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３．入札書の提出から落札決定まで 
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入札書の提出が可能な案件
には、“入札/再入札/見積”

欄に「入札書提出」ボタン
が表示されます。ただし、
入札開始日時になるまで該
当する案件名や「入札書提
出」ボタンは表示されませ
ん。 

入札書を提出する案件の“入
札/再入札/見積” 欄にある

【入札提出】ボタンを選択し
ます。 

 

※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。 

（１）入札書の提出 

ログイン後の画面です。 

 

①部局名、事務所名等の条件を
設定し、 

 

②入札書提出及びその後の処理
の案件を検索する場合は「入札
状況一覧」ボタンを選択します。 

① ② 

３－１．入札書提出以降 
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入札書作成画面が表示されま
す。 

①入札金額を入力します。 

②消費税及び地方消費税の課
税・免税をラジオボタンで選
択します。 

③内訳書を添付します。（委
託案件は必要ありません。） 

【参照】ボタンを選択します。 

 

ファイルの選択ダイアログが表示されま
す。 

①添付するファイルを選択し、“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し、 

②【開く】ボタンを選択します。 

① 

③ 

② 

① 

② 



３．入札書の提出から落札決定まで 

33 

①右の空欄にファイル名を表
示後、「添付資料追加」ボタ
ンを選択します。 

 

※添付ファイルは１ファイル
のみ添付できます。 

 

入札書の内容を確認後、 

②｢提出内容確認」ボタンを
選択します。 

 

 

① 

② 

C:¥内訳書.txt C:¥内訳書.txt 
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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。 

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。入札書の
提出は１度しかできません
ので、提出する前に入札金
額などを十分に確認してく
ださい。 

※入札書を一旦提出すると、
それ以降は提出した本人でも
金額の確認・変更はできませ
んのでご注意ください。ここ
で必ず印刷するようにしてお
いてください。 

入札書提出後は、表
示することができな
いため、必ずこの時
点で印刷しておくよ
うにしてください。 

C:¥内訳書.txt 

C:¥内訳書.txt 
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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。 

また、受信日時のミリ秒が、
くじ番号となります。 

 
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。後日この画
面を表示することはできな
いため、必ずこの時点で印
刷しておいてください。 

【印刷】ボタンで印刷後、
「×」ボタンで画面を閉じま
す。 

Fukuokaｃiｔｙ@test.co.jp 

 



３．入札書の提出から落札決定まで 

36 

【入札状況一覧】ボタンを選
択します。 

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。 

Fukuokacity@test.co.jp 
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入札書受付票が発行されると、
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。 

 

 

（２）入札書受付票の受理 

◆福岡市電子入札システムからのお知らせ 
 
入札（見積）参加業者各位 
 
入札書受付票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：130704011100200 
調達案件名称：福岡市○○工事 
入札方式名称：通常型指名競争入札 
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 
 
 
入札書受付票 発行日時  ：平成２３年０４月０６日 １４時０５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     : 092-711-4182、4184（工事、委託）4186（物品） 
  電子メール : keiyaku.FB@city.fukuoka.lg.jp 
 
福岡市電子調達 
ホームページアドレス ：http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/bidding/01.html 
*************************************************** 

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
書等が未参照の案件には、
“受付票/通知書一覧”欄に

「未参照有り」の「表示」
ボタンが表示されます。 
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発注者から発行された通知
書等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。 

入札状況通知書一覧画面が表
示されますので、「入札書受
付票」の“通知書表示”欄に
ある【表示】ボタンを選択し
ます。 

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。 
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入札締切通知書が発行されると、
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。 

 

（３）入札締切通知書の受理 

◆福岡市電子入札システムからのお知らせ 
 
入札（見積）参加業者各位 
 
入札締切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受付票を確認してください。 
 
 
調達案件番号：130704011100200 
調達案件名称：福岡市○○工事 
入札方式名称：通常型一般競争入札（または指名競争入札） 
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 
 
