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１． 入札参加者に必要な準備

静岡県共同利用電子入札システムを初めて利用する場合に、入札参加者が実施しなければならない

準備について説明します。

① パソコンの仕様

ＯＳの仕様
Windows 8.1（エディションなし/Professional）

Windows 10(Home/Pro)

パソコン本体 ＰＣ／ＡＴ互換機（ＤＯＳ／Ｖ機）

ＣＰＵ Core Duo 1.6GHz 同等以上推奨

メモリ ２．０ＧＢ以上推奨

ハードディスク １ドライブに空き容量が２．０ＧＢ以上

画面解像度 １０２４×７６８ドット（ＸＧＡ）以上

インターフェース 「ＵＳＢポート」または「シリアルポート」の空きが一つ必要（ＩＣカードリーダー接続用）

周辺機器
ＩＣカードリーダー（ＩＣカード申請時に各認証事業者より購入可能）

ＣＤ－ＲＯＭドライブ×１

①パソコン②ソフトウェア
③ネットワーク環境の準備

①パソコン②ソフトウェア
③ネットワーク環境の準備

⑥Ｊａｖａ．Ｐｏｌｉｃｙの設定
⑦InternetExplorerの設定

⑥Ｊａｖａ．Ｐｏｌｉｃｙの設定
⑦InternetExplorerの設定

⑧利用者登録⑧利用者登録⑧利用者登録⑧利用者登録

電子入札システム利用開始電子入札システム利用開始電子入札システム利用開始電子入札システム利用開始

④ＩＣカード申請・取得④ＩＣカード申請・取得

約２週間（目安）

④ＩＣカード申請・取得④ＩＣカード申請・取得

約２週間（目安）

⑤ＩＣカードリーダー・電子入札
対応ソフト等のセットアップ

⑤ＩＣカードリーダー・電子入札
対応ソフト等のセットアップ
⑤ＩＣカードリーダー・電子入札
対応ソフト等のセットアップ

⑤ＩＣカードリーダー・電子入札
対応ソフト等のセットアップ
⑤ＩＣカードリーダー・電子入札
対応ソフト等のセットアップ

⑤ＩＣカードリーダー・電子入札
対応ソフト等のセットアップ

利用者登録番号取得利用者登録番号取得利用者登録番号取得利用者登録番号取得



2

② ソフトウェアの仕様

注意：ＯＳやブラウザ等の最新情報は、電子入札システムポータルサイト（23ページ参照）を確認してく

ださい。

OS ブラウザ

Java 実行環境

JRE8.0

Update65

JRE8.0

Update71

JRE8.0

Update101

JRE8.0

Update191

JRE8.0

Update221

Windows 8.1(32bit/64bit)

(エディションなし

/Professional)

Internet

Explorer11

(32bit)

○ ○ ○ ○ ○

Windows 10(32bit/64bit)

(Home/Pro)

Internet

Explorer11

(32bit)

○ ○ ○ ○ ○

電子入札対応ソフト
ＩＣカードを電子入札システムで利用するために必要なソフトウェア

※各認証事業者から提供される

ウィルス対策ソフト 常に最新のウィルス定義ファイルに更新した状態で使用のこと

注 意 事 項

ＯＳ

●全て日本語版ＯＳ

●Ｗｉｎｄｏｗｓ ８．１、Ｗｉｎｄｏｗｓ １０導入の際には、フォントへの設定変更が

必要となります。

●Ｗｉｎｄｏｗｓのユーザー名、ネットワークのドメイン名に全角文字は使用不可

●アップデートをして最新の状態で使用のこと

ブラウザ

●Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ画面での設定変更が必要となります。

●Ｗｉｎｄｏｗｓ８．１に搭載されているストアアプリ版Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ（タイル

画面のＩＥ）には対応しておりません。デスクトップ版を御利用ください。 また

タッチスクリーンではなく、ハードウェアキーボードとマウスをご利用下さい。

●Ｗｉｎｄｏｗｓ１０に搭載されているＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｄｇｅには対応しておりませ

