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「BID-ENTRY（入札参加資格審査申請システム）」（本システム）は、建設・測量コンサルタント・物品等の事
業者の方が、事務所や自宅のパソコンから入札参加資格申請に必要な書類を登録し、各自治体が審査するための
サービスです。

本書では、システム利用料が発生する新規申請を行う際の操作についてまとめています。
利用者登録やシステム利用料が発生しない新規申請、差し戻しがあったときの操作などについては、別紙「操作
マニュアル」をご覧ください。
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システム利用料が必要な新規申請をする

システム利用料が必要な新規申請をする◆
本システムの利用者登録が完了したら、入札参加資格申請をすることができます。申請に必要な申請書・提出書
類のデータを準備したうえで、新規申請をします。

▲

P.7 自治体への入札参加資格審査申請の手順

申請完了までの流れ

本システムでは、申請者が申請書・提出書類を登録し、自治体の担当者（審査者）が審査します。

申請者は、申請書・提出書類を登録し、支払い手続きに進み、支払いを済ませます。支払いが完了すると、
自治体側に申請が提出されます。
その後、自治体側で審査が行われ、内容に問題がなければ承認され、申請者には承認されたことを知らせる
メールが届きます。
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システム利用料が必要な新規申請をする

一方、申請内容に不備があれば、申請が差し戻しされます。
その場合は、申請者に差し戻しされたことを知らせるメールが届くので、メール内に記載された差し戻し理
由を確認し、申請書や提出書類を修正して再登録します。
※再登録の際にはシステム利用料は発生しません。

▲

操作マニュアル P.38 新規申請が差し戻しされたとき（補正要求）
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システム利用料が必要な新規申請をする

システム利用料とお支払い方法

本システム（BID-ENTRY 入札参加資格審査申請システム）で入札参加資格の新規申請をする際、自治体によっ
てはシステム利用料が必要になります。
※システム利用料が必要かどうかは、自治体により決定されます。

システム利用料と支払手続き

システム利用料は、１申請ごと、新規申請の登録時に発生します。
※新規申請とは、当初（定期）申請／追加（補充）申請／随時申請のことをいいます。

システム利用料の支払いが必要な自治体の場合は、新規申請の申請書・提出書類の登録後に表示される申請
内容の確認のあと、支払手続きを行う画面に進みます。
支払い完了後に、自治体側の申請書類の審査へと処理が進みます。

▲

P.7 自治体への入札参加資格審査申請の手順

お支払い方法について

お支払いには、以下の方法をご利用いただけます。
●クレジットカード決済
●コンビニエンスストア決済
●銀行決済（ペイジー）

★注意★
上記以外の決済方法や、自治体への直接支払いには対応していません

決済サービスの機能は「株式会社 DGフィナンシャルテクノロジー」によって提供されています
カード情報は暗号化された通信で、事業者が保持しない方法により安全に取り扱われています。

コンビニエンスストア決済／銀行決済を選択したときは、できるだけ早く支払いを済ませてください
申請期間内に決済が完了しないと申請は受理されません。決済完了後に、支払いと申請受付のメールが送信されます。

支払い方法の選択後に、支払い方法や支払い先を変更することはできません
［例］銀行決済（ペイジー）からコンビニエンスストア決済へ変更する

コンビニエンスストア決済の店舗を、ローソンからセブンイレブンへ変更する など

★お支払い方法の手順などの詳細を確認する
操作画面下部にある「お支払い方法について」のリンクをクリックします。お支払い方法についての説明画面が表示され
ます。
各決済方法について、さらに詳しい説明画面を見るときは、それぞれに記載された URLのリンクをクリックして、各説明
画面を参照します。

★システム利用料の領収書を発行する
支払い（決済）が完了すると、本システムにより領収書を発行することができます。▲

P.22 手順８：領収書の印刷
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システム利用料が必要な新規申請をする

クレジットカード決済

クレジットカードのカード情報を入力していただく決済です。
「カード番号」・「有効期限」・「セキュリティコード」のカード情報が必要です。

■利用できるクレジットカード
操作画面下部にある「お支払い方法について」のページで詳細を確認ください。

▲

P.5 ★お支払い方法の手順などの詳細を確認する

■手続きの流れ
決済方法として［クレジットカード決済］を選択すると、クレジットカード入力画面が表示されるので、
カード情報を入力してください。決済ボタンをクリックすると決済が行われ、完了画面が表示されます。

コンビニエンスストア決済

全国のコンビニエンスストア各店頭でお支払いいただく決済です。
手続きには、手続き操作完了時に表示される「受付番号」（払込票番号・決済番号）などが必要です。

■利用できるコンビニエンスストア
操作画面下部にある「お支払い方法について」のページで詳細を確認ください。

▲

P.5 ★お支払い方法の手順などの詳細を確認する

■手続きの流れ
決済方法として［コンビニエンスストア決済］を選択すると、店舗・姓名・電話番号を選択・入力する画
面が表示されるので、必要な情報を入力してください。
決済を申し込むボタンをクリックすると、決済申し込みの完了画面に「受付番号」が表示されます。その
番号を控えて、コンビニエンスストアで支払いをします。

