画面を表示する
ことはできませんので 

ご注意ください。 

（２）提出意思確認書の提出 
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「印刷」ボタンを選択し、
印刷後、「×」ボタンで画
面を閉じます。 

「調達案件一覧」ボタン
を選択します。 

（２）提出意思確認書の提出 
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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、提出意思確認書の
提出は完了です。 

 

（２）提出意思確認書の提出 
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（３）提出意思確認書受付票の受理 

提出意思確認書受付票が発
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。 

 

提出意思確認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2号 道路改良工事 

入札方式名称：随意契約 

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 

 

競争参加資格確認申請書受付票  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/ 
****************************************************************** 

（３）提出意思確認書受付票の受理 

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、「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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受付票を確認する案件の
「受領確認/提出意思確認

書」の「受付票」欄にあ
る「表示」ボタンを選択
します。 

 

提出意思確認書受付票が
表示されます。提出意思
確認書が受付けられたか
どうかを確認します。 

 

※「提出意思確認書受付
票」の印刷・保存は任意
で行ってください。 

 

以上で提出意思確認書受
付票の受理は完了です。 

 

（３）提出意思確認書受付票の受理 
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（４）見積書の提出 

（４）見積書の提出 

見積書を提出する案件の
“入札/再入札/見積” 欄

にある「見積書提出」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。 

「入札/再入札/見積」欄
の「提出」ボタンは、見
積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。） 

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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入力した内容を確認後、
「見積書提出」ボタンを
選択します。 

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。 

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

また、見積書提出後は見
積した金額、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。 

（４）見積書の提出 

※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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見積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。 

この時点で見積書が発注
者に送信されます。見積
書の提出は１度しかでき
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。 

見積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。 

（４）見積書の提出 

この通知は、見積書の送
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」ボタンで印刷後、
「×」ボタンで画面を閉
じます。 

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。 

（４）見積書の提出 
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見積書を提出すると、一
覧の「見積書提出」ボタ
ンと“辞退届” 欄の「提
出」ボタンが消えます。 

以上で見積書（辞退届）
の提出処理は完了です。 

（４）見積書の提出 
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（５）見積書受付票の受理 

見積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2号 道路改良工事 

入札方式名称：随意契約 

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 

 

見積書受付票  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/ 
****************************************************************** 

（５）見積書受付票の受理 

見積書の提出後、発注者か
ら「見積書受付票」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。 

 

 

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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見積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。 

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。 

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

※「見積書受付票」の印
刷・保存は任意で行って
ください。 

以上で見積書受付票の受
理は完了です。 

（５）見積書受付票の受理 
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（６）見積締切通知書の受理 

見積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2号 道路改良工事 

入札方式名称：随意契約 

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 

 

見積締切通知書  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/ 
****************************************************************** 

（６）見積締切通知書の受理 
見積書提出締切日時が過
ぎると、発注者から「見
積締切通知書」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。 

 

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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見積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。 

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、
「見積締切通知書」の
“通知書表示” 欄にある

「表示」ボタンを選択し
ます。 

（６）見積締切通知書の受理 
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見積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。 

※「見積締切通知書」の
印刷・保存は任意で行っ
てください。 

以上で見積締切通知書の
受理は完了です。 

（６）見積締切通知書の受理 
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（７）決定通知書の受理 

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2号 道路改良工事 

入札方式名称：随意契約 

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 

 

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/ 
****************************************************************** 

（７）決定通知書の受理 

発注者の開札終了後、
「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。 
 
※決定通知書は、全ての
入札参加者へ発行されま
す。 
 
 
 

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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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。 

入札状況通知書一覧画面
が表示されますので、
「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。 

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。 

（７）決定通知書の受理 
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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。 

※「決定通知書」の印
刷・保存は任意で行って
ください。 

 

以上で随意契約 
の処理は完了です。 

（７）決定通知書の受理 
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６．入札情報サービス 

システム 

（ＰＰＩ） 

入札情報サービスシステム（ＰＰＩ）は、「発注
の見通し」、「案件情報」、「指名結果」、「入
札結果」、「契約内容」といった入札に関する情
報をインターネット上に公開するシステムです。 

この情報は、入札参加者のみならず、どなたでも
閲覧することができます。 
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入札情報サービスシステムで公開している情報 

 （１）発注の見通し（Ｐ．１６５） 
 
 
 
 （２）案件情報（Ｐ．１６８） 
 
 
 
 
 （３）指名結果（Ｐ．１７３） 
 
 
  
 
 （４）入札結果（Ｐ．１７８） 
 
 
 