ん。

Ｊａｖａ実行環境

Ｊａｖａ実行環境は認証事業者から提供される電子入札対応ソフトに入っていま

す。

Ｊａｖａ実行環境のバージョンについては、当資料作成時の状況を記載しており

ますので、導入に当たっては、ご利用の認証事業者に最新の状況をご確認下

さい。

※静岡県共同利用電子入札システムは、2020年9月28日からＪａｖａを使わな

い新方式のシステムに切り替わります。

電子入札補助アプリ

電子入札補助アプリは認証事業者から提供される電子入札対応ソフトに含ま

れています。

電子入札補助アプリの実行には、「Microsoft .NET Framework 4.6.1」以降がパ

ソコンにインストールされている必要があります。パソコンをアップデートして最

新の状態で利用していれば、通常、「Microsoft .NET Framework 4.6.1」以降は

インストールされているはずです。
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③ ネットワーク環境

④ ＩＣカード申請・取得

使用可能なＩＣカードの名義人を運用基準で確認の上、以下のコアシステム対応認証事業者一覧

の中から認証事業者を選び、ＩＣカードを取得します。

◆ コアシステム対応の認証事業者一覧

※順不同、平成３０年１１月２８日現在

◆ ＩＣカード申請・取得の流れ（参考例） ※各認証事業者によって異なります。

· 認証事業者のＷｅｂサイトから申し込み書類等の必要書類をダウンロードして記入

· 申請に必要な公的証明書とともに必要書類を認証事業者に提出（郵送等）

約 2週間後

· 本人受取限定郵便により電子証明書（ＩＣカード）が利用者個人の住所に届く

◆ 申請に必要となる公的証明書（参考例） ※各認証事業者によって異なります。

回線種別

光ファイバー， ＣＡＴＶ， ＡＤＳＬ， ダイヤルアップ

※回線速度はシステムの操作性に直接影響します。高速かつ安定性のよい回線を使

用することを推奨します。

必須通信

プロトコル

ＨＴＴＰ， ＨＴＴＰＳ（ＳＳＬ）， ＬＤＡＰ， ＳＭＴＰ

※上記プロトコルが通信可能かどうかの確認は、社内のネットワーク管理者、または

ご使用のプロバイダへお問合せください。

認証事業者名 サービス名

（株）ＮＴＴネオメイト ｅ－ＰｒｏｂａｔｉｏＰＳ２

三菱電機インフォメーションネットワーク（株） DIACERT-PLUSサービス

（株）帝国データバンク ＴＤＢ電子認証サービスＴｙｐｅＡ

東北インフォメーション・システムズ（株） ＴＯｉＮＸ電子入札対応認証サービス

日本電子認証（株） ＡＯＳｉｇｎサービス

電子認証登記所

（商業登記に基づく電子認証制度）
法人認証カードサービス

利用者本人を確認するもの 所属企業等を確認するもの

・利用者個人の住民票の写し

・印鑑登録証明書 など

・商業登記簿謄本

・代表者印の印鑑証明書 など
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⑤ セットアップ

IC カードが届いたら付属の CD-ROM 等により IC カードリーダー、電子入札対応ソフトのインスト

ール、セットアップを行います。

·セットアップ時の一般的注意事項

購入した IC カードのセットアップマニュアルやインストール説明書を必ず確認し、手順書どおり

に作業を行ってください。また、セットアップに関するお問合せは、購入先の各認証事業者へお願

いします。

⑥ Ｊａｖａ．Ｐｏｌｉｃｙの設定

電子入札システム及び入札情報サービスのURLをJava.Policyファイルに登録する必要があります。

※静岡県共同利用電子入札システムは、2020 年 9月 28 日から Java を使わない新方式のシステムに

切り替わりますが、その日以前に、システムを利用する場合に Java.Policy ファイルの設定が必

要となります。

◆ 設定方法

各認証事業者が提供する「環境設定ツール」もしくはＷｅｂサイトにて設定を行います。設定方

法に関するお問合せは、購入先の各認証事業者へお願いします。

◆ 設定内容

