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午後 ２時から
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電子入札システム導入の目的

○入札参加の利便性の向上

入札会場に赴かなくても、パソコンから入札等に参加することを可能として入札参

加者の負担を軽減し、利便性を図ることにより、入札等の参加機会を拡大し、競争性
を図ります。

○事務の効率化

入札等への参加や入札結果の閲覧に伴う移動コストの削減等により、入札の参

加に伴う事務の効率化を図ります。

2



電子入札制度

○入札情報

・電子入札の入札公告及び入札過程等の

結果については入札情報公開システムを

活用します。

・その他の情報については、

市ホームページで公開します。
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電子入札制度

○入札時に必要となる提出書類
「入札書」提出時に「入札金額内訳書」を合わせて提出してください。
提出資料等が２MBを超える場合や、持参で提出を求めるものは、土木課入札係に持

参してください。

封筒に件名・会社名等を記入し、封滅処理の上、期間内に提出してください。その際
には、持参する書類目録をファイル形式で作成し、持参する前にあらかじめ送信してく
ださい。

※提出書類等の作成にアプリケーションソフトと、作成した提出書類
等を保存する形式は、次に該当する形式とします。
・microsoft word  拡張子が .doc  又は .docx で保存されるもの
・microsoft excel  拡張子が .xls 又は .xlsx で保存されたもの
・PDFファイルがAcrobat６形式で読み取りが可能なもの
・その他入札執行者が認めたもの

※提出書類等をファイル圧縮する場合は、ZIP形式によるものとし自己解凍方式でな
いものとする。
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電子入札制度

○電子入札の特例（紙入札）

次の事項に該当し、紙入札参加承認願（第５号様式）を入札書提出締切日
の正午までに提出した場合は、審査したうえで期間を定め、紙による入札を
受け付けます。
この場合、入札書と内訳書は、入札受付期間内に封入封滅を行い、土木

課入札係まで持参し提出してください。
紙入札参加届出書を提出した後に、入札書の提出を行わない場合は、「

辞退届（市HPよりダウンロードしてください）」にてその旨を申し出てください
。

・ICカードが失効、破損等で使用できなくなり、ICカードの再発行を申請し
ているため
・法人名、代表者等の変更により、ICカードの再取得を申請しているため
・電子入札参加者の使用する電子機器が故障しているため
・やむ得ない理由があるため
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電子入札制度

○入札辞退

入札を辞退する場合は、「辞退届」を電子入札システムより提出してください。
紙入札の届出を受理した参加者は、「辞退届（市HPよりダウンロードしてくだ
さい。）」を書面により提出することにより辞退することが出来ます。

○入札書受付等の日時

・入札書の受付を開始する日付 受付を開始する日の午前９時
・入札書の受付を締め切る日付 受付を締め切る日の午後５時
・開札を予定する日時 入札書の受付を締め切る日の翌日

※入札書提出後に辞退される場合は、土木課入札係に連絡し、書面にて
辞退届を提出してください。
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最低制限価格について

• 電子入札案件の最低制限価格は

「変動型」から「固定型」に変更いたします。
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電子くじについて①

• くじ引き

– 落札となるべき価格での入札者が複数いた場合には、電子
入札システムの電子くじ機能により、落札者を決定します。

– 電子くじでは、入札者が入札時に指定したくじ入力番号をくじ
番号とし、その値を同価の入札者数で割った時の余りと、入札
書 を提出した順番とが一致した入札者を落札者とします。

– くじの結果につきましても、情報公開システムに公表します。
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電子くじについて②
※落札（候補）者の決定方法
くじ対象業者のくじ番号の合計を、くじ対象業者数で割り、その余りと応札順序（応札時刻順
で並べた順番）が等しい業者が、落札（候補）者となます。

１１６１（２７３＋８８１＋００７）÷３＝３８７ 余り０ ⇒応札順が０番の者が落札（候補）者となる
※応札順序は最も早い時刻に応札した者が０番、以降１番、２番で付番される
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１．電子入札システムについて

（１）電子入札システム運用時間

【システムの運用時間】

電子入札システム ：平日 ８時３０分～２０時００分まで
入札情報公開システム：平日 ６時００分～２３時００分まで
※土日・祝日・年末年始を除く
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１．電子入札システムについて

