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１ 事前準備（セットアップ）

２ 事前準備（利用者登録）

３ 電子入札システムの操作方法

目次 受注者



１ 事前準備（セットアップ）
１．０ クライアントＰＣ動作環境

１．１ ICカードの取得

１．２ クライアント環境の構築

1．事前準備（セットアップ） 受注者



電子入札システム利用推奨環境(PC)
機種：PC/AT互換機(DOS/V機)であること

画面解像度：1024×768(XGA）以上のカラーモニタ

CPU：Intel PentiumⅢ800MHz相当以上

メモリ：256MB以上

HDD：１ドライブの空きが500MB以上

インターフェイス：ICカードリーダの接続にUSBポート、
又はシリアルポートの空きが1つ必要です。

※詳細はICカード購入先認証局へお問い合わせく
ださい。

1.0 クライアントＰＣ動作環境(1/3) 受注者



電子入札システム利用推奨環境(ソフトウェア)
対応OS：Windows98,Windows98SE,

WindowsNT4.0(SP6a以上),WindowsMe,
Windows2000 Professional,
WindowsXP(Professional,Home Edition)

推奨OS：

Windows2000,WindowsXP(HomeEdition,Professional)
※日本語版のみ。

ブラウザ：Internet Explorer 6
電子入札対応ソフト：ICカード購入先にて提供

Java実行環境：JRE1.3.1_06(通常、電子入札対応ソフト
に含まれています。）

1.0 クライアントＰＣ動作環境(2/3) 受注者



電子入札システム利用推奨環境(接続回線)
インターネットに接続できる回線

アナログ回線、ISDN、ADSL、FTTH、専用線等

推奨：ISDN128K以上

※別途、プロバイダ等との契約が必要です。

以下のプロトコルによる通信が可能であること

・HTTP(Hypertext Transfer Protocol)
・HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Security)
・SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)
・LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)

電子メールが使用できること

電子入札システムでは、電子メールによる通知が行われます。

通知のあて先は、資格審査申請時に登録したアドレスです。

1.0 クライアントＰＣ動作環境(3/3) 受注者



電子入札システムを利用するためにはIC
カード及びICカードリーダが必要です。

詳細については、電子入札コアシステム対
応認証局にお問い合わせください。

※電子入札コアシステム対応認証局については、電子入札コア
システム開発コンソーシアムのホームページ

http://www.cals.jacic.co.jp/coreconso/index.html
の「一般向け情報」を参照してください。

※川崎市等で発行している、自治体独自認証局のICカードは利
用できません。

1.1 ICカードの取得(1/2) 受注者



新潟市電子入札システムに使用するICカー

ドは、競争入札参加者名簿に記載されてい
る「代表者」（本店、本社の代表者）、又は委
任先として届け出ている「受任者」（支店長、
支社長等）の名義である必要があります。

なお、「代表者」名義のICカードで電子入札を

行う場合でも、システムから発行される通知
書のあて先や、メール送信先は、委任先とし
て届けている「受任者」あてとなります。

1.1 ICカードの取得(2/2) 受注者



認証局のセットアップマニュアルに従い、クライアン
ト環境の構築を行う必要があります。

主な作業（認証局により異なる場合があります）

・Java2 Runtime Environment 1.3.1_06のインストール

・ICカードリーダドライバのインストール

・ICカードアクセスアプリケーション、

ICカードマネージャのインストール

・CA証明書（職責認証局証明書）のインストール

・Java.Policy設定ソフトウェアのインストール

※一部の認証局では、LGPKI方式の署名検証処理を
行うためのバージョンアップが必要となる場合があ
ります。詳細は、各認証局にお問い合わせください。

1.2 クライアント環境の構築(1/3) 受注者



Java.Policyの設定
Java.policy設定ツールを使用して、

発注機関 新潟市

URL https://www.nyuusatu.city.niigata.lg.jp/
を追加します。

また、インターネットエクスプローラの信頼済みサイトに、上記

URLを追加します。 (WindowsXP SP2の場合は必須です。)
※参考 Windows XP Service Pack 2をインストールしたPCによる電子入札コ