※ 国土交通省のシステムをすでに利用している場合でも設定は必要です。

※ 複数のパソコンでシステムを利用する場合はパソコンごとに設定が必要です。

⑦ ＩｎｔｅｒｎｅｔＥｘｐｌｏｒｅｒの設定

信頼済みサイトへの登録設定、タブブラウザの設定、詳細設定の変更、などを行う必要があります。

下記の画面例は InternetExplorer11 の画面です。

◆ インターネットオプションの設定変更

(1) インターネットオプションの表示

①Internet Explorer の[ツール]

ボタンをクリックしメニューを

表示します。

②表示されたメニューから「イン

ターネットオプション(O)」をク

リックする。

Ø Ｗｉｎｄｏｗｓのログイン名は半角英数字

Ø ウィルス対策ソフトは停止

· 発注機関名： 静岡県共同利用電子入札

· 設定ＵＲＬ：https://www.ebid.cals-shiz.jp

· 発注機関名： 静岡県共同利用入札情報

· 設定ＵＲＬ：https://www.ppi.cals-shiz.jp

①

②
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(2) 「インターネット オプション」画面が表示される。

①[セキュリティ]タブをクリックする

②[信頼済みサイト]をクリックする

③[サイト(S)]ボタンをクリックする

(3) 「信頼済みサイト」画面が表示される。

①[この Web サイトをゾーンに追加する(D)]に

「https://www.ebid.cals-shiz.jp」と入力する

②[追加(A)]ボタンをクリックする

(4) Web サイト(W)に入力した URL が表示される。

①[この Web サイトをゾーンに追加する(D)]に

「https://www.ppi.cals-shiz.jp」と入力する

②[追加(A)]ボタンをクリックする

(5) [Web サイト(W)]に入力した URL が表示される。

①[閉じる(C)]ボタンをクリックする

①
②

③

①
②

①
②

①
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(6) ［信頼済みサイト］の設定を変更します。

①[セキュリティ］タブをクリック

②[信頼済みサイト]をクリック

③[レベルのカスタマイズ(C)]ボタンをクリック

(7) レベルのカスタマイズ

①[Web サイトがアドレスバーやステータスバー

のないウィンドウを開くのを許可する］項目

にて［有効にする］をチェックする。

②[サーバーにファイルをアップロードするとき

にローカルディレクトリのパスを含める］項目

にて［有効にする］をチェックする。

③[サイズや位置の制限なしにスクリプトでウィ

ンドウを開くことを許可する］項目にて［有効

にする］をチェックする。

①

②

③

①

②

③
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④[ポップアップブロックの使用］項目にて［無

効にする］をチェックする。

⑤[ファイルのダウンロード］項目にて［有効に

する］をチェックする。

(8) 以上を設定したら、レベルのカスタマイズの設定を

確定します。

①[ＯＫ]をクリックします。

②「このゾーンの設定を変更しますか？」は、[は

い(Ｙ)]をクリックします。

④

⑤

①

②
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(9) タブブラウズの設定を行います。

①[全般］タブをクリックします。

②［タブ(T)］ボタンをクリックします。

③[ポップアップの発生時］の［常に新しいウィン

ドウでポップアップを開く(W)］をチェックしま

す。

④［OK］ボタンをクリックします。

(10) インターネットオプションの詳細設定を変更しま

す。

①インターネットオプションの[詳細設定]タ

ブをクリックします。

②[TLS１.2 の使用]にチェックを入れます。

③[ネイティブ XMLHTTP サポートを有効にする]