（２）入札情報公開方法について

 入札に係る発注情報、入札結果情報等は

入札情報公開システムに掲載されます。

 入札公告や設計図書等も、入札情報公開システムから見ることができ
ます。

入札情報公開システムの運用時間は平日 ６時００分～２３時００分までです。
上記以外の時間帯および土日・祝日・年末年始は閲覧できませんので
ご注意ください。
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２．ご利用までの流れ

電子入札のご利用にあたり、必要な準備をご説明します。

電子入札システムを初めてご利用になる方
1～6までの全ての準備と設定が必要です。

1.通信回線の確認
2.必要なパソコンとソフトウェア
3.ICカードの購入
4.ICカードリーダーのインストール
5.java.policyファイルの設定
6.利用者登録
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２．ご利用までの流れ

国土交通省等他団体の電子入札コアシステムを既にご利
用されている方

「1.通信回線の確認」
「5.java.policyファイルの設定」
「6.利用者登録」
の設定が必要です。
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２.１ 通信回線の確認

電子入札に参加するにあたり、LDAPという通信プロトコルが必
要です。
セキュリティ設定が厳しい環境では、LDAPを使えない場合も考
えられるため、社内ネットワーク管理者、又はご利用のプロバイ
ダへのご確認をお願いします。

14



（１）ハードウェア

２.２ 必要なパソコンとソフトウェア
お持ちのパソコン(ハードウェア・ソフトウェア)が電子入札システムの推奨仕様と適

合しているパソコンを準備していただきます。また、必要に応じてポップアップブロッ
クの解除を行ってください。
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項目 要件

ＣＰＵ Intel Core i5 3.1GHz同等以上推奨

メモリ 2.0GB以上推奨

ＨＤＤ 1ドライブの空き容量が、1GB以上

グラフィック
プロセッサ（ＧＰＵ）

WDDM対応グラフィックプロセッサ（VRAM128MB以上）推奨

ポート ICカードリーダライタが接続できること

ディスプレイ解像度 1,024×768ピクセル（XGA）以上



（２）ソフトウェア
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項目 要件
ＯＳ
（基本ソフト）

以下の何れかのOSであること。
①Windows8.1エディションなし、Pro （32bit版/64bit版）
②Windows10 Home/Pro （32bit版/64bit版）

ブラウザ Internet Explorer 11
※Internet Explorerは32 bit版をご利用ください。
※Windows 8.1はデスクトップ版のInternet Explorerのみサポート対象と
なります。
※Windows 10に搭載されているMicrosoft Edgeは使用することができま
せん。
※Internet Explorer以外のブラウザ(Chrome、Firefox等)には対応してお
りません。



（３）インターネット回線

項目 要件

回線速度 ADSL 1.5Mbps以上を推奨

電子メール 電子メールが送受信できる環境であること

プロトコル 下記のプロトコルによる通信が可能なこと
・HTTP：Hyper Text Transfer Protocol
・HTTPS：Hyper Text Transfer Protocol Security
・LDAP：Lightweight Directory Access Protocol

（２）ソフトウェア

項目 要件
電子入札システム
関連ソフト

電子入札コアシステム対応認証局より提供されます。

JAVA 電子入札コアシステム対応認証局が提供または指定するJAVAソ
フトをインストールしてください。
※本サービスはJRE８update２２１までの対応となります。
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注意事項：サポート対象としました環境は、ご利用のＩＣカード発行認証局がサポートしていない場合
もございます。ＩＣカードクライアントソフトがサポートする環境については、ご利用のＩＣ
カード発行元のホームページをご確認ください。



（４）その他
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項目 要件
使用するWindowsユーザ名 ２バイト文字（※）を使用していないこと。

※２バイト文字：全角文字のこと。使用するWindowsネット
ワークのドメイン名
JAVAインストール時の
ユーザ名
Internet Explorerの設定
※本設定は、必ず行ってく
ださい。

電子入札システムを利用するにあたり、
Internet Explorerの設定が必要になります。
設定方法については、
「Internet Explorerの設定」をご確認ください。