アシステムの制限事項について

http://www.cals.jacic.or.jp/coresc/Member5/johokoukai05_05.htm

※Java.Policyの設定方法については、認証局のセットアップ手順
書等を参照してください。

1.2 クライアント環境の構築(2/3) 受注者



サーバ証明書、CA証明書のインストール

新潟市電子入札システムのサーバ証明書は、

LGPKI：地方公共団体における組織認証基盤

により発行されています。そのため、

LGPKI Application CA自己署名証明書を、

http://www.lgpki.jp/ 
のホームページにある、[LGPKIにおける自己署名
証明書]からダウンロードし、インストールしてくださ
い。

1.2 クライアント環境の構築(3/3) 受注者



２ 事前準備（利用者登録）
２．１ 利用者登録について

２．２ 利用者登録の方法

２．３ 複数枚のICカードを登録する場合

２．４ ICカードを紛失した場合、期限切れによるICカード切り替え

2．事前準備（利用者登録） 受注者



2.1 利用者登録について
ICカード内の証明書情報と登録業者情報を結びつ
ける作業を行います。

電子入札システムのページへのリンクは、4月以降、
契約課工事契約係のホームページ

http://www.n-jouhou.city.niigata.lg.jp/
に、設けられます。

この利用者登録作業後、初めて電子による 参加
申込、入札書の提出が可能になります。

業者登録申請で、通知方法をメールとして登録して
おく必要があります。

＊利用者登録をしていない場合や、ICカードが失効さ
れている場合には、電子入札システムを利用する
ことはできません。

受注者



2.2 利用者登録の方法（1/5） 受注者

①調達機関「新潟市」を確認

②「選択」をクリック

③「利用者登録」を押下※1

④「利用者登録処理」を押下

※1 画面上部の、日付、時間が表示されない場

合は、セットアップ手順を再確認してくださ
い。

①

②

③

④

別ウインドウ表示



2.2 利用者登録の方法（2/5） 受注者

①

②

①PIN番号を入力

②「OK」ボタンを押下



2.2 利用者登録の方法（3/5） 受注者

①

②

③

④

別ウインドウ表示

①業者番号、ユーザID、パスワードを

入力

②「検索」ボタンを押下

※業者登録後に通知される、ユーザID、

パスワードを使用します。

なお、１７・１８年度継続申請で使用した

ユーザID、パスワードは使用できません。

①

②



2.2 利用者登録の方法（4/5） 受注者

業者番号、ユーザID、パスワードの組み合わ

せが正しい場合は、登録内容確認画面が表

示されますので、確認後、「登録」ボタンを押し

ます。

※業者登録の際、通知方法としてメールを選
択している必要があります。ＦＡＸとなっ
ている場合は「登録」ボタンが押せない
状態で表示されます。

なお、通知方法の変更は、業者登録システム
の変更申請により行うことができます。



2.2 利用者登録の方法（5/5） 受注者

利用者登録画面で表示される内容は、業者
登録時に「委任先」として登録している情報
です。ICカードの名義人が、「本社」代表者
の場合であっても、電子入札システムから発
行される通知書や、電子メールのあて先は、
「委任先」に登録されている情報となります。



