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事前-０１．競争参加資格確認
申請書の提出
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ログイン後の画面です。

検索条件を設定後、
【調達案件一覧】ボタン
を押下します。

（１） 競争参加資格確認申請書の提出

競争参加資格確認申請書を
提出可能な案件（申請書受
付開始日時を迎えた案件）
は、「競争参加資格確認申
請/参加表明書/技術資料」
欄の「提出」欄に【提出】
ボタンが表示されます。

設計図書を取得する際は、
「設計図書」欄にある
【表示】ボタンを押下しま
す。
※設計図書等の取得画面
（設計図書交付システム）
へ移ります。

案件の概要は、案件名称を
押下し表示される調達案件
概要画面にてご確認くださ
い。
案件の日程等をご確認いた
だけます。

案件名称を押下すると、案件情報の
詳細を確認することができます。

「設計図書」欄の【表示】ボタン
を押下すると、設計図書取得画面
へ移ります。

調達案件一覧画面が表示さ
れます。

中止または取止めた案件を
検索するには案件状態の項
目のプルダウンから「中止
取止めた案件」を選択し検
索を行ってください。

発注者が案件に対してアナ
ウンスを登録した日時を表
示します。押下すると内容
を確認できます。
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≪参考≫

「設計図書」欄にある
【表示】ボタン押下後に表
示される、
設計図書交付システムの画
面です。

設計図書の入手については、
電子入札ホームページ
操作説明書6-1.
“長崎県建設工事設計図書
等交付システム操作マニュ
アル”をご参照ください。

競争参加資格確認申請書を
提出するため、「競争参加
資格確認申請/参加表明書/
技術資料」の「提出」欄に
ある【提出】ボタンを押下
します。

参加を検討されている案件
について、質問回答が掲載
されている場合があります
ので確認をお願いします。
確認方法はマニュアル「共
通-03 設計図書等（入札
説明書）に対する質問の回
答の確認」をご参照くださ
い。なお、参加申請／申込
後は、発注機関より回答が
登録されると、回答があっ
た旨のお知らせメールが配
信されます。
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連絡先情報は電話番号、
E-Mailのみ変更可能です。
ただし、変更後の情報は
その案件に限り有効です。

1-4

表示されている内容を確認
します。

【参照】ボタンで添付する
ファイルを選択し、
【添付資料追加】ボタンを
押下します。

電子入札システムで添付で
きるファイル形式はWord、
Excel、PDFです。
上記ファイル以外を添付し
ようとするとエラーとなり
添付できませんのでご注意
ください。（図１参照）

単体の場合

≪補足説明≫
追加した添付資料を確認する場合は、追加した添付資料を選択①後、
表示ボタン②を押下します。追加した添付資料が表示されます。
追加した添付資料を削除する場合は、削除ボタン③を押下します。

補足説明

②

③

①

図1

３
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JVによる参加の場合、代表
構成員のICカードにて申請
書を提出してください。
その他構成員については業
者番号とそれぞれの出資比
率を入力してください。

添付資料の追加は単体時と
同様です。
電子入札システムで添付で
きるファイル形式はWord、
Excel、PDFです。
上記ファイル以外を添付し
ようとするとエラーとなり
添付できませんのでご注意
ください。（図１参照）

ＪＶの場合

企業体名称を入力します。

《その他構成員の登録》
①【業者番号】を入力

都道府県番号（２桁）
＋

建設業許可番号（６桁）
例1）長崎県知事許可で番号が1

42000001
例2）大臣許可で番号が2

00000002

②【受任者参照】ボタンを押下

③ 該当する営業所を選択

① ② ③

その他構成員を選ぶ際には
「特定建設工事共同企業体協定
書」を締結した受注者を選択し
てください。
(受任営業所と締結した場合は、
受任営業所を選択します。)

≪委任状の提出について≫
その他構成員は、競争参加資格
確認申請書提出期間内に委任状
の提出が必要となります。
マニュアル「1-1-1 委任状の
提出」をご確認ください。

≪補足説明≫
追加した添付資料を確認する場合は、追加した添付資料を選択①後、
表示ボタン②を押下します。追加した添付資料が表示されます。
追加した添付資料を削除する場合は、削除ボタン③を押下します。