にチェックを入れます。

①

②

①

②

③

④

③
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④[サードパーティ製のブラウザ拡張を有効にす

る]のチェックを外します。

(11) 上記の設定変更が全て完了したら、インターネット

オプションの設定変更を確定します。

①［適用(A)］ボタンをクリックします。

②［ＯＫ］ボタンをクリックしてインターネット

オプションを終了させます。

以上でインターネットオプションの設定変更は完了です。

④

①②
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⑧ 利用者登録

ここまでの準備ができたら取得した ICカードを使用して、静岡県共同利用電子入札システムに利用

者登録を行います。なお利用者登録は、入札参加を希望する自治体ごとに行う必要があります。

◆ 利用者登録の流れ

◆ 森町の利用者登録に必要となる利用者登録番号の取得方法

「システム利用届」に返信用封筒を添えて、森町役場総務課契約管財係へ、持参又は郵送にて提出し

てください。提出書類の確認後、「利用者登録番号通知書」を発行し、送付します。

※「システム利用届」の様式は、町のホームページを参照してください。

◆ 利用者登録の手順

利用者登録の手順の詳細については、電子入札システムポータルサイト（23 ページ参照）の

「はじめてご利用の方へ」-「利用者登録」を確認してください。

(1) 電子入札システムポータルサイトの電子入札システムページを開き[電子入札システムを利用する]ボ

タンをクリックします。

(2) 調達機関選択画面にて、利用者登録を行う調達機関として森町を選んで「確定」をクリックします。

(3) 「利用者登録/電子入札」選択画面に

て、画面左上のロゴが利用者登録を行

う自治体のロゴになっているかを確認

し、 [利用者登録]をクリックします。

利用者登録/電子入札選択画面

利用者登録をクリックします。

2020 年 9 月 25 日ま
では、JRE のバージ
ョンが表示される。
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(4) CALS/EC 電子入札システム画面にて、画面の中央上部分に時刻表示がされたら[利用者登録]ボタン

をクリックします。

(5) 利用者登録メニュー画面にて、利用者規約に同意し[登録]ボタンをクリックします。

(6) IC カードを IC カードリーダーに差し込み、IC カードの PIN 番号を入力後、[ＯＫ]ボタンをクリックします。

(7) 資格審査情報検索画面にて、森町役場

から配布された利用者登録番号（８桁）

と商号を入力して[検索]ボタンをクリック

します。

(8) 利用者登録画面にて、連絡先電話番

号や連絡先メールアドレスなどの利用

者情報を入力し、[入力内容確認]ボタ

ンをクリックします。

(9) 登録内容確認画面にて、入力した情報に間違いがないかを確認します。内容に間違いがなければ[登

録]ボタンをクリックし確認ウィンドウの[ＯＫ]ボタンをクリックします。

(10) 登録処理が完了すると、登録したメールアドレス宛にシステムから自動的に利用者登録のお知らせメ

ールが送信されます。以上で利用者登録の処理は完了です。

資格審査情報検索画面

利用者登録番号と商号を入力して【検索】ボタンをクリックします。

※入力時の注意点

・登録番号は半角で入力。

・商号はすべて全角で入力。

・（株）などの表記であった場合カッコも全角で入力。

・㈱は使用不可。

利用者登録画面

利用者情報を入力します。

※入力時の注意点

連絡先メールアドレス
の入力は２箇所ありま
す。どちらも間違いのな
いように入力して下さ
い。



12

２． システム操作の流れ

① 指名競争入札の処理の流れ

(1) 電子入札システムの起動

指名通知書の受理

受領確認書の提出

開札処理

入札書の提出

落札者決定通知書の発行

入札締切通知書の受理

落札決定通知書の受理

入札締切

入札締切通知書の発行

指名選定業者の登録

指名通知書の発行

入札書受付票の受理

受領確認書の受理

電子入札システムの起動 電子入札システムの起動

案件登録

入札情報サービスにログイン

予定公告（案件）の登録

静岡県共同利用電子入札システムポータルサイト

【公共工事・委託業務の電子入札
についてのご案内】をクリックしま
す。

【（工事・委託）電子入札システムを利用する】
ボタンをクリックします。
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調達機関選択画面