使用フォントに関する設定 電子入札システムで文字を正常に表示するためには、
必ずJIS90フォントをご利用ください。
JIS2004使用制限に関する設定が必要となります。
設定方法については、
「使用フォントに関する設定」をご確認ください。



（５）各設定方法

※１：セキュリティに関する設定方法
以下の手順にて、信頼済みサイトへの登録を行ってください。

①「Internet Explorer」を起動する。
②「ツール」メニューより「インターネット オプション」を選択する。
③「セキュリティ」タブの「信頼済みサイト」を選択し、「サイト」ボタンをクリックする。
④「次のWebサイトをゾーンに追加する」に以下のURLを入力し「追加」ボタンを

クリックする。
https://www.ebs-asp.fwd.ne.jp/ （電子入札のみ使用する場合はこちらのみ）
https://www.epi-asp.fwd.ne.jp/

⑤「閉じる」ボタンをクリックし「インターネットオプション」画面の「レベルのカスタマイズ」
ボタンをクリックする。

⑥「ポップアップブロックの使用」を「無効にする」に変更する。
「OK」ボタンをクリックし各設定画面を閉じる。

信頼済みサイトの登録を行わないと、内訳書の添付等の操
作が不安定になります。
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※２：互換表示に関する設定

以下の手順にて互換表示の設定を行ってください。

①「Internet Explorer」を起動する。

②「ツール」メニューより「互換表示設定」を選択する。

③「追加するWebサイト」の欄に以下を入力し、「追加」ボタンをクリックする。

fwd.ne.jp

④「互換表示に追加したWebサイト」内に入力したアドレスがあること確認する。

⑤「閉じる」を押して設定画面を閉じる。

※注意事項※

Internet Explorer11をご利用の場合、「閲覧の履歴の削除」を行うと「互換表示設定」

も削除されてしまいます。閲覧の履歴の削除をした際は、互換表示設定を、再度行ってく
ださい。

ブラウザの設定を行わないと、画面表示が崩れる可能性が
あります。
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※３：暗号化通信方式「TLS1.2」有効化の設定

①「Internet Explorer」を起動する。

②「ツール」メニューより「インターネットオプション」を選択する。

③「詳細設定」タブをクリックする。

④「セキュリティ」項目部分までスクロールし、「TLS1.2の使用」にチェックが選択されて

いることを確認する。また「TLS1.2の使用」にチェックが選択されていない場合は

チェックする。

⑤「OK」ボタンをクリックし、設定画面を閉じる。

暗号化通信方式の設定を行わないと、電子入札システムに接
続ができなくなります。



※４：使用フォントに関する設定方法

電子入札システムを使用する際は、必ずJIS90フォントをご利用ください。

以下の手順にて、フォントの設定を行ってください。

①IMEプロパティを開く。

②[詳細設定]ボタンを押下する。

③[変換]タブを押下する。

④[詳細設定] ボタンを押下する。

⑤「JIS X 0208 で構成された文字のみ変換候補に表示する」にチェックを入れる。

フォントの設定を行わないと、文字化けの可能性があります。
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２.３ ＩＣカードの購入

電子入札システムをご利用いただくためには、競争入札参加資格者（工事）（委

託）に登録されている代表者（受任者を登録されている場合は受任者）名義のIC

カードが必要です。

対応のICカードをお持ちでない方は電子入札コアシステム対応の認証局よりご

購入ください。ICカードのお申し込みから取得まではおよそ2週間～1ヶ月ほどかか

ります。
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株式会社ＮＴＴネオメイト（旧株式会社ＮＴＴアプリエ）(e-ProbatioPS2)

URL http://www.e-probatio.com/ E-mail ninshou@e-probatio.com

TEL 0120-851-240(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) FAX 06-6348-1016

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

URL http://www.diacert.jp/plus/ E-mail http://www.diacert.jp/plus/

TEL 03-6771-5108

株式会社帝国データバンク

URL http://www.tdb.co.jp/typeA/ E-mail certinfo@mail.tdb.co.jp

TEL 0570-011999(ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ) FAX 03-5775-3128