 
 （５）契約内容（Ｐ．１８３） 
 

   今年度の公共工事発注予定の情報です。 

   一般競争入札等の案件情報です。当該入札の参加条件、入札日時等の情 

  報が確認できます。 

   指名競争入札における指名結果の情報です。当該入札に参加する指名業 

  者等の情報が確認できます。 

   公共工事の入札結果の情報です。当該入札の入札金額、落札者等の情報 

  が確認できます。 

   公共工事の発注（契約）に関する情報です。当該公共工事の受注者、契 

  約金額等の情報が確認できます。 
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電子入札専用ホームペー
ジから、「入札情報サー
ビスシステム」を選択し
ます。 

（１）発注の見通し 

（１）発注の見通し 

大分県のホームページから
「募集・イベント・入札」を
選択し、電子入札専用ホーム
ページに進みます。 
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大分県、県内市町村の選
択画面が表示されます。 

入札情報をご覧になりた
い自治体名を選択してく
ださい。 

“工事”もしくは“委託”

の「発注見通し」を選択
します。 

（１）発注の見通し 
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必要に応じて検索条件を
指定し、「検索」ボタン
を選択します。 

発注の見通し情報の一覧
画面が表示されます。 

公共工事の発注予定時期、
工事の概要等が確認でき
ます。 

以上で、発注見通しの操
作は終了です。 

発注部局、所属名等の
検索条件は、必ずしも
指定する必要はありま
せん。 

何も指定しない場合は、
全ての所属の情報が検
索されます。 

（１）発注の見通し 

発注部局、所属名など、必要に応じて
検索条件を指定してください。 

特に何も指定しない場合は、全ての所
属の情報が検索されます。 
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（２）案件情報 

（２）案件情報 

電子入札専用ホームペー
ジから、「入札情報サー
ビスシステム」を選択し
ます。 

大分県のホームページから
「募集・イベント・入札」を
選択し、電子入札専用ホーム
ページに進みます。 
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大分県、県内市町村の選
択画面が表示されます。 

入札情報をご覧になりた
い自治体名を選択してく
ださい。 

“工事”もしくは“委託”

の「案件情報」を選択し
ます。 

（２）案件情報 



６．入札情報サービスシステム 

170 

必要に応じて検索条件を
指定し、「検索」ボタン
を選択します。 

案件情報情報の一覧画面
が表示されます。 

「詳細」ボタンを選択し、
当該入札の詳細情報を確
認します。 

発注部局、所属名等の検
索条件は、必ずしも指定
する必要はありません。 

何も指定しない場合は、
全ての所属の情報が検索
されます。 

（２）案件情報 

発注部局、所属名など、必要に応じて
検索条件を指定してください。 

特に何も指定しない場合は、全ての所
属の情報が検索されます。 
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案件情報の詳細情報画面
です。 

入札期間、開札予定日等
が確認できます。 

確認後、「×」ボタンで
画面を閉じます。 

案件情報情報の一覧画面
に戻ります。 

添付書類欄の「表示」ボ
タンを選択すると、当該
案件情報に関する添付書
類を表示することができ
ます。 

（２）案件情報 



６．入札情報サービスシステム 

172 

添付書類の一覧画面が表
示されます。 

確認したい添付書類を選
択し、内容の確認や添付
ファイルをご自分のパソ
コンに保存することがで
きます。 

なお、添付書類が無い場
合は何も表示されません。 

以上で、案件情報の操作
は終了です。 

（２）案件情報 
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（３）指名結果 

（３）指名結果 

電子入札専用ホームペー
ジから、「入札情報サー
ビスシステム」を選択し
ます。 

大分県のホームページから
「募集・イベント・入札」を
選択し、電子入札専用ホーム
ページに進みます。 
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大分県、県内市町村の選
択画面が表示されます。 

入札情報をご覧になりた
い自治体名を選択してく
ださい。 

“工事”もしくは“委託”

の「指名結果」を選択し
ます。 

（３）指名結果 
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必要に応じて検索条件を
指定し、「検索」ボタン
を選択します。 

指名結果情報の一覧画面
が表示されます。 

「詳細」ボタンを選択し、
当該入札の詳細情報を確
認します。 

発注部局、所属名等の検
索条件は、必ずしも指定
する必要はありません。 

何も指定しない場合は、
全ての所属の情報が検索
されます。 

（３）指名結果 

発注部局、所属名など、必要に応じて
検索条件を指定してください。 

特に何も指定しない場合は、全ての所
属の情報が検索されます。 
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指名結果の詳細情報画面
です。 