電子入札システムを利用する調達機関
（自治体名）を選んで「確定」をクリッ
クします。

「利用者登録／電子入札」選択画面

電子入札システムをクリックします。

ロゴを確認。

2020 年 9 月 25 日ま
では、JRE のバージ
ョンが表示される。

ＣＡＬＳ／ＥＣ電子入札システム画面

２．ＩＣカードをＩＣカードリーダーに差し込み、ＰＩＮ
番号を入力後【ＯＫ】ボタンをクリックします。

１．画面の中央上部分に時刻表示がされたら「電子入札シ
ステム」をクリックします。
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(1) 指名通知書の確認

発注機関より指名を受けた企業には指名通知書が発行されます。指名通知書が発行されるとメ

ールでお知らせが届きますが、このメールだけに頼らず、定期的に電子入札システムにログイン

して案件検索を行い、指名されているかどうか確認することをお勧めします。

案件検索画面

参加したい案件の条件を指定し
【案件検索一覧】ボタンをクリッ
クします。

電子入札のサーバーの時刻です。
この時刻ですべて管理されます。

案件一覧画面

指定した条件にあった案件の一覧が表示されます。
「受領確認/提出意志確認書」の
「通知書」欄にある表示ボタンを
クリックし、指名通知書を表示し
ます。
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(2) 受領確認書の提出

「指名通知書」を確認したら、「受領確認/提出意思確認書」の「提出」欄にある[提出]ボタンをク

リックし受領確認書の作成画面を表示します。

指名通知書

案件一覧画面

提出ボタンをクリックします。

受領確認書（作成）画面

提出内容確認ボタンをクリックし
ます。
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(3) 入札書の提出

入札書受付開始日時になりましたら、入札書提出日時までに入札書を提出します。

受領確認書（提出）画面

提出ボタンをクリックします。

受領確認書受信確認通知

この画面は後から表示できません
ので必ず印刷を行います。

入札状況一覧画面

入札書の提出を行うには【入札書提出】

ボタンをクリックします
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入札金額を入力します。

くじ番号として任意の半角数字３桁
（０００～９９９）を入力します。

発注機関が内訳書の添付を求めて
いる場合は、内訳書を添付します。
３ＭＢまでのファイルを 1 つ添付
できます。

入札書（作成）画面

入札書（提出）画面

提出内容をもう一度確認し【入札書提

出】ボタンをクリックします。

この画面は後から表示できません
ので必ず印刷を行います。
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(4) 入札書受付票の受理

「入札書受付票到着のお知らせ」が届いたら、「入札書受付票」を受理します。

(5) 入札締切通知書の受理

「入札締切通知書到着のお知らせ」が届いたら、「入札締切通知書」を受理します。

入札書受信確認通知画

入札書を正常に送信した証拠の画面であるた
め必ず印刷を行ってください。

入札書受付票画面

提出した入札書が発注者システムに受け付
けられると、「入札書受付票」が発行されま
す。

入札締切通知書画面

発注機関で、入札締切を行うと「入札締切通
知書」が発行されます。
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(6) 落札者決定通知書の受理

② 入札情報サービス（ＰＰＩ）の紹介

◆ 入札情報サービスでできること

· 発注見通し・入札公告・入札結果・契約結果の確認

· 案件参加に必要な書類の様式等のダウンロード

（図面や金抜設計書等が添付されている場合があります）

◆ 利用手順

(1) 電子入札システムポータルサイトから、入札情報サービス（ＰＰＩ）を起動します。

落札者決定通知書画面

発注機関で開札処理が済む
と落札者決定通知書が発行
されます。

【公共工事・委託業務の電子入札
についてのご案内】をクリックしま
す。

入札情報サービス ホーム画面

確認したい情報のボタンをクリックします。

静岡県共同利用電子入札システムポータルサイト
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(2) 入札予定／公告の検索