東北インフォメーション・システムズ株式会社

URL https://www.toinx.net/ebs/info.html E-mail toinx.cert@toinx.co.jp

TEL 022-799-5566 FAX 022-799-5565

日本電子認証株式会社

URL http://www.ninsho.co.jp/aosign/ E-mail
ホームページの「お問い合わせ」か
ら送信してください。

TEL 0120-714-240(フリーダイアル) FAX 03-5148-5695

新規の証明書（ICカード）を発行している認証局
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２.４ ＩＣカードリーダーのインストール
ICカード、ICカードリーダーが認証局より届きましたら、付属の設定マニュアルに
沿って、ICカードリーダーのインストールを行ってください。インストール方法に関す
るお問い合わせはICカードを購入した各認証局までお願いします。インストールに
不備があった場合、電子入札システムを操作する際にデバイスエラーが発生する
可能性があります。エラーが発生した場合は、認証局にＩＣカードリーダ－の設定を
再度確認してください。

２.５ java.policyファイルの設定
電子入札システムをご利用いただくために、java環境ファイル『java.policy』を更新
する必要があります。（Java.polocyとはご利用のパソコンと認証局を接続するため
に必要な情報を設定するファイルです。）認証局から送付される設定マニュアルに
従い、以下URLを設定してください。設定を行うための『環境設定ツール』は各認証
局によって、ＩＣカードリーダーに添付、もしくはホームページよりダウンロード等で
提供されています。詳細は各認証局にお問い合わせください。

https://www.ebs-asp.fwd.ne.jp/CALS/

※httpではなく、httpsです。お間違いにご注意ください。

JAVAが複数バージョンインストールされていると動作が不安
定になります。
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２．６ 利用者登録

電子入札システムから、電子入札の利用者登録を行ってください。

利用者登録の詳細は、市のホームページに掲載の操作マニュアルをご参照願い

ます。

※操作方法イメージは ２．利用者登録手順 にてご説明いたします。

ご登録が完了しましたら、電子入札システムをご利用できます。
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入札参加資格申請認定

有資格業者名簿登録

業者発注機関

電子入札サービス（発注機関） 電子入札サービス（業者）

●業者情報取込

登録業者名、業者番号などを通知

●利用者登録

①ICカードログイン

ICカードセットアップ

②資格審査情報検索

③業者情報登録

●電子入札システム利用可能

●電子入札業者として判断

３．利用者登録手順
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ファイル読み込み中は、このように
表示されます。

時計表示されたことを確認してから
利用者登録処理ボタンをクリックし
てください。

時計表示がされない場合は、
javapolicyの設定が間違っていま

すので、ＩＣカードを購入した認証局
に、設定内容を確認してください。
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ＰＩＮ番号を複数回間違うと、ＩＣカードがロックされ、
使用できなくなります。

ＩＣカードがロックされた場合は、認証局にロックの解
除を依頼してください。

※ロックの解除には、数日かかる場合がありますの
でご注意下さい。

ここからの操作は、ＩＣカード
リーダーとＩＣカードが必要で
す。

ＰＩＮ番号とは、ＩＣカードの暗証番号のこと
です。

ＩＣカード購入時に、認証局から送られてき
た暗証番号を入力してください。
担当者欄は入力不要です。
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画面の【注意事項】を
よく読んで、業者番号
と商号又は名称を入
力してください。

ユーザＩＤとパスワード
は空欄としてください。
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部署名がない場合は、企業名称を
入力してください。
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代表窓口情報とＩＣ
カード利用部署情
報は同じ内容を入
力してください。
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代表窓口情報とＩ
Ｃカード利用部署
情報は同じ内容を
入力してください。

連絡先メールアド
レス宛に、電子入
札システムから
様々なお知らせが
届きます。

メールアドレスは
間違いがないよう
に入力してくださ
い。
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指名通知作成・発行