入札締切通知書 発行日時  ：平成２３年０４月０６日 1５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     : 092-711-4182、4184（工事、委託）4186（物品） 
  電子メール : keiyaku.FB@city.fukuoka.lg.jp 
 
福岡市電子調達 
ホームページアドレス ：http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/bidding/01.html 
*************************************************** 

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
書等が未参照の案件には、
“受付票/通知書一覧”欄に

「未参照有り」の【表示】
ボタンが表示されます。 
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発注者から発行された通知
書等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。 

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。 
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開札結果のお知らせが発行され
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。 

 

 

（４）開札結果のお知らせの受理 

◆福岡市電子入札システムからのお知らせ 
 
入札（見積）参加業者各位 
 
開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：130704011100200 
調達案件名称：福岡市○○工事 
入札方式名称：通常型一般競争入札（または指名競争入札） 
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 
 
開札結果のお知らせ 発行日時  ：平成２３年０４月０６日 1５時3０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     : 092-711-4182、4184（工事、委託）4186（物品） 
  電子メール : keiyaku.FB@city.fukuoka.lg.jp 
 
福岡市電子調達 
ホームページアドレス ：http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/bidding/01.html 
*************************************************** 

開札結果のお知らせを確認す
る案件の“受付票/通知書一

覧”欄の【表示】ボタンを選
択します。 

発注者から発行された通知
書等が未参照の案件には、
“受付票/通知書一覧”欄に

「未参照有り」の【表示】
ボタンが表示されます。 
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入札状況通知書一覧画面が表
示されます。 

発注者から発行された通知
書等が未参照の案件は、
“通知書確認”欄に「未参
照」と表示されます。 

開札結果のお知らせ画面が表
示されます。 

これと同じお知らせが入札に
参加したすべての企業に届い
ています。落札者を確認しま
す。 

これで開札結果の確認手続き
は完了です。 

「落札者決定通知書」列の
“通知書表示” 欄にある  
【表示】ボタンを選択します。 
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“技術点”欄の【表示】ボタン
を選択します。 

開札日時を経過した案件に
は、発注者から通知書 等
が発行されます。 

“技術点”欄に【表示】ボ
タンと“受付票/通知書一

覧”欄に「未参照有り」の
【表示】ボタンが表示され
ます。 

（５）総合評価：開札結果のお知らせの受理以降 
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技術点画面が表示されます。 

案件に対して、評価項目毎に、
技術評価点が表示されます。 

（左側画面） 

（右側画面） 

【戻る】ボタンを選択し、入
札状況一覧画面へ戻ります。 
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“受付票/通知書一覧”欄の「未

参照有り」の【表示】ボタン
を選択します。 

 

（以降の画面操作はＰ．４８
と共通の操作となります。) 
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（６）くじによる落札者決定の場合 

電子くじによる落札者決定の
場合、開札結果のお知らせ画
面に【くじ引き結果】ボタン
が表示されています。 

【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。 

確認後、【戻る】ボタンを選
択します。 
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見積書の提出が可能な案件
には、“入札/再入札/見積”

欄に【見積提出】ボタンが
表示されます。     
ただし、見積開始日時にな
るまで該当する案件名や
【見積提出】ボタンは表示
されません。 

見積書を提出する案件の“入
札/再入札/見積”欄にある 

【見積提出】ボタンを選択し
ます。 

※辞退する場合は、“辞退
届”欄にある【提出】ボタン
を選択してください。 

（１）見積書の提出 

ログイン後の画面です。 

 

①部局名、事務所名等の条件を
設定し、 

 

②見積書提出及びその後の処理
の案件を検索する場合は  
【入札条件一覧】ボタンを選択
します。 

① 
② 

３－２．見積書提出以降 
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見積書作成画面が表示されます。 

①入札金額を入力します。 

②【提出内容確認】ボタンを選
択します。 

 