当該入札に参加する指名
業者等が確認できます。 

確認後、「×」ボタンで
画面を閉じます。 

指名結果情報の一覧画面
に戻ります。 

添付書類欄の「表示」ボ
タンを選択すると、当該
指名結果に関する添付書
類を表示することができ
ます。 

（３）指名結果 
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添付書類の一覧画面が表示
されます。 

確認したい添付書類を選択
し、内容の確認や添付ファ
イルをご自分のパソコンに
保存することができます。 

なお、添付資料が無い場合
は、何も表示されません。 

以上で、指名結果の操作は
終了です。 

（３）指名結果 
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（４）入札結果 

（４）入札結果 

電子入札専用ホームペー
ジから、「入札情報サー
ビスシステム」を選択し
ます。 

大分県のホームページから
「募集・イベント・入札」を
選択し、電子入札専用ホーム
ページに進みます。 
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大分県、県内市町村の選
択画面が表示されます。 

入札情報をご覧になりた
い自治体名を選択してく
ださい。 

“工事”もしくは“委託”

の「入札結果」を選択し
ます。 

（４）入札結果 
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必要に応じて検索条件を
指定し、「検索」ボタン
を選択します。 

入札結果情報の一覧画面
が表示されます。 

「詳細」ボタンを選択し、
当該入札の詳細情報を確
認します。 

発注部局、所属名等の検
索条件は、必ずしも指定
する必要はありません。 

何も指定しない場合は、
全ての所属の情報が検索
されます。 

（４）入札結果 

発注部局、所属名など、必要に応じて
検索条件を指定してください。 

特に何も指定しない場合は、全ての所
属の情報が検索されます。 
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入札結果の詳細情報画面
です。 

当該入札の入札金額、落
札者等が確認できます。 

確認後、「×」ボタンで
画面を閉じます。 

入札結果情報の一覧画面
に戻ります。 

添付書類欄の「表示」ボ
タンを選択すると、当該
入札結果に関する添付書
類を表示することができ
ます。 

（４）入札結果 
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添付書類の一覧画面が表
示されます。 

確認したい添付書類を選
択し、内容の確認や添付
ファイルをご自分のパソ
コンに保存することがで
きます。 

なお、添付資料が無い場
合は、何も表示されませ
ん。 

以上で、入札結果の操作
は終了です。 

（４）入札結果 
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（５）契約内容 

（５）契約内容 

電子入札専用ホームペー
ジから、「入札情報サー
ビスシステム」を選択し
ます。 

大分県のホームページから
「募集・イベント・入札」を
選択し、電子入札専用ホーム
ページに進みます。 
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大分県、県内市町村の選
択画面が表示されます。 

入札情報をご覧になりた
い自治体名を選択してく
ださい。 

“工事”もしくは“委託”

の「契約内容」を選択し
ます。 

（５）契約内容 
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必要に応じて検索条件を
指定し、「検索」ボタン
を選択します。 

契約内容情報の一覧画面
が表示されます。 

「詳細」ボタンを選択し、
当該入札の詳細情報を確
認します。 

発注部局、所属名等の検
索条件は、必ずしも指定
する必要はありません。 

何も指定しない場合は、
全ての所属の情報が検索
されます。 

（５）契約内容 

発注部局、所属名など、必要に応じて
検索条件を指定してください。 

特に何も指定しない場合は、全ての所
属の情報が検索されます。 
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契約内容の詳細情報画面
です。 

公共工事の受注者、契約
金額等が確認できます。 

確認後、「×」ボタンで
画面を閉じます。 

契約内容情報の一覧画面
に戻ります。 

添付書類欄の「表示」ボ
タンを選択すると、当該
契約内容に関する添付書
類を表示することができ
ます。 

（５）契約内容 
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添付書類の一覧画面が表
示されます。 

確認したい添付書類を選
択し、内容の確認や添付
ファイルをご自分のパソ
コンに保存することがで
きます。 

なお、添付資料が無い場
合は、何も表示されませ
ん。 

以上で、契約内容の操作
は終了です。 

（５）契約内容 
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７．その他 

「７．その他」では、全ての入札方式に共通して
操作できる便利な機能を紹介します。 
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「その他」で紹介する機能 

 （１）データの保存と表示（Ｐ．１９０） 
 
 
 
 
 （２）入札案件概要画面の表示（Ｐ．１９５） 
 
 
 
 
 （３）くじ引き結果の確認（Ｐ．１９６） 
 
 
 

 （４）再入札となった場合（Ｐ．１９７） 

 

 

 

 

 （５）電子メールの取り扱いについて（Ｐ．１９９） 

 

 

 

 