2.3 複数枚のICカードを登録する場合

ICカードを複数枚登録する場合は、前述の
操作をICカードを変えて繰り返し行ってくださ
い。

＊ICカード毎に連絡先を変えることはできませ
ん。電子入札システムからの通知メールは
全て、「委任先」に登録済みのメールアドレス
に届きます。

受注者



2.4 ICカードを紛失した場合,
期限切れによるICカード切り替え

ICカードを紛失した場合は、速やかに、購入
先認証局にICカード失効の手続きを行ってく
ださい。

新たに、ICカードを取得した場合は、再度、
利用者登録を行う必要があります。

期限切れによる再発行の場合も、同様に、
再度、利用者登録を行う必要があります。

※ 入札から開札までの間に期限切れとなるIC
カードは使用しないでください。提出した入札
書が無効となります。

受注者



３．電子入札システムの操作方法（受注者）

３．０ 案件検索

３．０．１ 案件の探し方（年間、計画）

３．０．２ 案件の探し方（入札公告）

３．１ 共通の操作

３．１．１ ログイン方法

３．１．２ 案件検索

３．２ 入札までの操作

３．２．１ 参加申請書提出

３．２．２ 確認結果通知確認

３．３ 入札以降の操作

３．３．１ 入札（見積）書提出

３．３．２ 結果通知の確認

3．操作方法 受注者

３．４ 入札・契約結果

３．４．１ 入札・契約結果検索



3.0 案件検索 受注者

電子入札システムで入札業務を行う前に、

入札情報サービスを利用して、参加希望案件の検索
を行います。

入札情報サービスでは、
①年間の発注見通し（４半期毎の工事発注見通し）

②当月、翌月以降の発注計画

③入札公告

等を検索、参照することができます。

なお、入札情報サービスのご利用にあたっては、利用
者登録やICカード等は必要ありません。

契約課工事契約係のホームページ

http://www.n-jouhou.city.niigata.lg.jp/
から、どなたでも参照することができます。



3.0.1 案件の探し方(年間、計画) 受注者

①年間発注見通し（４半期毎の工事発注見通し）（1/2)
契約課工事契約係のホームページの「工事発注見通し」を選ぶと、発注見通
し、発注計画の検索画面が表示されます。

年間の発注見通しを検索する場合は、種別を「年間」として検索します。



3.0.1 案件の探し方(年間、計画) 受注者

①年間発注見通し（４半期毎の工事発注見通し）(2/2)
検索の結果が、一覧表示されます。なお、この結果は「ダウンロード」ボタンを
押すことにより、ＣＳＶ形式のファイルでダウンロードすることができます。



3.0.1 案件の探し方(年間、計画) 受注者

②当月、翌月以降の発注計画（1/2)
同じく、「発注見通し検索」の画面で、種別を「計画」とすると、当月、翌月の発
注計画を検索することができます。



3.0.1 案件の探し方(年間、計画) 受注者

②当月、翌月以降の発注計画（2/2)
検索の結果が、一覧表示されます。なお、この結果は「ダウンロード」ボタンを
押すことにより、ＣＳＶ形式のファイルでダウンロードすることができます。



3.0.2 案件の探し方(入札公告）
受注者

③入札公告の検索（1/4)
契約課工事契約係のホームページの「一般競争入札公告・指名競争入札情
報」を選ぶと、公告・公表済み案件の入札公告・入札情報検索画面が表示さ
れます。

まず、工事 か、 建設コンサルタント か を選択します。



3.0.2 案件の探し方(入札公告） 受注者

③入札公告の検索（2/4)
「入札公告・入札情報検索」画面が表示されます。

参加申請書受付中、入札待ち案件、指名競争入札については、件数部分を
クリックすると、該当の案件のみ一覧表示されます。

検索条件として、「業者番号」

を入力すると、名簿に登載されてい
る参加資格により、参加可能な一
般競争入札案件のみを検索をする
ことができます。



3.0.2 案件の探し方(入札公告） 受注者

③入札公告の検索（3/4)
検索条件に該当する入札公告・入札情報の一覧が表示されます。

「工事(委託)名」列の表示内容をクリックすると、入札公告・入札情報の詳細
画面が表示されますので、入札の概要や、スケジュール、参加資格要件等の
確認を行ってください。