補足説明

図1

②

③

①

それぞれの出資比率
を入力します。
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連絡先情報の変更について
競争参加資格確認申請書の
提出時に変更した内容は、
その案件でのみ有効です。
例えば、連絡先E-Mailアド
レスが修正された場合、そ
れ以降の処理で発行される
通知は変更したアドレスに
送付されますが、他の案件
は、登録（利用者登録）さ
れている元の連絡先に通知
されてきます。

添付資料欄に選択したファ
イルが表示されたことを確
認し、表示内容に問題がな
ければ、【提出内容確認】
ボタンを押下します。

≪補足説明≫
添付資料を確認する場合は、添付資料を選択①後、
表示ボタン②を押下します。
追加した添付資料を削除する場合は、削除ボタン③を押下します。

※提出するファイルは、パ
ソコン本体(デスクトップ
等)に保存したものを添付
してください。

補足説明

図1

②

③

①

電子入札システムで添付できるファイル形式はWord、Excel、PDFです。
上記ファイル以外を添付しようとした場合、エラーとなり添付することができませんので
ご注意ください。（図１参照）
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競争参加資格確認申請書
が表示されますので、
［▼］ボタンで画面をス
クロールし、全ての内容
を確認後、【提出】ボタ
ンを押下します。

内容に間違いがあった場
合、【戻る】ボタンを押
下で「競争参加資格確認
申請書」作成画面に戻り、
内容の修正が可能になり
ます。

≪補足説明≫
添付資料を確認する場合は、添付資料を選択①後、表示ボタン②を
押下します。添付資料が表示されます。

① ②

補足説明

図1

電子入札システムで添付できるファイル形式はWord、Excel、PDFです。
上記ファイル以外を添付しようとした場合、エラーとなり添付することができませんので
ご注意ください。（図１参照）
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発注者から受信確認通知
が送信されてきますので、
【印刷】ボタンを押下し
ます。

【印刷】アイコンを押下
します。

その後【×】ボタンを押
下し、画面を閉じます。

この受信確認通知は、競争
参加資格確認申請書の送信
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
くようにしましょう。
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提出が終了すると、
【提出】ボタンは
【表示】ボタンに変わり
ます。

これで競争参加資格確認
申請書の提出手続きは完
了です。

【調達案件一覧】ボタンを
押下します。
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電子入札システムへログイ
ン後、必要な条件を設定し、
入札前の案件を検索する場
合は【調達案件一覧】ボタ
ンを押下します。

（２） 競争参加資格確認申請書受付票の受理

競争参加資格確認申請書受付票が発行されると、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。
※複数営業所を登録(委任)している場合、メール内に参加している営業所名称の記載をしておりませんので、
案件に参加している本社／営業所のICカードでのログインをお願い致します。

「競争参加資格確認申請書受付票」が到着したのでお知らせ致します。
電子入札システムにて「競争参加資格確認申請書受付票」を確認してください。

調達案件名称：県道２６号道路改良工事
調達機関名称：長崎県
部局名 ：土木部（本庁）
事務所名 ：建設企画課
入札方式名称：一般競争入札（事前審査型）

本メールについて身に覚えが無い場合は、下記にご連絡をお願いします。
******************************************************************
長崎県電子入札システム
ヘルプデスク ：0570-099-037
E-mail       ：support@t-elbs.jp
URL ：https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~e-nyusatu/
*****************************************************************

中止または取止めた案件を
検索するには案件状態の項
目のプルダウンから「中止
取止めた案件」を選択し検
索を行ってください。
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競争参加資格確認申請書
受付票が表示されます。

申請書が受付けられた事
を確認します。

これで競争参加資格確認
申請書受付票の確認は完
了です。

受付票を確認する案件の
「競争参加資格確認申請
/参加表明書/技術資料」
の「受付票」欄にある
【表示】ボタンを押下し
ます。

発注者から受付票が発行さ
れた案件には、「競争参加
資格確認申請/参加表明書/
技術資料」の「受付票」欄
に【表示】ボタンが表示さ
れます。
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電子入札システムへログ
イン後、必要な条件を
設定し、入札前の案件を
検索する場合は
【調達案件一覧】ボタン
を押下します。

（３）競争参加資格確認通知書の受理

競争参加資格確認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。
※複数営業所を登録(委任)している場合、メール内に参加している営業所名称の記載をしておりませんので、
案件に参加している本社／営業所のICカードでのログインをお願い致します。