 （６）添付ファイル（設計図書等）のダウンロード（Ｐ．２０１） 
 

   指名通知書や落札決定通知書をパソコンに保存し、内容を表示する方法 

  です。 

   当該入札案件の、工事の概要や入札期間などの詳細情報を確認する方法 

  です。 

   落札の結果が電子くじにより決定された場合の確認方法です。 

   当該入札案件が、再入札となった場合の「再入札通知書」等の確認方法 

  です。 

   指名通知や見積通知などをシステム上発行した場合に自動発行される 

  メールの取扱いにかかる注意事項です。 

   入札の申請や入札時に使用する書類等のダウンロード方法についての 

  操作説明です。 
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指名通知書や落札者決定
通知書等は、データをパ
ソコンに保存することが
できます。 

保存するためには、まず
画面上にある「保存」ボ
タンを選択します。 

 

 

「保存」ボタンを選択し
ます。 

（１）データの保存と表示 

（１）データの保存と表示 
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“保存する場所”、“ファ

イル名”を指定し「保
存」ボタンを選択します。 

指定した場所にファイル
が保存されます。 

（１）データの保存と表示 
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保存したデータを表示す
るためには、電子入札シ
ステムメニューの「保存
データ表示」ボタンを選
択します。 

保存データ表示画面が表
示されます。 

「参照」ボタンを選択し
ます。 

（１）データの保存と表示 
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保存している“ファイル
の場所”、“ファイル
名”を指定し「開く」ボ
タンを選択します。 

“ファイル選択”欄に、指

定したファイル名が表示
されていることを確認し、
「表示」ボタンを選択し
ます。 

（１）データの保存と表示 
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保存したデータが表示さ
れます。 

以上で、データの保存と
表示の操作は終了です。 

（１）データの保存と表示 
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調達案件一覧画面や、入
札状況一覧画面で「工事
／委託業務名称」欄の
“工事名（委託業務
名）”を選択すると、当
該入札案件の詳細画面が
表示されます。 

 

 

当該入札案件の入札期間
や、開札予定日時等が確
認できます。 

以上で、案件概要の表示
の操作は終了です。 

（２）入札案件概要画面の表示 

（２）入札案件概要画面の表示 
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落札者決定時において、
当該入札案件の落札者が
“電子くじ”により決定
された場合は、落札者決
定通知書に「くじ引き判
定」ボタンが表示されま
す。 

内容を確認するためには
「くじ引き判定」ボタン
を選択します。 

 

 

入札参加者のそれぞれの
“くじ番号”、入札書の
受付日時等が確認できま
す。 

※電子くじの仕組み（計
算方法）については、電
子入札運用基準に掲載し
ています。 

以上で、くじ引き結果の
確認の操作は終了です。 

（３）くじ引き結果の確認 

（３）くじ引き結果の確認 
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発注者の開札終了後、再
入札となった場合には
“落札者決定通知書”の
代わりに「再入札通知
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。 
 
※再入札通知書は、全て
の入札参加者へ発行され
ます。 
 
 
 

再入札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/ 
****************************************************************** 

（４）再入札となった場合 

（４）再入札となった場合 

入札状況一覧画面から再
入札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。 
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再入札通知書が表示され
ますので、内容を確認し
ます。 

当該入札について、新た
に「入札締切予定日時」、
「開札予定日時」等が指
定されていますので、期
日までに入札書を提出し
てください。 

※「再入札通知書」の印
刷・保存は任意で行って
ください。 

※入札書提出の操作方法
は、１回目の入札書提出
時と同じです。 

※以降、「不落随契」と
なった場合は、再入札時
と同様の操作の繰り返し
となります。 

入札状況通知書一覧画面
が表示されますので、
「再入札通知書」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。 

新しい入札締切予定日時、
開札予定日時が指定さ
れています。 

（４）再入札となった場合 
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電子入札システムにおける、電子メールの取り扱いについて 
よくあるご質問の中に 
「電子メールで“指名通知書到着のお知らせ”が届かなかった」というものがあります。 
そのためにその案件に参加できなかったり、あとでその事実を知ったというような事例も発生しておりますが 
今一度、ご認識いただきたいのは、 
電子メールはあくまでもお知らせであり、電子メールで届くものが通知書そのものではない ということです。 
以下、電子入札システムにおける、電子メールの取り扱いについての注意点をまとめておりますので 
今一度、ご確認ください 

これは通知書ではありません！！ 

電子メールとは・・・ 

各種通知書とは・・・ 

見本 

・電子入札システムへログインし、確認するもの。 
・その際にはICカード（認証）などが必要なため、 
セキュリティが高い 
・通知書そのものはシステム内で発行されているため 
 不着などの事故はない 

