
利用者登録について

登録 変更 ICカード更新

① 電子入札新規参入者

利用者登録メニュー画面には３つのボタンがあります。
それぞれの使い分けについて説明します。

② 電子認証（ICカード）の商
号及びICカード名義人が
変更となった場合

③ 旧ICカードの有効期限が
切れている場合

① 連絡先電話番号
を変更する場合

① 現在使用中のICカード
が有効期限内で新IC
カードに更新する場合

② 電子メールアドレ
スを変更する場合
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利用者登録-02．利用者登録

令和２年９月
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利用者登録-02．利用者登録

利用者登録について
電子入札システムを利用するためには、利用者登録を行う必要があります。

利用者登録は、長崎県建設工事競争入札参加資格名簿（格付表）、又は長崎県調査・設計・測量業務等
入札参加資格名簿（資格者名簿）とICカードを関連付けるものです。

なお、ICカードの名義人は、格付表又は資格者名簿に登載された代表者又は、受任者でなければなりま
せんので、ICカードを購入される際にはご注意ください。
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利用者登録-02．利用者登録

長崎県電子入札ホームページ
を開きます。

【電子入札 ログイン】
ボタンを選択します。

【電子入札 ログイン】
ボタンを選択します。
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利用者登録-02．利用者登録

「利用者登録／電子入札選択
画面」が表示されます。

【利用者登録】ボタンを選択
します。

電子入札システムにログイン
すると左記の画面が表示され
ます。

調達機関に「長崎県」を選択
し、【◎工事・業務】ボタン
を選択します。
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利用者登録-02．利用者登録

利用者登録メニュー画面が表
示されます。
【登録】ボタンを選択します。

日時が表示されたら、画面左
にある【利用者登録処理】
ボタンを選択します。

※注意
画面上部にある

『年月日時分』が表示される
まで【利用者登録処理】
ボタンを押さないで下さい。

ここで、表示される時刻は
ご使用になっているPCの
時刻ではなく、
長崎県電子入札サーバの
時刻が表示されています。

『年月日時分』が表示される
まで他のボタンを押下しない
で下さい。
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利用者登録-02．利用者登録

長崎県から送付された

“電子入札参加決定通知書”
に記載された「登録番号」
｢企業名称」「パスワード」
を入力し、【検索】ボタンを
選択します。

＜注意＞

正式名称として外字など特殊
な文字を使用している場合で
も、電子入札参加決定通知書
に記載された文字を入力して
ください。

また、（株）や（有）等を入
力する際には全て全角文字で
入力してください。

（株）･･･ＯＫ
(株)、㈱･･･ＮＧ

＜注意＞
電子入札参加決定通知書（パスワードなし）をお持ちの方へ

平成１８年３月末までに発行された電子入札参加決定通知書はパス
ワードが記載されておりません。この場合においては、登録番号がパ
スワードになります。「パスワード」欄には登録番号を入力してくだ
さい。

ICカードをリーダに差込み、
認証局から発行されたPIN番
号を入力し【OK】ボタンを
押下します。

※担当者名については入力
する必要はありません。

半角

パスワード （半角英数字）*******
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利用者登録-02．利用者登録

ICカードの利用者

情報が表示されま
す。

本社情報が表示さ
れます。

利用者登録の入力画面が
表示されます。
連絡先を入力し、
【入力内容確認】ボタンを
選択します。

※代表窓口情報の連絡先氏
名とICカード利用部署情報
のICカード取得者氏名が同

じであることを確認してく
ださい。
異なっている場合、
そのICカードで長崎県電子

入札システムに使用できな
くなります。

営業所情報が表示
されます。

＜画面説明＞
「企業情報」には「本社情報」、
「代表窓口情報」には「営業所情報」、

「ＩＣカード利用部署情報」には「ICカード利用者情報」が表示されます。

代表者名義のＩＣカードを使用する場合は、以下の表示になります。
「企業情報」・・・本社情報
「代表窓口情報」・・・本社情報
「ＩＣカード利用部署情報」・・・本社情報

受任者名義のＩＣカードを使用する場合は、以下の表示になります。

「企業情報」・・・本社情報
「代表窓口情報」・・・営業所情報
「ＩＣカード利用部署情報」・・・営業所情報
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利用者登録-02．利用者登録

登録内容確認画面が表示
されます。
入力内容を確認し、

【登録】ボタンを押し、
登録します。

また修正する場合は

【戻る】ボタンを押し、
修正してください。
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利用者登録-02．利用者登録

利用者登録は完了しました。

必要に応じて印刷できます。

【印刷】ボタンで印刷後、

【×】ボタンで画面を閉じ
ます
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利用者登録-02．利用者登録

利用者登録が終わると、連絡先E-mail宛てに利用者登録処理完了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、以下の操作により登録情報を確認できます。
※複数営業所を登録(委任)している場合、メール内に営業所名称の記載をしておりませんので、
登録処理を行った本社／営業所のICカードでのログインをお願い致します。

電子入札システムにログ
イン後、【登録者情報】
ボタンを選択します。

「業者概要」・
「登録利用者一覧」が
表示されますので、

登録内容を確認してくだ
さい。

「×」ボタンで画面を
閉じます。

**************************************************************
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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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

