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２．指名競争入札

２．指名競争入札
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２．指名競争入札

指名競争入札の流れ指名競争入札の流れ

１．指名通知書の受理（Ｐ．８）

２．入札書の提出（Ｐ．１０）

３．入札書受付のお知らせ受理（Ｐ．１３）

４．入札締切のお知らせ受理（Ｐ．１５）

５．入札結果のお知らせ受理（Ｐ．１７）
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２．指名競争入札

（１） 指名通知書の受理

◆福岡市電子入札システムからのお知らせ

指名通知書を発行しま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：13070401110020060065
調達案件名称：○○医療品購入
入札方式名称：指名競争・最低価格
調達機関名称：福岡市
部局名 ：財政局 財政部
事務所名 ：契約課

業者名称：福岡市物品販売（株）

指名通知書 発行日時 ：平成18年05月23日 15時55分

※通知書等の内容については、発注機関へお尋ねください。

***************************************************
※福岡市契約課
電 話 : 092-711-4181
電子メール :

福岡市電子調達
ホームページアドレス ：http://www.nyusatsu.dentyo.city.fukuoka.jp/
***************************************************

指名通知書が発行されると、
連絡先E-mailアドレス宛て

に通知書発行趣旨のメール
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ログイ
ン後、

①検索条件を指定し、該当
する案件を表示します。

①

②

指名通知書が発行された
案件は、「進捗状況」欄
が「指名業者選考中」と
表示されています。発注
者から発行された通知書
が未参照の案件には、
「通知書」欄に「未参照
有り」の「表示」ボタン
が表示されています。

②通知書を確認する案件の
「通知書」欄にある「表
示」ボタンを選択します。



10

２．指名競争入札

通知書一覧画面が表示され
ます。

通知書一覧画面が表示され
ますので、「通知書名」欄
の「指名通知書」を選択し
ます。

発注者から発行された通
知書が未参照の案件には、
「通知書確認」欄に「未
参照」と表示されていま
す。

指名通知書画面が表示され
ます。

入札に関わる情報を確認し
ます。

これで指名通知書の確認手
続きは完了です。

添付ファイルも確認して
ください。（P44参照）



11

２．指名競争入札

入札書を提出する案件の
「入札書/見積書」欄にあ

る「提出」ボタンを選択し
ます。

入札書の提出が可能な案
件（入札書受付開始日時
を迎えた案件）は、「入
札書/見積書」欄に「提

出」ボタンが表示されま
す。

入札書提出画面が表示され
ます。

入札金額を入力後、「提出
内容確認」ボタンを選択し
ます。

※辞退する場合は、「辞
退」ボタンを選択後、辞退
届を提出します。

（２）入札書の提出

利用者登録時に指定
したICカード利用部

署情報が初期表示さ
れます。Fukuokacity@test.co.jpFukuokacity@test.co.jp
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２．指名競争入札

「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。

この時点で入札書が発注
者に送信されます。入札
書の提出は１度しかでき
ませんので、提出する前提出する前
に入札金額などを十分にに入札金額などを十分に
確認してください。確認してください。

確認ダイアログが表示され
ますので、「OK」ボタンを

選択します。

入札書をいったん提出す
ると、それ以降は金額の
確認・変更はできません
のでご注意ください。ここ
こで必ず、印刷をしておこで必ず、印刷をしてお
くようにしてください。くようにしてください。

Fukuokacity@test.co.jpFukuokacity@test.co.jp

入札書提出内容確認画面は、
後日表示することができない
ため、必ずこの時点で印刷し必ずこの時点で印刷し
てください。てください。

Fukuokacity@test.co.jpFukuokacity@test.co.jp
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２．指名競争入札

入札書送信完了画面が表示
されます。

受信日時のミリ秒が、くじ
番号となります。

「調達案件一覧」ボタンを
表示します。

提出が終了すると、「提
出」ボタンは「提出済」ボ
タンに替わります。

これで入札書の提出手続き
は完了です。
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２．指名競争入札

入札書受付のお知らせを確
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。

入札書受付のお知らせが
発行された案件は、「進
捗状況」欄が「入札書/見
積書受付中」と表示され
ています。発注者から発
行された通知書が未参照
の案件には、「通知書」
欄に「未参照有り」の
「表示」ボタンが表示さ
れています。

（３）入札書受付のお知らせ受理

入札書受付のお知らせが発
行されると、連絡先E-mail
宛てに受付票発行趣旨の
メールが届きます。

電子入札システムにログイ
ン後、以下の操作により受
付票を確認します。

◆福岡市電子入札システムからのお知らせ

入札書受付のお知らせを発行しま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：13070401110020060040
調達案件名称：○○医療品購入
入札方式名称：指名競争・最低価格
調達機関名称：福岡市
部局名 ：財政局 財政部
事務所名 ：契約課