「競争参加資格確認通知書」が到着したのでお知らせ致します。
電子入札システムにて「競争参加資格確認通知書」を確認してください。

調達案件名称：県道２６号道路改良工事
調達機関名称：長崎県
部局名 ：土木部（本庁）
事務所名 ：建設企画課
入札方式名称：一般競争入札（事前審査型）

本メールについて身に覚えが無い場合は、下記にご連絡をお願いします。
******************************************************************
長崎県電子入札システム
ヘルプデスク ：0570-099-037
E-mail       ：support@t-elbs.jp
URL ：https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~e-nyusatu/
*****************************************************************

中止または取止めた案件を
検索するには案件状態の項
目のプルダウンから「中止
取止めた案件」を選択し検
索を行ってください。
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確認する案件の「競争参加
資格確認申請/参加表明書/
技術資料」の「通知書」欄
にある【表示】ボタンを押
下します。

発注者から入札開始日時
等のお知らせが発行され
た案件には、「競争参加
資格確認申請/参加表明書
/技術資料」の「通知書」
欄に【表示】ボタンが表
示されます。

競争参加資格確認通知書
が表示されます。

競争参加資格の有無や入
札書提出締切日などを確
認します。

これで競争参加資格確認
通知書の受理は完了です。
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1-1-1

事前-０１-１．委任状の提出
（その他構成員操作）
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ログイン後の画面です。

検索条件を設定後、
【JV案件一覧】ボタンを
押下します。

委任状の提出方法

JVでの入札案件に参加する際、代表構成員以外の構成員は委任状の提出が必要です。
代表構成員が入札参加確認申請書を提出したことを確認し、操作してください。

JV案件一覧画面が表示
されます。

代表構成員が提出した競
争参加資格確認申請書を
参照する場合は「競争参
加資格確認申請書／申込
書」欄の【表示】ボタン
を押下します。

また、委任状を提出する
場合は「委任状」欄の
【提出】ボタンを押下し
ます。



事前-０１-1 ．委任状の提出

1-1-3

委任状画面が表示されます。

内容確認後、
【提出内容確認】ボタンを
押下します。

内容確認後、委任状を提出
する場合は【提出】ボタン
を押下してください。

印刷する場合は【印刷】ボ
タンを押下し、
印刷後【提出】ボタンを押
下します。
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委任状の提出が完了すると、
JV案件一覧画面の「委任
状」欄にあった【提出】ボ
タンが【表示】に変わりま
す。

提出した委任状を参照する
場合は「委任状」欄の
【表示】ボタンを押下しま
す。

委任状受信確認通知画面が
表示されます。

必ず【印刷】ボタンを押下
し、印刷を行ってください。

※後に委任状を提出した証
明になりますので、大切に
保管ください。
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委任状を紙で提出する場合
は、発注機関へご連絡くだ
さい。

発注機関で受付処理が完了
すると、JV案件一覧画面の
「摘要」欄に「紙提出」と
表示されます。

委任状を紙で提出する場合

委任状画面が表示されます。
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事前-０１-２．委任状の確認
（代表構成員操作）
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ログイン後の画面です。

検索条件を設定後、
【調達案件一覧】ボタ
ンを押下します。

委任状の確認方法
その他構成員が提出した委任状を確認することができます。

調達案件一覧画面が表
示されます。

「競争参加資格確認申
請書／参加表明書／技
術資料」欄の「提出」
欄にある【表示】ボタ
ンを押下します。

中止または取止めた案件を
検索するには案件状態の項
目のプルダウンから「中止
取止めた案件」を選択し検
索を行ってください。
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競争参加資格確認申請
書画面が表示されます。

画面を下にスクロール
し、【委任状一覧】ボ
タンを押下します。

委任状一覧画面が表示さ
れます。

「委任状」欄の【表示】
ボタンを押下します。



事前-０１-2 ．委任状の確認

1-2-4

委任状が表示され
ます。

以上で、委任状の確
認操作は完了です。



事前-０２．入札書の提出
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事前-０２．入札書の提出



事前-０２．入札書の提出

2-2

電子入札システムへログ
イン後、必要な条件を設
定し、入札書提出以降の
案件を検索する場合は
【入札状況一覧】ボタン
を押下します。

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。参加資格「有」の通
知書が届いても、入札受
付時間になるまで【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【入札書提出】ボ
タンを押下します。

