
第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-16 

 

3.1.3. 入札締切通知書入札締切通知書入札締切通知書入札締切通知書のののの受理受理受理受理 

 

ログインログインログインログイン    
電子入札システムにログインします 

入札案件検索入札案件検索入札案件検索入札案件検索    
入札案件を検索します 

入札締切通知書表示入札締切通知書表示入札締切通知書表示入札締切通知書表示    
入札締切通知書を表示します 

入札状況一覧入札状況一覧入札状況一覧入札状況一覧    
入札状況一覧画面を表示します 



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-17 

 

入札締切通知書の受理 

 

 

 

 

 

 

入札状況を表示する一覧画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

「受付票／通知書一覧」欄の表示ボタン①表示ボタン①表示ボタン①表示ボタン①を押下します。 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 締切通知表示 締切通知印刷 

①①①①    

通知書一覧 



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-18 

 

入札締切通知書の受理 

 

 

 

 

 

受信した通知書の一覧を表示する画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

「通知書表示」欄の表示ボタン②表示ボタン②表示ボタン②表示ボタン②を押下します。 

 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 締切通知表示 締切通知印刷 

②②②②    

通知書一覧 



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-19 

 

入札締切通知書の受理 

 

 

 

 

 

入札締切通知書を閲覧するための画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

戻るボタン③戻るボタン③戻るボタン③戻るボタン③を押下することにより、入札状況通知書一覧画面に戻ります。 

 

・通知書を保存しておく場合は、保存ボタン保存ボタン保存ボタン保存ボタン④④④④を押下すると、XMLファイル形式でダウンロードできます。 

・印刷する場合は、印刷ボタン⑤印刷ボタン⑤印刷ボタン⑤印刷ボタン⑤を押下します。（次ページ参照） 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 締切通知表示 締切通知印刷 通知書一覧 

③③③③    ⑤⑤⑤⑤    ④④④④    



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-20 

 

入札締切通知書の受理 

 

 

 

 

 

入札締切通知書を印刷するための画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

ブラウザの印刷機能⑥ブラウザの印刷機能⑥ブラウザの印刷機能⑥ブラウザの印刷機能⑥にてにてにてにて、入札締切通知書を印刷します。 

 

印刷終了後、右上の「××××」ボタンで画面を閉じて、入札締切通知書画面に戻って下さい。 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

⑥⑥⑥⑥    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 締切通知表示 締切通知印刷 通知書一覧 



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-21 

 

3.1.4. 再入札通知書再入札通知書再入札通知書再入札通知書のののの受理受理受理受理 

 

ログインログインログインログイン    
電子入札システムにログインします 

入札案件検索入札案件検索入札案件検索入札案件検索    
入札案件を検索します 

再入札通知書表示再入札通知書表示再入札通知書表示再入札通知書表示    
再入札通知書を表示します 

入札状況一覧入札状況一覧入札状況一覧入札状況一覧    
入札状況一覧画面を表示します 



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-22 

 

再入札通知書の受理 

 

 

 

 

 

入札状況を表示する一覧画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

「受付票／通知書一覧」欄の表示ボタン①表示ボタン①表示ボタン①表示ボタン①を押下します。 

 

 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札通知表示 再入札通知印刷 

①①①①    

通知書一覧 



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-23 

 

再入札通知書の受理 

 

 

 

 

 

受信した通知書の一覧を表示する画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

「通知書表示」欄の表示ボタン②表示ボタン②表示ボタン②表示ボタン②を押下します。 

 

 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札通知表示 再入札通知印刷 

②②②②    

通知書一覧 



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-24 

 

再入札通知書の受理 

 

 

 

 

 

発注者から発行される再入札通知書を閲覧するための画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

戻るボタン③戻るボタン③戻るボタン③戻るボタン③を押下することにより、入札状況通知書一覧画面に戻ります。 

 

・通知書を保存しておく場合は、保存ボタン保存ボタン保存ボタン保存ボタン④④④④を押下すると、XMLファイル形式でダウンロードできます。 

・印刷する場合は、印刷ボタン⑤印刷ボタン⑤印刷ボタン⑤印刷ボタン⑤を押下します。（次ページ参照） 

 

【補足説明】 

・署名検証ボタン⑥・署名検証ボタン⑥・署名検証ボタン⑥・署名検証ボタン⑥を押下することにより、署名検証成否のポップアップが表示されます。 

発注者が、通知書発行を行う際に使用した ICカードによる署名の検証結果を参照することができます。 

 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 

⑥⑥⑥⑥    

再入札通知表示 再入札通知印刷 通知書一覧 

③③③③    ⑤⑤⑤⑤    ④④④④    



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-25 

 

再入札通知書の受理 

 

 

 

 

 

再入札通知書を印刷するための画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

ブラウザの印刷機能ブラウザの印刷機能ブラウザの印刷機能ブラウザの印刷機能⑦⑦⑦⑦にて、再入札通知書を印刷します。 

 

印刷終了後、右上の「××××」ボタンで画面を閉じて、再入札通知書画面に戻って下さい。 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

⑦⑦⑦⑦    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札通知表示 再入札通知印刷 通知書一覧 



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-26 

 

3.1.5. 再入札書再入札書再入札書再入札書のののの提出提出提出提出 

 

 

ログインログインログインログイン    
電子入札システムにログインします 

入札案件検索入札案件検索入札案件検索入札案件検索    
入札案件を検索します 

再入札書提出再入札書提出再入札書提出再入札書提出    
再入札書を提出します 

入札状況一覧入札状況一覧入札状況一覧入札状況一覧    
入札状況一覧画面を表示します 



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-27 

 