入札予定／公告 検索画面

条件の指定が済んだら検索ボタンを

クリックします。

入札予定／公告 検索結果画面

案件の詳細はこちら。

案件詳細画面

工事箇所や日時等の詳細情報
を確認します。

必要な説明文書等をダウンロ
ードできます。
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◆ 入札情報サービスのその他の機能

(1) 「参加申請書受付期間中である案件」に絞り、案件の抽出可能

案件検索の条件「参加募集中の案件に絞る」にチェックを入れることで、参加申請書受付

期間中である案件に絞り、案件を抽出することが可能です。

①チェックボックスにチェックを入

れた状態で検索します。

②該当案件を抽出します。

参加希望提出期限には、

申請書受付締切日を表示します。

(2) 案件検索条件「並び順」で、抽出された案件の表示順を切り替えることが可能

案件検索の条件「並び順」では、抽出された案件の表示順を切り替えることが可能です。

また、順序の昇順・降順の設定も可能です。

①「並び順」及び昇順・降順を切り替

え、検索します。

②該当案件を抽出します。

設定した「並び順」に応じ、

表示順が切り替わります。

並び順の初期値は以下のとおり

です。受注者で並び順を変更せずに

検索した場合、初期値の条件で検索されます。必要に応じて、並び順を変更して検索を行って

ください。

機能 項目初期値 順序初期値

発注見通し 案件名 昇順

入札予定／公告 入札予定日 昇順

入札結果 開札執行日 降順

契約結果 契約日 降順

注意!!

「参加募集中の案件に絞る」にチェックを入れた場合、検索日が公告後から参加申請書受付締切日の間

である案件を抽出します。参加申請書受付締切日が設定されない案件（指名系の案件、「指名競争」「随意

契約」）は、「参加募集中の案件に絞る」にチェックを入れた状態では抽出できません。

一般競争入札の中で「直接入札型」の場合は、公告後に入札書の受付となるため、「参加申請書受付」を

「入札書受付」とし、入札書の受付期間中の案件を抽出します。参加希望提出期限に表示される年月日も、

「入札書受付締切日」を表示します。
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(3) 入札情報サービスシステムの設計書ダウンロード機能について

設計図書ダウンロード機能について、発注者側が ICカード認証を必要とする設計図書につ

いては、IC カードによる認証が必要となります。

①案件参照画面「説明文書等」

で[ダウンロード]をクリッ

クします。

※ICカード要・不要は、発注

者が設定します。

②IC カード「要」の文書でダウンロードをクリックす

ると、IC カード認証画面が表示されますので、[IC

カード認証]ボタンをクリックします。

③PIN 番号を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

④ファイルダウンロードダイアログが表示されるので、

所定のフォルダにダウンロードします。

IC カード認証が必要な場合、

IC カード欄に「要」と表示され

ます。

IC カード認証が不要な場合、

IC カード欄は何も表示されま

せん。

2020 年 9 月 25 日ま
では、JRE のバージ
ョンが表示される。
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３． トラブル対応・問合せ

① システムの操作方法について

電子入札システムの操作を学習できるように、以下を用意しています。

◆ 静岡県共同利用電子入札システム入札参加者マニュアル

ポータルサイト（23ページ参照）よりダウンロード

◆ 静岡県共同利用電子入札システム入札参加者オンラインマニュアル

電子入札システムよりダウンロード

② トラブル対応・問合せ

操作など電子入札に関して困った時は、電子入札の操作に関しては静岡県共同利用電子入札システ

ム入札参加者マニュアルを参照してください。また、ポータルサイトのＦＡＱを参照し、同じような

問い合わせがないかを確認してください。

それでも解決しない場合は以下の窓口にお問い合せください。

その他、詳細については電子入札システムポータルサイトの「お問い合わせ」を参照してください。

◆入札参加者の事前準備、操作方法について

·静岡県電子入札共同利用センター ヘルプデスク

電話：０５４－２０４－１７２３（受付時間：9:00～12:00・13:00～17:00）

メール：ecdesk@cals-shizuoka.jp

◆森町の運用基準・入札案件・入札参加資格について

·森町総務課契約管財係

電話：０５３８－８５－６３０１

◆ＩＣカード・セットアップについて

· IC カード購入先の各認証事業者

電子入札システムの

「ヘルプ」をクリック

一括ダウンロード

章ごとのダウンロード
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③ 静岡県共同利用電子入札システムポータルサイト