見積書確認画面です。 

入力した内容を確認後、  
【見積書提出】ボタンを選択し
ます。 

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

※見積書を一旦提出すると、そ
れ以降は提出した本人でも金額
の確認・変更はできませんので
ご注意ください。ここで必ず印
刷するようにしておいてくださ
い。 

見積書提出後は、表
示することができな
いため、必ずこの時
点で印刷しておくよ
うにしてください。 

① 

② 
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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。 

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。後日この画
面を表示することはできな
いため、必ずこの時点で印
刷しておいてください。 

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、提出する前に見積金
額などを十分に確認してく
ださい。 

Fukuokacity@test.co.jp 
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【印刷】ボタンで印刷後、
「×」ボタンで画面を閉じま
す。 

 

【入札状況一覧】ボタンを選
択します。 

Fukuokaｃiｔｙ@test.co.jp 

 

Fukuokacity@test.co.jp 
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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。 



３．入札書の提出から落札決定まで 

52 

見積書受付票が発行されると、
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。 

 

 

（２）見積書受付票の受理 

◆福岡市電子入札システムからのお知らせ 
 
入札（見積）参加業者各位 
 
見積書受付票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：130704011100200 
調達案件名称：福岡市○○工事（随意） 
入札方式名称：随意契約 
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 
 
見積書受付票 発行日時  ：平成２３年０４月０７日 １５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     : 092-711-4182、4184（工事、委託）4186（物品） 
  電子メール : keiyaku.FB@city.fukuoka.lg.jp 
 
福岡市電子調達 
ホームページアドレス ：http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/bidding/01.html 
*************************************************** 

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
書等が未参照の案件には、
“受付票/通知書一覧”欄に

「未参照有り」の   
【表示】ボタンが表示され
ます。 
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発注者から発行された通知
書等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。 

入札状況通知書一覧画面が表
示されますので、「見積書受
付票」の“通知書表示” 欄に

ある【表示】ボタンを選択し
ます。 

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。 
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見積締切通知書が発行されると、
連絡先E-mail宛てに通知書発行主
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。 

 

（３）見積締切通知書の受理 

◆福岡市電子入札システムからのお知らせ 
 
入札（見積）参加業者各位 
 
見積締切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受付票を確認してください。 
 
 
調達案件番号：130704011100２00 
調達案件名称：福岡市○○工事（随意） 
入札方式名称：随意契約 
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 
 
 
見積締切通知書 発行日時  ：平成２３年０４月０７日 1４時００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     : 092-711-4182、4184（工事、委託）4186（物品） 
  電子メール : keiyaku.FB@city.fukuoka.lg.jp 
 
福岡市電子調達 
ホームページアドレス ：http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/bidding/01.html 
*************************************************** 

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
等が未参照の案件には、“受
付票/通知書一覧”欄に「未参

照有り」の【表示】ボタンが
表示されます。 
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発注者から発行された通知
書等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。 

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。 

見積締切通知書が表示されま
す。 

締切日時や開封予定日時など
を確認します。 
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決定通知書が発行されると、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。 

 

 

（４）決定通知書の受理 

◆福岡市電子入札システムからのお知らせ 
 
入札（見積）参加業者各位 
 
決定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受付票を確認してください。 
 
 
調達案件番号：130704011100200 
調達案件名称：福岡市○○工事（随意） 
入札方式名称：随意契約 
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 
 
決定通知書 発行日時  ：平成２３年０４月０７日 1６時００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     : 092-711-4182、4184（工事、委託）4186（物品） 
  電子メール : keiyaku.FB@city.fukuoka.lg.jp 
 
福岡市電子調達 
ホームページアドレス ：http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/bidding/01.html 
*************************************************** 

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
書等が未参照の案件には、
“受付票/通知書一覧”欄に

「未参照有り」の   
【表示】ボタンが表示され
ます。 
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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
書等が未参照の案件には、
“通知書確認”欄に「未参
照」と表示されています。 

決定通知書が表示されます。 

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。 

これで決定通知書の確認手続
きは完了です。 