令和２年９月
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

利用者情報の変更について
長崎県では、電子入札システムへの登録情報のうち、利用者が変更できる項目は

電話番号及びEメールアドレスのみとなっています。

その他の情報（企業名称、代表者名、住所など）については、「電子入札参加申請書」を

提出してください。
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

電子入札システムにログインす
ると左記の画面が表示されます。

調達機関に「長崎県」を選択し、
【◎工事・業務】ボタンを選択
します。

長崎県電子入札ホームページを表示し、
【電子入札ログイン】ボタンを選択し
ます。
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

「利用者登録／電子入札選択
画面」が表示されます。

【利用者登録】ボタンを選択
します。

『年月日時分』が表示される
まで他のボタンを押下しない
で下さい。

日時が表示されたら、画面左
にある【利用者登録処理】
ボタンを選択します。

※注意
画面上部にある

『年月日時分』が表示される
まで【利用者登録処理】
ボタンを押さないで下さい。

ここで、表示される時刻は
ご使用になっているPCの
時刻ではなく、
長崎県電子入札サーバの
時刻が表示されています。
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

利用者登録メニュー画面が
表示されます。【変更】ボ
タンを選択します。

ICカードをリーダに差込み、
認証局から発行されたPIN

番号を入力し【OK】ボタ
ンを押下します。

※担当者名については入力
する必要はありません。
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

登録情報が表示されます。

長崎県では、利用者情報は
電話番号及びEメールアドレス
のみ変更が可能となっていま
す。

電話番号及びメールアドレス
を入力後、【入力内容確認】
ボタンを押下します。

＜画面説明＞
「企業情報」には「本社情報」、
「代表窓口情報」には「営業所情報」、

「ＩＣカード利用部署情報」には「ICカード利用者情報」が表示されます。

代表者名義のＩＣカードを使用する場合は、以下の表示になります。
「企業情報」・・・本社情報
「代表窓口情報」・・・本社情報
「ＩＣカード利用部署情報」・・・本社情報

受任者名義のＩＣカードを使用する場合は、以下の表示になります。

「企業情報」・・・本社情報
「代表窓口情報」・・・営業所情報
「ＩＣカード利用部署情報」・・・営業所情報

本社情報が表示され
ます。

営業所情報が表示さ
れます。

ICカードの利用者情
報が表示されます。
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

変更内容確認画面が表示
されます。

入力内容を確認し、

【変更】ボタンを押し、
変更します。

また修正する場合は

【戻る】ボタンを押し、
修正してください。
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

変更処理は完了しました。

必要に応じて印刷できます。

【印刷】ボタンで印刷後、
【×】ボタンで画面を
閉じます。
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利用者登録-03．電話番号・Eメールアドレス変更

利用者変更が終わると、連絡先E-mail宛てに利用者変更処理完了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、以下の操作により登録情報が変更されていることを確認できます。
※複数営業所を登録(委任)している場合、メール内に営業所名称の記載をしておりませんので、
変更処理を行った本社／営業所のICカードでのログインをお願い致します。

電子入札システムにログ
イン後、【登録者情報】
ボタンを選択します。

「業者概要」・
「登録利用者一覧」が
表示されますので、

変更内容を確認してくだ
さい。

【×】ボタンで画面を
閉じます。

**************************************************************
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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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

令和２年９月
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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

ICカードの更新について
※現在使用しているICカードが有効期限を過ぎている場合は、新規登録処理を行ってください。

・現在使用しているICカードが有効期限内で、ICカードの内容に変更がない場合に、このマニュアルに
従って更新処理を行ってください。

・更新処理には、現在使用しているICカードと新しく取得したICカードの2枚が必要になります。
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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

電子入札システムにログインす
ると左記の画面が表示されます。

調達機関に「長崎県」を選択し、
【◎工事・業務】ボタンを選択
します。

長崎県電子入札ホームページを表示し、
【電子入札ログイン】ボタンを選択し
ます。
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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

「利用者登録／電子入札選択
画面」が表示されます。

【利用者登録】ボタンを選択
します。

『年月日時分』が表示される
まで他のボタンを押下しない
で下さい。

日時が表示されたら、画面左
にある【利用者登録処理】
ボタンを選択します。

※注意
画面上部にある

『年月日時分』が表示される
まで【利用者登録処理】
ボタンを押さないで下さい。

ここで、表示される時刻は
ご使用になっているPCの
時刻ではなく、
長崎県電子入札サーバの
時刻が表示されています。
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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

利用者登録メニュー画面が
表示されます。

【ICカード更新】ボタンを
選択します。

現在使用しているICカード
が挿入されていることを確
認して、【OK】をクリック
します。

（新しく取得したICカード
を挿入していた場合はここ
で挿し替えてください。）
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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

現在使用しているICカード
のPIN番号を入力し、
【OK】をクリックします。

現在使用しているICカード
を抜き、
新しく取得したICカードを
挿入し、
【OK】をクリックします。
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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

新しく取得したICカードの
PIN番号を入力し、
【OK】をクリックします。

内容を確認後、
【更新】ボタンをクリック
します。
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利用者登録-04．ICカード有効期限の更新

左の画面が表示されると、
更新完了です。

【×】ボタンで
必ず全てのブラウザを閉じ
てください。

（備考）更新した新しいICカードで電子入札システムにログイン後、
以下の操作により登録情報を確認できます。

電子入札システムにログ
イン後、【登録者情報】
ボタンを選択します。

「業者概要」・
「登録利用者一覧」が
表示されますので、
変更内容を確認してくだ
さい。

【×】ボタンで画面を
閉じます。


