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※本操作マニュアルの画面イメージについては、使用するブラウザによって、表示が異なる場合が 

あります。また、今後、変更される場合がありますのでご了承ください。 
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1. 入札情報サービスの起動 

1.1 入札情報サービスのトップ画面を表示するには 
 

 

 

入札情報サービスのバナー①を押下しま

す。 

電子入札ポータルサイトの表示 

① 

入札情報サービスのトップ画面が表示さ

れます。 

入札情報サービスのトップ画面 

の表示 
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2. 指名停止情報の参照 

2.1 指名停止情報を参照するには 
 

 

 

 

指名停止情報①を押下します。 

件名②を押下します。 

指名停止情報一覧画面の表示 

指名停止情報ファイルのダウンロード 

ファイルを開くボタン③を押下します。 

指名停止情報の表示 

ダウンロードしたファイルに記載された

指名停止情報を確認します。 

① 

③ 

② 
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3. 年間発注予定の表示 

3.1 年間発注予定を表示するには 
 

 

 

 

① 

年間発注予定が表示されます。 

年間発注予定の表示 

発注見通し情報①を押下します。 

 

入札情報サービスのトップ画面 

の表示 
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4. 発注情報・入札結果情報・契約結果情報の参照 

4.1 発注情報を検索するには 
 

 

 

① 

② 

発注情報①を押下し、発注情報検索画面を

表示します。 

 

検索条件を入力または選択後、検索ボタン

②を押下します。 

発注情報検索画面の表示 

検索結果が表示されます。 

 

※入札結果情報 及び 契約結果情報 についても、 

左メニューの 入札結果情報 及び 契約結果情報 か

ら同様の操作で検索することができます。 

発注情報検索結果の表示 
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4.2 発注情報を参照するには 
 

 

 

案件名称①を押下します。 

発注情報一覧画面の表示 

① 

発注情報が表示されます。 

 

※入札結果情報 及び 契約結果情報 についても、そ

れぞれの検索結果から同様の操作で参照することが

できます。 

発注情報詳細画面の表示 
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4.3 添付ファイルを参照するには 
 

 

 

 

 

ファイル名②を押下します。 

添付ファイル一覧画面の表示 

ファイルを開くボタン③を押下します。 

添付ファイルのダウンロード 

① 

② 

③ 

ダウンロードしたファイルに記載された

内容を確認します。 

添付ファイルの参照 

添付ファイル一覧へ①を押下します。 

 

※指名案件情報、入札結果情報 及び 契約結果情報 

についても、それぞれの詳細画面から同様の操作で

添付ファイル一覧画面へ遷移することができます。 

発注情報詳細画面の表示 
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5. お知らせ情報公開機能 

5.1 お知らせ情報を参照するには 
 

 

 

 

お知らせ情報詳細画面が表示されます。 

お知らせ情報詳細画面の表示 

お知らせ情報①を押下します。 

 

情報名②を押下します。 

お知らせ情報一覧画面の表示 

① 

② 
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6. 指名案件情報の参照 

6.1 発注情報指名案件一覧を表示するには 
 

 

 

 

電子入札システムのトップメニューを表示

し、入札情報サービス①を押下します。 

ＩＣカードをカードリーダーに差し込みま

す。 

PIN 番号②を入力し OK ボタン③を押下しま 

す。 

ＩＣカードＰＩＮ番号入力 

ログインすると、新規ウィンドウに発注情報

指名案件一覧画面が表示されます。 

 

※発注情報指名案件一覧の画面に指名案件の名称が表

示されるには、入札通知書が発行されてから一日以上経

過する必要があります。 

 

発注情報指名案件一覧画面の表示 

① 

② 

③ 

トップメニューの表示 
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6.2 指名案件情報を参照するには 
 

 

 

 

 

指名案件情報詳細画面が表示されます。 

 

※指名案件情報に添付されているファイルを確認する

場合は、「4.3 添付ファイルを参照するには」を参照。 

指名案件情報詳細画面の表示 

ログインすると、新規ウィンドウに発注情報

指名案件一覧画面が表示されます。 

 

案件名称①を押下します。 

発注情報指名案件一覧画面の表示 

① 
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