 ・・・しかし  
 目安にしているメールが届かないときは 
 どうしたらいいの！？ 

次へ 

見本 

（５）電子メールの取り扱いについて 

（５）電子メールの取り扱いについて 

・プロバイダとの契約の上で使用されているメール 
・主にOutlookやoutlookExpressなどのソフトを使用する 
・メール不着、不明などの事故も起こりうる 
 （不着などに関しては 次ページで解説） 
・システムに通知書などが到着しているかどうか目安 
として使用するもの 
・“○○到着のお知らせ”などはあくまでもお知らせであり 
通知書そのものではない 
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◆メールアドレスの登録がお間違いではありませんか？ 

お知らせメールなどが届かない場合は・・・ 

電子入札システムにご登録のメールアドレスを一度ご確認ください。 
電子メールアドレスは県ほか、各市町村それぞれに登録されています。 
大分県からのお知らせは届いたのに、大分市からのものが届いてないなど、特定の市町村が届いていない 
場合は、まず、メールアドレスの不備が考えられます。 
電子入札システムの「利用者登録」からログインしていただき、「登録内容変更」からご確認をお願いいたします。 
 
■参考資料 → 利用者登録マニュアル 
 

◆プロバイダのメールサーバが容量オーバーになっていませんか？ 

電子メールは送信された後、直接パソコンへ届くものではなく、色々な「サーバ」というところを経由しています。 
例えば、迷惑メールやスパムなど大量のメールが送信された場合などに受信側サーバが無制限にそのメールを 
受信するわけにはいきません。パンクを起こしてしまいエラーとなってしまいます。 
そのため、各ユーザには決まった容量のメールサーバが割り当てられており、それを超えた場合のメールは 
「これ以上受け付けられません」というエラーとともに送信者へ戻されたり、一時的に様子を見るため、サーバに 
蓄積されている場合もあります。（この内容についてはプロバイダによりさまざまです） 
なんらかの要因により容量がオーバーしている場合でも当事者はそれに気付きにくいため、メールなどが届かな 
くなった・・・？などの疑問に感じられるケースが起きた場合はかならずプロバイダなどに問合せを行ってください。 
 

◆セキュリティソフトで 受信拒否されていませんか？ 

無作為に送られてくるスパムや、広告メールなどはインターネットをする上ではなかなか避けられないものです。 
セキュリティソフトで対策をとるのはもちろんのことですが、このセキュリティソフトで大事なメールまでも受信拒否 
をしていませんか？ 
知らない間に設定されている場合もあります。 
設定の確認や方法がわからない場合はセキュリティソフトのメーカーへ問合せを行ってください。 
 

！必ず 電子入札システムで案件の確認を！ 

上記に記載したような内容は一例です。 
電子入札システムでは指名競争入札などの案件を発行した時点で、通知書のお知らせメールを 
自動的に発行します 
発行された後のメールについては上記記載のようなさまざまな理由により追跡が難しいため、 
案件の確認は電子メールに頼らず 

常日頃からシステムにログインし、指名通知などが発行されていないか確認をしましょう。 
 
電子入札システムでの案件の確認の方法は 
 
■参考資料 → 指名競争入札マニュアル 

・・・わからない時にはヘルプデスクへ相談を・・・ 

以上の内容でわからないことや、相談したいことなどがある場合には 
大分県電子入札システムヘルプデスクまでご連絡ください。 
（※内容によっては他の機関（プロバイダなど）へお問合わせいただくこともございます。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 
TEL: 0120-308-293  ※運用時間 9:00～12：00・13：00～17:30（閉庁日を除く） 

E-mail： support@t-elbs.jp  URL   ：https://www.t-elbs.pref.oita.lg.jp/hp/ 

（５）電子メールの取り扱いについて 
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 添付書類などのダウンロード 
 
・添付書類の欄にある「表示」ボ
タンを押すことで「ダウンロード
選択画面」が表示されます。 
目的のファイルを選択し、ダウン
ロードを行ってください。 
 
・たくさん案件が表示されて探し
にくい場合は検索条件を絞り込ん
でください。 
例）指名競争入札・・・など 
 

設計図書等閲覧 
・必ず電子入札システムにログイン（PIN番号を入力）し、「調達案件検索」の画面が出
た状態で「設計図書等閲覧」の文字をクリックしてください。 
・クリックした時点の公告中案件および指名または見積依頼の案件が表示されます。 

（６）添付ファイル（設計図書等）のダウンロード 

（６）添付ファイル（設計図書等）のダウンロード 