3.0.2 案件の探し方(入札公告） 受注者

③入札公告の検索（4/4)
入札公告・入札情報の詳細画面です。

工事概要、入札参加要件、入札スケ
ジュール、予定価格等の詳細情報を参照
できます。

また、電子化された設計図書等、関係書
類が添付されている場合は、この画面か
らダウンロードできます。



3.1 共通の操作
（調達案件／入札状況一覧まで）

メインメニュー

調達案件検索

調達案件／入札状況一覧

ログイン画面（ＰＩＮ番号入力）

受注者

電子入札システムのページへのリンクは、

4月以降、

契約課工事契約係のホームページ

http://www.n-jouhou.city.niigata.lg.jp/

に、設けられます。



3.1.1 ログイン方法（1/2） 受注者

①調達機関「新潟市」を確認

②「選択」をクリック

③「電子入札システム」を押下※1

④「電子入札システム」を押下

※1 画面上部の、日付、時間が表示されない場

合は、セットアップ手順を再確認してくださ
い。

①

②

③

④

別ウインドウ表示



3.1.1 ログイン方法（2/2）
⑤ICカードをICカードリーダにセット

⑥利用者認証のダイアログが表示されたらアクセスパスワード
（PIN番号）を入力し、「OK」ボタンを押下

「担当者」は入力不要です。「担当者」は入力不要です。

受注者

⑥



3.1.2 検索方法(1/3) 受注者

検索条件を指定し、対象案件の検索を行います。

①検索条件の指定後、「調達案件一覧」ボタンま
たは「入札状況一覧」ボタンを押下。

①検索条件の指定後、「調達案件一覧」ボタンま
たは「入札状況一覧」ボタンを押下。

※「入札情報サービス」をク
リックすると、3.0.2で説明した

入札公告・入札情報の検索
画面を別ウインドウで表示し
ます。



3.1.2 調達案件一覧(2/3)

基本的には、入札（札入れ）以前の処理に使用する一覧です。

主な機能：参加申請書提出、参加申請受付票確認、

確認結果/指名/見積依頼通知確認 等を行います。

受注者



3.1.2 入札状況一覧(3/3)

基本的には、入札（札入れ）以降の処理に使用する一覧です。

主な機能：入札（見積）書提出、辞退届提出、各種通知書確認 等を行います。

受注者



3.2 入札までの操作

参加申請書提出

参加申請書提出内容確認

参加申請書提出完了

（参加申請書提出）

調達案件一覧

メインメニュー

調達案件検索

受注者



3.2.1 参加申請書提出(1/4)

① 「調達案件一覧」画面

を表示

② 参加申請書提出を行う案件

の行を確認

③ 「提出」列の「提出」ボタンを

押下

受注者

③

参加申請書の提出処理を行います。



3.2.1  参加申請書提出(2/4)

④案件情報の確認

工事（委託）番号、案件名 等

⑤ 提出者の登録情報確認

⑥「提出内容確認」ボタンを押下

受注者

⑤

⑥

表示内容の確認を行います。

④



3.2.1  参加申請書提出(3/4)

⑦ 「参加申込書提出内容確

認」画面が表示される

⑧ 内容を確認し「提出」ボタン

を押下

受注者

⑧

提出内容を確認し、提出を行います。



3.2.1  参加申請書提出(4/4)

①JV案件か、単独案件か

②登録工（業）種

③許可区分(一般、特定)

④当該工（業）種の格付け

⑤当該工（業）種の評点

⑥所在区分

⑦指名停止

受注者

⑧

当該案件に対して、以下の資格チェックを自動で行います。

自動チェックの結果、当該案件に参加することができない場合は、参加申請書
を提出することはできません。

案件への
参加要件

名簿搭載
の資格



3.2.2 確認結果通知

新潟市で現在、行われている一般競争入札は、事後審査方式であるため、

参加申込受領時点での資格審査は行われませんので、確認結果通知は

発行されません。

受注者



3.3 入札以降の操作

（入札（見積）書提出、
結果通知確認まで）

メインメニュー

調達案件検索

入札状況一覧

入札（見積）書提出

入札（見積）書提出内容確認

入札（見積）書提出完了

受注者

入札状況通知書一覧

通知書表示



3.3.1 入札（見積）書提出(1/3)