（１） 入札書の提出



事前-０２．入札書の提出

2-3

① ②

③

≪補足説明≫
追加した内訳書を確認する場合は、追加した内訳書を選択①後、
表示ボタン②を押下します。追加した内訳書が表示されます。
追加した内訳書を削除する場合は、削除ボタン③を押下します。

左側で入力した金額が
表示されます

①
②

③

入札書の作成画面が表示されま
す。

入札金額を入力します。

【参照】ボタン①で添付する
ファイルを選択し、【内訳書追
加】ボタン②を押下します。

※提出するファイルは、パソコ
ン本体(デスクトップ等)に保存
したものを添付してください。

内容を確認後、【提出内容確
認】ボタン③を押下します。

≪補足説明≫
追加した内訳書を差し替え
る場合は、追加した内訳書
を削除し、【内訳書追加】
ボタンを押下します。
削除せずに【内訳書追加】
ボタンを押下すると、下記
の警告メッセージが表示さ
れます。

補足説明

電子入札システムで添付できるファイル形式はWord、Excel、PDFです。
上記形式以外のファイルを添付しようとした場合、エラーとなり添付することができませんので
ご注意ください。（下図参照）



事前-０２．入札書の提出

2-4

入力した内容を確認後、
【入札書提出】ボタンを押
下します。

※本画面では必ず【印刷】
ボタンで印刷を行った後、
【入札書提出】を行ってく
ださい。

【戻る】ボタンを押下で
「入札書作成」画面に戻
り、内容の修正が可能で
す。

入札書の提出は１度しか
できませんので、入札金
額などを十分に確認し提
出してください。

入札書提出確認ダイアログ
が表示されます。

【OK】ボタンを押下しま
す。



事前-０２．入札書の提出

2-5

発注者から受信確認通知
が送信されてきますので、
【印刷】ボタンを押下し
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く
ださい。

【印刷】アイコンで印刷後、
【×】ボタンで画面を閉じ
ます。



事前-０２．入札書の提出
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【入札状況一覧】ボタンを
押下します。

入札書を提出すると、一覧
に【入札書提出】ボタンは
表示されません。

これで入札書の提出手続き
は完了です。



事前-０２．入札書の提出
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電子入札システムへログ
イン後、必要な条件を設
定し、【入札状況一覧】
ボタンを押下します。

（２） 入札書受付票の受理

入札書受付票が発行されると、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。
※複数営業所を登録(委任)している場合、メール内に参加している営業所名称の記載をしておりませんので、
案件に参加している本社／営業所のICカードでのログインをお願い致します。

「入札書受付票」が到着したのでお知らせ致します。
電子入札システムにて「入札書受付票」を確認してください。

調達案件名称：県道２６号道路改良工事
調達機関名称：長崎県
部局名 ：土木部（本庁）
事務所名 ：建設企画課
入札方式名称：一般競争入札（事前審査型）

本メールについて身に覚えが無い場合は、下記にご連絡をお願いします。
******************************************************************
長崎県電子入札システム
ヘルプデスク ：0570-099-037
E-mail       ：support@t-elbs.jp
URL ：https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~e-nyusatu/
*****************************************************************



事前-０２．入札書の提出
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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
ンを押下します。

※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。

必ずご確認下さい。

発注機関が発行した通知
書を参照していない案件
には、「通知書確認」欄
に「未参照」と表示され
ます。

入札状況通知書一覧画面が
表示されますので、「入札
受付票」の「通知書表示」
欄にある【表示】ボタンを
押下します。



事前-０２．入札書の提出
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入札書受付票が表示されま
す。

入札書が受付けられた事を
確認します。

これで入札書受付票の確認
は終了です。



事前-０２．入札書の提出
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開札時に最低価格の入札者が複数の場合、以下の方法で上位者を決定します。