発注者 応札者

指名競争入札 業務フロー

指名通知書受領確認書の受信

入 札 書 受 付

締 切通 知 書発 行

⑩入札契約結果の確認

⑨落札結果通知書受信

⑦入札書・内訳書の提出

⑧入札書受付票の確認

43

４．指名競争入札操作手順

落札結果通知書発行

①システムへのログイン

②電子入札システムログイン

開 札

③指名通知書の受信

④指名通知書受領確認書の提出

⑤調達情報確認

⑥設計図書取得（e古都なら）

発注図書の公開

入札・契約結果の公開



44



45



46



ファイル読み込み中は、このように
表示されます。

時計表示されたことを確認してから
利用者登録処理ボタンをクリックし
てください。

時計表示がされない場合は、
javapolicyの設定が間違っていま

すので、ＩＣカードを購入した認証局
に、設定内容を確認してください。

47



48

ＰＩＮ番号を複数回間違うと、ＩＣカードがロックされ、
使用できなくなります。

ＩＣカードがロックされた場合は、認証局にロックの解
除を依頼してください。

※ロックの解除には、数日かかる場合がありますの
でご注意下さい。

ここからの操作は、ＩＣカード
リーダーとＩＣカードが必要で
す。

ＰＩＮ番号とは、ＩＣカードの暗証番号のこと
です。

ＩＣカード購入時に、認証局から送られてき
た暗証番号を入力してください。
担当者欄は入力不要です。



49



50



パスワード欄にパスワー
ドが表示されている場合
は、入札情報公開システ
ムで発注図書をダウン
ロードする際に必要とな
りますので、パスワード
を控えておいてください。

51

また、案件名称（工事番
号・工事名）や入札書提
出期間も控えておいてくだ
さい。



発注図書の公開

指名通知作成・発行

発注者 応札者

④指名通知書受領確認書の提出

指名競争入札 業務フロー

指名通知書受領確認書の受信

入 札 書 受 付

締 切通 知 書発 行

開 札

入札・契約結果の公開 ⑩入札契約結果の確認

⑨落札結果通知書受信

⑦入札書・内訳書の提出

⑧入札書受付票の確認
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⑥設計図書取得（e古都なら）

落札結果通知書発行

③指名通知書の受信

⑤調達情報確認

②電子入札システムログイン

①システムへのログイン
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指名通知書を受領したという確認
通知のために提出するものです。

指名通知書の受領確認書は、入
札参加意思の有無に関わらず、必
ず提出してください。
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58



以上で、指名通知書の受
領確認は完了です。

続いて入札情報公開シス
テムで入札公告及び発注
図書の確認を行います。
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発注図書の公開

指名通知作成・発行

発注者 応札者

⑤調達情報確認

①システムへのログイン

④指名通知書受領確認書の提出

③指名通知書の受信

指名競争入札 業務フロー

指名通知書受領確認書の受信

②電子入札システムログイン

入 札 書 受 付

締 切通 知 書発 行

開 札

入札・契約結果の公開 ⑩入札契約結果の確認

⑨落札結果通知書受信

⑦入札書・内訳書の提出

⑧入札書受付票の確認
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⑥設計図書取得（e古都なら）

落札結果通知書発行
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クリック

66



パスワードを入力

業者名と案件パスワードを入力しま
す。

案件パスワードは、指名通知書に
記載されているパスワードを入力し
てください。

67

業者名を入力



クリック
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69



文字の上でクリック

70



クリック
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72



73



74



発注図書の公開

指名通知作成・発行

発注者 応札者

指名競争入札 業務フロー

入 札 書 受 付

締 切通 知 書発 行

開 札

入札・契約結果の公開 ⑪入札契約結果の確認

⑩落札結果通知書受信

⑦入札書・内訳書の提出

⑧入札書受付票の確認

75

落札結果通知書発行

①システムへのログイン

⑤調達情報確認

④指名通知書受領確認書の提出

③指名通知書の受信

②電子入札システムログイン

⑥設計図書取得（e古都なら）

指名通知書受領確認書の受信
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77



ファイル読み込み中は、このように
表示されます。

時計表示されたことを確認してから
利用者登録処理ボタンをクリックし
てください。

時計表示がされない場合は、
javapolicyの設定が間違っていま

すので、ＩＣカードを購入した認証局
に、設定内容を確認してください。
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79

ＰＩＮ番号を複数回間違うと、ＩＣカードがロックされ、
使用できなくなります。

ＩＣカードがロックされた場合は、認証局にロックの解
除を依頼してください。

※ロックの解除には、数日かかる場合がありますの
でご注意下さい。

ここからの操作は、ＩＣカード
リーダーとＩＣカードが必要で
す。

ＰＩＮ番号とは、ＩＣカードの暗証番号のこと
です。

ＩＣカード購入時に、認証局から送られてき
た暗証番号を入力してください。
担当者欄は入力不要です。
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２MB以内
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２MB以内

