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共通-0１．電子入札へのログイン
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長崎県電子入札ホーム
ページを表示します。

【電子入札ログイン】
ボタンを押下します。

【電子入札ログイン】
ボタンを選択します。



共通-0１．電子入札へのログイン
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利用者登録／電子入札シス
テムの選択画面が表示され
ます。

【電子入札システム】を
押下します。

電子入札システム（受注
者用）画面が表示されま
す。

【◎工事・業務】を押下
します。



共通-0１．電子入札へのログイン
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【電子入札システム】を
押下します。

PIN番号の入力画面が表示
されます。
ICカードをリーダに差し
込み、認証局から発行さ
れたPIN番号を入力します。

ICカードとは、電子認証
局から発行される電子認
証書のことで、これによ
り電子的な本人確認が実
現されます。
PIN番号とは、ICカード
購入時に購入先の認証局
から付与される番号で、
担当者名は省略すること
が可能です。

画面上部には電子入札シ
ステムのサーバ現在日時
（日本標準時間に対応）
が表示されます。入札の
締切日時など以降の作業
では、この標準時間を基
準に作業してください。

年月日時分が表示さ
れるまで、操作を行
わないでください。

時刻が表示されない場合は、下記をチェック！！

○ ＩＣカードリーダは正常に動作していますか？
○ ＩＥ設定は行われていますか？

（※『ＩＥ』= Internet Explorer）

認証局から発行され
たPIN番号を入力し
ます。
担当者名は省略可能
です。



共通-0１．電子入札へのログイン
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PIN番号入力後、【OK】
ボタンを押下します。

受注者側電子入札システム
のメインメニューが表示さ
れます。

電子入札システムにログイ
ンしました。

※この画面にて検索項目を
指定しますと、案件を絞っ
て表示することが出来ます。

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。



共通-0１．電子入札へのログイン
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お気に入りへ登録しておくと、次回よりログインが簡単になります。
下記の理由により、必ず電子入札ホームページのトップページを登録してください。
・重要なお知らせが掲載されます。
・電子入札システムが正常に動作しない可能性があります。

簡単にログインする方法について

（１）長崎県電子入札トップページを
表示します。

（２）メニューの【お気に入り】→
【お気に入りに追加】ボタンを押下しま
す。

（３）登録のダイアログが表示さ
れます。【追加】ボタンを押下し
ます。

（参考）お気に入りへの登録方法
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共通-02．設計図書等（入札説明書）
に対する質問
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設計図書等に対する質問は、原則として電子入札システムにて行います。

質問書の様式を電子ファイルとして添付し、提出してください。
添付されていないまま提出操作を行うと、エラーが表示され提出することができません。

回答は、電子入札システムにてご確認いただきます。

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。
配信対象・配信先は下記の通りです。

≪配信対象≫
・一般競争入札 ・・・ 申請／申込書を提出した方
・通常型指名競争入札 ・・・ 質問が行われている案件で指名を受けている方

≪配信先≫
利用者登録時に登録したメールアドレス

【説明要求】ボタンを押下
します。
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PIN番号入力ダイアログが
表示されます。

PIN番号を入力し、
【OK】ボタンを押下しま
す。

調達案件検索画面が表示さ
れます。

検索条件を指定し、
【入札説明書・案件内容】
ボタンを押下します。
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入札説明書・案件内容調達
案件一覧画面が表示されま
す。

質問を登録する案件の「説
明書」欄にある【選択】ボ
タンを押下します。

入札説明書・案件内容質問
および回答一覧画面が表示
されます。

【質問入力】ボタンを押下
します。
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入札説明書・案件内容に対す
る質問内容画面が表示されま
す。