電子入札に関する最新情報や各自治体からのお知らせ、システムメンテナンス情報等の重要なお

知らせを掲載していますので随時確認してください。

④ 入札契約／森町

https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/gyosei/sangyo_shigoto/nyusatsu_keiyaku/index.html

http://www.cals-shizuoka.jp/ec/

入札参加者マニュアルのダウ

ンロード。

電子入札の準備項目を必

ず確認してください。

利用者登録時、電子入札システム利用

時のエラーの対処方法などはこちら。

・ポータルサイトトップページ
・はじめてご利用の方へ

・ＦＡＱ（よくある質問） ・ダウンロード
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４． よくある質問と回答

※ 最新の FAQは電子入札システムポータルサイトの FAQ をご確認ください。

Ｑ１ 利用者登録にて、[登録]ボタンを押しても先に進まない。

Ａ１ 時刻表示がされていない場合は、Java.Policy ファイルの設定を行う必要があります。

Ｑ２ 利用者登録の資格審査情報検索画面にて、登録番号と商号を入力して[検索]ボタンをクリックし

ても画面が変わらない。

Ａ２ 「資格審査情報に登録されている商号または名称を入力してください」というメッセージが表示されている

場合は、商号の入力に間違いのある可能性があります。通知書の通りに（株）はカッコも全角で、スペー

スが入っている場合は必ず全角一文字分のスペースを入力してください。

Ｑ３ ＩＣカードの名義人となっていた代表者が変更になった場合、引き続きそのＩＣカードを使うこ

とはできるか？

Ａ３ 使えません。変更後の代表者名義のＩＣカードを新たに用意する必要があります。IC カードの更新・変更

については、各認証事業者にお問合せ下さい。

Ｑ４ 年間委任状により委任していた受任者を変更しましたがＩＣカードはどのようになるか？

Ａ４ ＩＣカードは個人名義のため、受任者が変更した場合には新たにＩＣカードを用意する必要があります。

Ｑ５ 利用者登録が済んだので電子入札システムに入ろうとしたが時刻表示がされない。

Ａ５ 利用者登録から電子入札システムの画面に切り替える場合は、開いているインターネットの画面を全て

閉じ、インターネットの再起動から行う必要があります。

Ｑ６ 利用者登録や電子入札システムにログインしようとして PIN 番号入力後「APPLET-ERROR・・・

10048 画面操作時にエラーが発生しました」と出てしまう。

Ａ６ ポップアップブロック機能によるエラーの可能性があります。ポータルサイト掲載の対処法（IE の信頼済

みサイトに登録）を行ってください。その他、ウィルス対策ソフトやYahoo等が提供する無料のツールバー

にポップアップブロック機能が含まれていることもありますので、それらを利用している場合は、ポップア

ップブロック機能が作動しないよう設定してください。

Ｑ７ 案件検索がうまくいかない。

Ａ７ 1

Ａ７ 2

Ａ７ 3

Ａ７ 4

案件検索画面で部局や入札方式等は正しい条件が指定されているかを確認してください。

検索条件をゆるめて検索してください。（「工事種別/委託種別」以下の項目を指定している場合は、それ

らを解除してください。）

案件番号で検索する場合は、ハイフンを除いた数字のみを入力してください。（ハイフンが入っていると

検索できません。）

検索条件を指定後、[案件検索]ボタンをクリックしていませんか？⇒状況にあわせて[案件検索一覧]ま

たは[入札状況一覧]ボタンをクリックしてください。