くじ入力番号が表示されて
いる場合は必須入力です。

３桁の半角数字で入力し
てください。
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２MB以内
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２MB以内

添付ファイルは発注機関が指定するファイル形式
を添付してください。

もし、エクセルやワードファイルとする場合は、保護
し、変更できないようにしてください。
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２MB以内

86



２MB以内

87

添付ファイルが複数ある場合は、
同じ手順で追加してください。
行が追加されます。



２MB以内
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このメッセージが、入札書提
出の最終確認です。

入札書は１度提出すると、変
更・再提出はできませんので、
入力内容、添付資料を確認
してから提出してください。
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発注図書の公開

指名通知作成・発行

発注者 応札者

指名競争入札 業務フロー

入 札 書 受 付

締 切通 知 書発 行

開 札

入札・契約結果の公開 ⑪入札契約結果の確認

⑩落札結果通知書受信

⑦入札書・内訳書の提出

⑧入札書受付票の確認
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⑤調達情報確認

①システムへのログイン

④指名通知書受領確認書の提出

③指名通知書の受信

②電子入札システムログイン

⑥設計図書取得（e古都なら）

指名通知書受領確認書の受信

落札結果通知書発行



確認していない通知書がある
場合、「未参照有り」と表示さ
れますので、必ず確認してく
ださい。
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確認していない通知書は、
「未参照」と表示されます。
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発注図書の公開

指名通知作成・発行

発注者 応札者

指名競争入札 業務フロー

入 札 書 受 付

締 切通 知 書発 行

開 札

入札・契約結果の公開 ⑪入札契約結果の確認

⑩落札結果通知書受信

⑦入札書・内訳書の提出

⑧入札書受付票の確認
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締切通知書の確
認手順は、入札
書受付票の確認
手順と同じです。

落札結果通知書発行

⑤調達情報確認

①システムへのログイン

④指名通知書受領確認書の提出

③指名通知書の受信

②電子入札システムログイン

⑥設計図書取得（e古都なら）

指名通知書受領確認書の受信
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105



落札者決定通知書は、応札
者すべてに通知されます。

106



確認した通知書は、「参照済」
と表示されます。
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発注図書の公開

指名通知作成・発行

発注者 応札者

指名競争入札 業務フロー

入 札 書 受 付

締 切通 知 書発 行

開 札

入札・契約結果の公開

⑩落札結果通知書受信

⑦入札書・内訳書の提出

⑧入札書受付票の確認
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⑤調達情報確認

①システムへのログイン

④指名通知書受領確認書の提出

③指名通知書の受信

②電子入札システムログイン

⑥設計図書取得（e古都なら）

指名通知書受領確認書の受信

落札結果通知書発行

⑪入札契約結果の確認
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５．お問い合わせ窓口

●電子入札システム，入札情報公開システムの操作方法について

（株）日立システムズ 電子入札総合ヘルプデスク

電 話 ： 0570-021-777 対応時間 平日9：00-12：00 13：00-17：30

Ｅ-Ｍａｉｌ： sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com

●ＩＣカードの取得，設定について

電子入札コアシステム対応の各認証局

●入札制度及び個別案件について

桜井市 都市建設部 土木課 入札係

電 話 ： 0744－42－9111（内線229）
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●お問い合わせの際は、以下の情報を必ずお知らせください。
また桜井市電子入札システムの問い合わせであることを最初にお伝え願います。

・お問い合わせいただいているシステム
・お問い合わせされた方のお名前
・会社名／所属名
・連絡先の電話番号

●E-mailでのお問い合わせ時には上記の情報に加え以下の情報を記入してください。
（お分かりの範囲で構いません。）

・使用OS
・使用ブラウザ（サービスパック）
・お使いのICカードの購入先認証局名
・希望回答方法 電話またはE-mail
E-mailでのお問い合わせに上記の情報がご明記いただけていない場合、まず確認のご連
絡をさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ時の注意事項
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