①題名を入力します。

②質問内容は入力不要です。
「質問は…」と初期表示され
ますので、そのままご提出く
ださい。

③所定の様式で作成した質問
書ファイルを選択し、【添付
資料追加】ボタンを押下しま
す。
添付可能なファイル形式は
Word、Excel、PDFです。

上記形式以外のファイルが追
加された場合、下記エラー
メッセージが表示され、添付
できません。
（ZIP形式ファイルを添付し
た場合）

④【入力内容確認】ボタンを
押下します。

①

②

③

④

≪補足説明≫
追加した質問書ファイルを確認する場合は、追加した質問書ファイルを
選択①後、表示ボタン②を押下します。追加した質問書ファイルが表示
されます。
追加した質問書ファイルを削除する場合は、削除ボタン③を押下します。

②

③

①①
②

③
※質問書ファイルの添付がな
い場合、下記エラーメッセー
ジが表示され、先へ進めませ
ん。

※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。
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登録完了のメッセージが表
示されます。

これで、質問の登録操作は
完了です。

【質問／回答一覧】ボタン
を押下します。

前画面で入力した内容が表示
されます。

内容を確認し、【登録】ボタ
ンを押下します。

≪補足説明≫
質問書ファイルを確認する
場合は、質問書ファイルを
選択①後、表示ボタン②を
押下します。質問書ファイ
ルが表示されます。

① ②

入札説明書・案件内容質問
および回答一覧画面が表示
されます。

登録した質問が表示されま
す。

回答日時は、回答が登録された日時が表示されます。
未回答の場合は空欄です。
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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

回答は、電子入札システム上でご確認いただきます。
尚、回答内容については、添付されております回答書にてご確認ください。

回答通知について

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。
配信対象・配信先は下記の通りです。

≪配信対象≫
・一般競争入札 ・・・ 申請／申込書を提出した方
・通常型指名競争入札 ・・・ 質問が行われている案件で指名を受けている方

≪配信先≫
利用者登録時に登録したメールアドレス

貴社より参加しております下記の案件について質問に対する回答が掲載されました。
電子入札システムの「説明要求」にて回答をご確認ください。

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：通常型指名競争入札

掲載日時 ：平成27年02月21日 15時38分

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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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

【説明要求】ボタンを押下
します。

PIN番号入力ダイアログが
表示されます。

PIN番号を入力し、
【OK】ボタンを押下しま
す。
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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

調達案件検索画面が表示さ
れます。

検索条件を指定し、
【入札説明書・案件内容】
ボタンを押下します。

入札説明書・案件内容調達
案件一覧画面が表示されま
す。

回答を確認する案件の「説
明書」欄にある【選択】ボ
タンを押下します。
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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

回答を確認する質問の
「質問／回答」欄にある
【表示】ボタンを押下しま
す。

※質問期限を過ぎた画面で
す。

※他業者が提出した質問に
対する回答も、同様の操作
でご確認いただけます。
ただし、指名競争入札案件
の回答は、その案件で指名
を受けている業者様のみご
確認いただけます。

入札説明書・案件内容に対
する質問内容および回答内
容画面が表示されます。

【添付資料表示】ボタンを
押下します。

回答日時は、回答が登録された日時が表示されます。
未回答の場合は空欄です。

質問期限を過ぎた場合、【質問入力】ボタンが
無効になります。
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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

回答内容

【開く】ボタンを押下します。

添付ファイルが表示されま
す。

内容を確認後、【×】ボタ
ンを押下しファイルを閉じ
ます。

ファイル名を選択し、
【表示・保存】ボタンを
押下します。
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共通-０4．調達案件概要画面の表示

共通-04．調達案件概要画面の表示
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共通-０4．調達案件概要画面の表示

調達案件一覧および入札状況一覧において、案件名称をクリックすると表示されます。
対象の案件の日程などが確認できます。

調達案件概要画面
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共通-０5．操作補助

共通-05．操作補助
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共通-０5．操作補助

操作性の向上として２つの機能を追加します。

（1）ツールチップ機能

（1）ボタン押下時の色の変更機能

マウスをボタンに合わせる
と、ボタンの説明を表示し
ます。

ボタンを押下したことが分
かるように、押下した時に
色が変わります。