①「入札状況一覧」画面を表示

②入札（見積）書提出を行う案件
の行を確認

③「入札／再入札／見積」列の
「提出」ボタンを押下

受注者

③

入札（見積）書の提出処理を行います。



3.3.1 入札（見積）書提出(2/3) 受注者

⑤

⑥

⑦

④「入札（見積）書提出」画面が

表示される

⑤入札金額を半角数字で入力

⑥電子ファイルでの提出資料

（内訳書等）が必要な場合は添付

資料を追加

⑦「提出内容確認」ボタンを押下



3.3.1 入札（見積）書提出(3/3)

⑧「入札（見積）書提出内容
確認」画面が表示される

⑨金額が間違っていないこと
を確認する。間違ってい
た場合には画面下部の
「戻る」ボタンで提出画面
に戻る

⑩確認後「入札書提出」ボタ
ンを押すと、入札書が提
出される

受注者

⑩

提出内容を確認し、提出を行います。



入札（見積）書受付票

辞退届受付票

再入札（見積）通知書

中止通知書

入札（見積）締切通知書

ログイン

調達案件検索

入札状況一覧

受付票／通知書一覧

入札日時変更通知書

取止め通知書

落札者（候補者）決定通知書

3.3.2 結果通知の確認(1/4) 受注者



3.3.2 結果通知の確認(2/4) 受注者

③

①「入札状況一覧」画面を表示

②結果通知の確認を行う案件
の行を確認

③「受付票／通知書一覧」列の
「表示」ボタンを押下



3.3.2 結果通知の確認(3/4) 受注者

④「通知書表示」列の「表示」
ボタンを押下

発注者から発行された帳票の一覧が表示されます。

④



3.3.2 結果通知の確認(4/4) 受注者

発注者から発行された入札（見積）結果通知書を表示し確認します。

⑤通知書を確認



3.4 入札・契約結果 受注者

入札結果、契約結果については、入札情報
サービスでどなたでも、参照することができ
ます。

公表の内容は、

①開札結果・・・落札候補者決定

②入札結果・・・資格審査を行い、落札者が決定

③契約結果・・・契約締結

となります。指名競争入札の入札・契約結果
では、指名理由の公表も行われます。

入り口は、契約課工事契約係ホームページ
http://www.n-jouhou.city.niigata.lg.jp/

に設けられます。



3.4.1 入札・契約結果(1/3) 受注者

契約課工事契約係のホームページから、「入札・契約結果」を選ぶと、入札・
契約結果検索画面が表示されます。

近の落札分については、画面下にある、リンク（４週間分）をクリックするこ
とにより、該当案件の結果を一覧表示することができます。



3.4.1 入札・契約結果(2/3) 受注者

「工事（委託）名」の列に表示されているリンクをクリックすると、結果詳細を
別ウインドウに表示します。



3.4.1 入札・契約結果(3/3) 受注者

入札・契約結果詳細画面では、入札金額、結果等、落札業者決定までの経
緯を参照できます。決定にあたって電子くじが行われた場合は、その結果も
参照することができます。



入札情報サービス その他の公表内容 受注者

入札情報サービスでは、この他に

競争入札参加者名簿、指名停止関係、各種様式や、お知ら
せ、操作マニュアル等の公表を行います。



操作マニュアルについては、後日、新潟市の
ホームページよりダウンロード可能となります。
そのほか、電子入札システムに関するお知ら
せも、随時、公開しますので、

契約課工事契約係のホームページ

http://www.n-jouhou.city.niigata.lg.jp/

から参照してください。

受注者



受注者新潟市電子入札システムヘルプデスク

電子入札システム、業者登録システム、

入札情報システムの操作に関する、お問い
合わせ、トラブル等は、

新潟市電子入札システムヘルプデスク

電話 025-226-7011
受付時間 平日9:00～12:00、13:00～17:00

で、受け付けております。



END

新潟市電子入札システム
業者説明会資料