① 最低価格（同価）の入札者について、入札書の提出日時により順位を付ける。

② 次の計算式により 「余り 」 を求める。

最低価格（同価）の入札者のくじ番号（※）の合計

最低価格（同価）の入札者数

＝○○○ 余り△

③ 余り△に “１” を加算した数が、①の提出順位と同じである最低価格入札者が上位者となる。

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社

入札額 9,000万円 9,000万円 9,000万円 9,500万円 9,800万円

入札書提出日時
10/ 3 

11:23

10/ 9 

10:09

10/ 7 

15:24

10/ 1 

15:04

10/ 6 

13:56

くじ番号（※） 662 445 568 112 321

入札書提出順位 １ ３ ２ － －

上位者

くじ番号（※）

「提出内容確認」ボタンを押した時間の電子入札システム時刻のミリ秒（３桁）を全て
の入札書提出業者について“くじ番号”として採番します。

６６２ + ４４５ + ５６８

３
＝５５８ 余り １

余り + １ = １ + １ = ２ 入札書提出順位が２位の業者が上位者となる。

（備考）くじについて



事前-０３．入札締切通知書の受理
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事前-０３．入札締切通知書の受理



事前-０３．入札締切通知書の受理

3-2

電子入札システムへログイ
ン後、必要な条件を設定し、
【入札状況一覧】ボタンを
押下します。

入札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。
※複数営業所を登録(委任)している場合、メール内に参加している営業所名称の記載をしておりませんので、
案件に参加している本社／営業所のICカードでのログインをお願い致します。

「入札締切通知書」が到着したのでお知らせ致します。
電子入札システムにて「入札締切通知書」を確認してください。

調達案件名称：県道２６号道路改良工事
調達機関名称：長崎県
部局名 ：土木部（本庁）
事務所名 ：建設企画課
入札方式名称：一般競争入札（事前審査型）

本メールについて身に覚えが無い場合は、下記にご連絡をお願いします。
******************************************************************
長崎県電子入札システム
ヘルプデスク ：0570-099-037
E-mail       ：support@t-elbs.jp
URL ：https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~e-nyusatu/
******************************************************************



事前-０３．入札締切通知書の受理

3-3

発注機関が発行した通知
書を参照していない案件
は、「通知書確認」欄に
「未参照」と表示されま
す。

入札状況通知書一覧画面
が表示されます。

「入札締切通知書」の
「通知書表示」欄にある
【表示】ボタンを押下し
ます。

入札締切通知書を確認する
案件の「受付票/通知書一
覧」欄にある【表示】ボタ
ンを押下します。



事前-０３．入札締切通知書の受理

3-4

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。

これで入札締切通知書の確
認手続きは完了です。
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事前-０４．総合評価方式に伴う保留通知書の受理

事前-０４．総合評価方式に伴う
保留通知書の受理
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事前-０４．総合評価方式に伴う保留通知書の受理

総合評価方式に伴う保留
通知書が発行された案件
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。

総合評価方式に伴う保留
通知書を確認する案件の
「受付票/通知書一覧」に
ある【表示】ボタンを押
下します。

総合評価方式に伴う保留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。
※複数営業所を登録(委任)している場合、メール内に参加している営業所名称の記載をしておりませんので、
案件に参加している本社／営業所のICカードでのログインをお願い致します。

「総合評価方式に伴う保留通知書」が到着したのでお知らせ致します。
電子入札システムにて「総合評価方式に伴う保留通知書」を確認してください。

調達案件名称：県道２６号道路改良工事
調達機関名称：長崎県
部局名 ：土木部（本庁）
事務所名 ：建設企画課
入札方式名称：一般競争入札（事前審査型）

本メールについて身に覚えが無い場合は、下記にご連絡をお願いします。
******************************************************************
長崎県電子入札システム
ヘルプデスク ：0570-099-037
E-mail       ：support@t-elbs.jp
URL ：https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~e-nyusatu/
******************************************************************
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事前-０４．総合評価方式に伴う保留通知書の受理

総合評価方式に伴う保留通
知書が表示されます。

これで総合評価方式に伴う
保留通知書の確認は終了で
す。

順位一覧を確認する場合は
【順位一覧】ボタンを押下
します。

入札状況通知書一覧画面が
表示されます。

「総合評価方式に伴う保留
通知書」の「通知書表示」
欄にある【表示】ボタンを
押下します。
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事前-０４．総合評価方式に伴う保留通知書の受理

順位一覧が表示されます。

※無効・取消・超過・不適
格・類似落札済の場合は表
示されません。
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事前-０４．総合評価方式に伴う保留通知書の受理

① 【無効】の場合

（備考）無効・取消となった場合の画面サンプル

② 【取消】の場合