再入札書の提出 

 

 

 

 

 

 

入札書（再入札書）提出可能な案件を表示する一覧画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

「入札／再入札／見積」欄の入札書提出ボタン①入札書提出ボタン①入札書提出ボタン①入札書提出ボタン①を押下します。 

 

【補足説明】 

辞退届を提出する場合は、辞退届カラムの提出ボタンを押下します。 

 

再入札通知書に記載されている提出期限を過ぎると、入札書提出ボタンは表示されなくなります。再入札通知書に記載されている提出期限を過ぎると、入札書提出ボタンは表示されなくなります。再入札通知書に記載されている提出期限を過ぎると、入札書提出ボタンは表示されなくなります。再入札通知書に記載されている提出期限を過ぎると、入札書提出ボタンは表示されなくなります。    

時間に余裕を持って、操作をお願いします。時間に余裕を持って、操作をお願いします。時間に余裕を持って、操作をお願いします。時間に余裕を持って、操作をお願いします。    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出 

①①①①    



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-28 

 

再入札書の提出 

 

 

 

 

 

【再入札書提出画面】 

再入札書を提出するために、必要な情報を入力する画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

必要な情報を入力もしくは確認後、提出内容確認ボタン②提出内容確認ボタン②提出内容確認ボタン②提出内容確認ボタン②を押下します。 

 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出 

②②②②    



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-29 

 

再入札書の提出 

 

 

 

 

 

【再入札書確認画面】 

再入札書の提出内容を確認後、提出するための画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

印刷ボタン③印刷ボタン③印刷ボタン③印刷ボタン③を押下することにより、新規ウィンドウにて再入札書印刷画面を表示します。 

 

 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出 

③③③③    



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-30 

 

再入札書の提出 

 

 

 

 

 

再入札書の印刷画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

ブラウザの印刷機能④ブラウザの印刷機能④ブラウザの印刷機能④ブラウザの印刷機能④にて、再入札書を印刷します。    

 

印刷終了後、右上の「××××」ボタンで画面を閉じて、再入札書画面に戻って下さい。 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出 

④④④④    



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-31 

 

再入札書の提出 

 

 

 

 

 

【再入札書提出画面】 

再入札書の提出内容を確認後、提出するための画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

提出内容を確認後、再入札書提出ボタン⑤再入札書提出ボタン⑤再入札書提出ボタン⑤再入札書提出ボタン⑤を押下します。 

 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出 

⑤⑤⑤⑤    



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-32 

 

再入札書の提出 

 

 

 

 

 

【再入札書提出画面】 

再入札書の提出内容を確認後、提出するための画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

再入札書を提出して良ければ、ダイアログの OKOKOKOKボタン⑥ボタン⑥ボタン⑥ボタン⑥を押下します。 

 

電子入札システムは時間によって管理されています。締切時間ぎりぎりに送信された場合、通信の状況等により通信中電子入札システムは時間によって管理されています。締切時間ぎりぎりに送信された場合、通信の状況等により通信中電子入札システムは時間によって管理されています。締切時間ぎりぎりに送信された場合、通信の状況等により通信中電子入札システムは時間によって管理されています。締切時間ぎりぎりに送信された場合、通信の状況等により通信中のののの

ものであっても時間になれば自動的に締切られます。ものであっても時間になれば自動的に締切られます。ものであっても時間になれば自動的に締切られます。ものであっても時間になれば自動的に締切られます。    

余裕を持って提出して頂くようお願い余裕を持って提出して頂くようお願い余裕を持って提出して頂くようお願い余裕を持って提出して頂くようお願いします。します。します。します。    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 

⑥⑥⑥⑥    

再入札書提出 



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-33 

 

再入札書の提出 

 

 

 

 

 

【再入札書受信確認通知画面】 

再入札書の提出内容を確認後、提出するための画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

印刷ボタン⑦印刷ボタン⑦印刷ボタン⑦印刷ボタン⑦を押下することにより、新規ウィンドウにて再入札書受信確認通知印刷画面を表示します。 

 

・再入札書を保存しておく場合は、再入札書再入札書再入札書再入札書保存ボタン保存ボタン保存ボタン保存ボタン⑧⑧⑧⑧を押下すると、XMLファイル形式でダウンロードできます。 

 

【補足説明】 

「再入札書受信確認通知」画面は、後で印刷することはできないため、必ず表示された時点で印刷してください。 

 

印刷ボタンを押下すると、入札状況一覧ボタンを押下できるようになります。 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

⑦⑦⑦⑦    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出 受信確認通知 

⑧⑧⑧⑧    



第 3章 入札業務操作説明（入札書提出以降） 

新潟市電子入札システム 

操作マニュアル－受注者編－ 

3.1-34 

 

再入札書の提出 

 

 

 

 

 

【再入札書受信確認通知印刷画面】 

再入札書の提出内容を確認後、提出するための画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

ブラウザの印刷機能⑨ブラウザの印刷機能⑨ブラウザの印刷機能⑨ブラウザの印刷機能⑨にて、再入札書受信確認通知を印刷します。    

    

印刷終了後、右上の「××××」ボタンで画面を閉じて、再入札書受信確認通知画面に戻って下さい。 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

⑨⑨⑨⑨    

入札書提出 締切通知受理 再入札 決定通知受理 受付票受理 

ログイン 入札案件検索 入札状況一覧 再入札書提出 受信確認通知 