業者名称：福岡市物品販売（株）

入札書受付のお知らせ 発行日時 ：平成18年04月27日 12時37分

※通知書等の内容については、発注機関へお尋ねください。

***************************************************
※福岡市契約課
電 話 : 092-711-4181
電子メール : 

福岡市電子調達
ホームページアドレス ：http://www.nyusatsu.dentyo.city.fukuoka.jp/
***************************************************
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２．指名競争入札

入札書受付のお知らせが表
示されます。

入札書が受け付けられたか
どうかを確認します。

これで入札書受付のお知ら
せの確認手続きは完了です。

通知書一覧画面が表示され
ますので、「通知書名」欄
の「入札書受付のお知ら
せ」を選択します。

発注者から発行された通
知書が未参照の案件には、
「通知書確認」欄に「未
参照」と表示されていま
す。
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２．指名競争入札

入札締切のお知らせが発
行された案件は、「進捗
状況」欄が「入札書/見積

書締切」と表示されてい
ます。発注者から発行さ
れた通知書が未参照の案
件には、「通知書」欄に
「未参照有り」の「表
示」ボタンが表示されて
います。

通知書を確認する案件の
「通知書」欄にある「表
示」ボタンを選択します。

（４）入札締切のお知らせ受理

入札締切のお知らせが発
行されると、連絡先E-
mail宛てに通知書発行趣

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。

◆福岡市電子入札システムからのお知らせ

入札締切のお知らせを発行しま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：13070401110020060034
調達案件名称：○○医療機器購入
入札方式名称：指名競争・最低価格
調達機関名称：福岡市
部局名 ：財政局 財政部
事務所名 ：契約課

業者名称：福岡市物品販売（株）

入札締切のお知らせ 発行日時 ：平成18年04月27日 17時10分

※通知書等の内容については、発注機関へお尋ねください。

***************************************************
※福岡市契約課
電 話 : 092-711-4181
電子メール : 

福岡市電子調達
ホームページアドレス ：http://www.nyusatsu.dentyo.city.fukuoka.jp/
***************************************************
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２．指名競争入札

入札締切のお知らせが表示
されます。

入札書の受付が締め切られ
たことを確認します。

これで入札締切のお知らせ
の確認手続きは完了です。

通知書一覧画面が表示され
ますので、「通知書名」欄
の「入札締切のお知らせ」
を選択します。

発注者から発行された通
知書が未参照の案件には、
「通知書確認」欄に「未
参照」と表示されていま
す。
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２．指名競争入札

入札結果のお知らせが発
行された案件は、「進捗
状況」欄が「結果通知書
発行済」と表示されてい
ます。発注者から発行さ
れた通知書が未参照の案
件には、「通知書」欄に
「未参照有り」の「表
示」ボタンが表示されて
います。

通知書を確認する案件の
「通知書」欄にある「表
示」ボタンを選択します。

（５）入札結果のお知らせ受理

◆福岡市電子入札システムからのお知らせ

入札結果のお知らせを発行しま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：13070401110020060057
調達案件名称：○○医療品購入
入札方式名称：一般競争・最低価格
調達機関名称：福岡市
部局名 ：財政局 財政部
事務所名 ：契約課

業者名称：福岡市物品販売（株）

入札結果のお知らせ 発行日時 ：平成18年05月16日 18時29分

※通知書等の内容については、発注機関へお尋ねください。

***************************************************
※福岡市契約課
電 話 : 092-711-4181
電子メール : 

福岡市電子調達
ホームページアドレス ：http://www.nyusatsu.dentyo.city.fukuoka.jp/
***************************************************

入札結果のお知らせが発行
されると、連絡先E-mail宛
てに通知書発行趣旨のメー
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。
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２．指名競争入札

入札結果のお知らせ画面が
表示されます。

これと同じ通知書が入札に
参加したすべての企業に届
いています。落札企業名称
で落札したことを確認しま
す。

これで入札結果のお知らせ
の確認手続きは完了です。

通知書一覧画面が表示され
ますので、「通知書名」欄
の「入札結果のお知らせ」
を選択します。

発注者から発行された通
知書が未参照の案件には、
「通知書確認」欄に「未
参照」と表示されていま
す。
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２．指名競争入札

※くじによる落札者決定の場合

くじによる落札者決定の場
合、入札結果のお知らせに
「くじ引き結果」ボタンが
表示されます。

「くじ引き結果」ボタンを
選択します。

くじ引き判定画面が表示
されます。

同価の落札者が二社以上
の場合は、電子的な「く
じ引き」により落札者を
決定いたします。

くじ番号は、入札書受信
日時のミリ秒に基づき自
動的に設定され、その番
号がここで表示されてい
ます。