★注意★
決済サービス画面での姓名・電話番号などの入力について
●姓・名 …文字数に制限があるため、決済サービス画面では代表者または担当者の氏名を入力してください。

会社名での領収書が必要な場合は、支払いが完了した後に発行できる領収書の方をご利用ください。
●電話番号 …会社の電話番号を入力します。電話番号をまちがえると、コンビニエンスストアでの支払いができなくな

るため、正しい内容か確認してください。

銀行決済（ペイジー）について

ペイジーが利用できる ATMでお支払いいただく決済です。
手続きには、手続き操作完了時に表示される「収納機関番号」・「お客様番号」（20桁）・「確認番号」（6桁）
が必要になります。

■利用できる金融機関
操作画面下部にある「お支払い方法について」のページで詳細を確認ください。

▲

P.5 ★お支払い方法の手順などの詳細を確認する

■手続きの流れ
決済方法として［銀行決済］を選択すると、姓名の漢字とカナを入力する画面が表示されるので、必要な
情報を入力してください。
決済を申し込むボタンをクリックすると、決済申し込みの完了画面に「収納機関番号」「お客様番号」（20
桁）「確認番号」（6桁）が表示されます。その番号を控えて、銀行の ATMで支払いをします。

★注意★
■地方銀行などの場合、ATMに対応していない場合があります
利用予定の金融機関が ATMに対応しているかいないかは、「お支払い方法について」ページから確認できます。申請前
に確認の上ご利用ください。

■決済サービス画面での姓名の入力について
文字数に制限があるため、決済サービス画面では代表者または担当者の氏名を入力してください。
会社名での領収書が必要な場合は、支払いが完了した後に発行できる領収書の方をご利用ください。
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自治体への入札参加資格審査申請の手順

利用者登録が完了したら、本システムの利用を開始できます。
自治体への入札参加資格の申請は、次の手順で進めます。

申請書・提出書類の準備 ▲

操作マニュアル P.20

▼

本システムへのログイン ▲

操作マニュアル P.17

▼

１ 申請をする自治体の新規申請を選択 ▲

P.8

２ 営業所の選択／業者の選択 ▲

P.9

３ 区分の選択 ▲

P.10

４ 申請書の登録（アップロード） ▲

P.11

５ 提出書類の登録（アップロード） ▲

P.13

６ 申請内容確認 ▲

P.15

７ 支払い手続き ▲

P.16

８ 領収書の印刷 ※お支払い後、会社名を入れて領収書を発行できます。

▲

P.22

９ 手続き終了 ▲

P.24

申請が受理された場合 申請が差し戻しされた 申請が却下された場合
（承認） 場合（補正要求）

申請が受理されたことを 自治体から訂正依頼のメ 申請が却下されたことを
知らせるメールが届きま ールが届きます。 知らせるメールが届きま
す。このメールが届くと、 修正後、再提出が必要で す。
申請の終了となります。 す。

▲

操作マニュアル P.38

▼（申請書の提出完了後）

（印刷が必要な場合）申請受付書の印刷 ▲

P.26

アンケートへの回答 ▲

P.27
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手順１：申請をする自治体の新規申請を選択

本システムにログインするとホーム画面が表示されます。
ホーム画面には、各自治体の入札参加資格審査について、新規申請のほか、変更申請や登録内容の確認・変
更などが表示されています。

▲

操作マニュアル P.17 本システムへのログイン、P.19 本システムのホーム画面について

入札参加資格の新規申請をする場合は、ログインした時点で申請ができる自治体の一覧から対象を選択して
操作を進めます。申請内容は、あとから処理状況の確認・変更などの操作をすることができます。
※以降では、［区分］が［法人］の場合を中心に操作を説明します。

▲

操作マニュアル P.41 新規申請内容の確認や変更をする／申請状況を一覧する

※［申請をする］一覧には、本システムでの申請に参加している自治体が、府県単位でグループ分けされ表示されます。

※ログインした利用者の区分が［個人］の場合、［業者・営業所情報を確認・変更する］のボタンは表示されません。

■ログインした利用者の区分が［法人］［行政書士］の場合
申請する自治体の 新規申請 をクリックすると、申請をする営業所または業者を選択する画面が表示さ
れます。

▲

P.9
※ログインした利用者の区分が［法人］の場合でも、本社・本店だけなど、営業所を複数登録していない場合は、［区分選択］画面に進

みます。

▲

P.10

■ログインした利用者の区分が［個人］の場合
申請する自治体の 新規申請 をクリックすると、選択した自治体の［区分選択］画面に進みます。

▲

P.10

★申請の手続きを中断する
申請操作の各画面下部にある ホームに戻る ボタンをクリックします。申請手続きが中断され、申請が完了していない
状態になります。手続きを再開する際は、新規申請一覧で 確認・変更 ボタンをクリックします。▲

操作マニュアル P.41 新規申請内容の確認や変更をする／申請状況を一覧する

申請する自治体の

［新規申請］を

クリック

1
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手順２：営業所／業者の選択

ログインした利用者の区分が［法人］または［行政書士］の場合は、申請をする営業所または業者を選択し
ます。
※ログインした利用者の区分が［個人］、または営業所が１つしか登録されていない［法人］の場合、本画面は表示されません。すぐに［区

分選択］画面が表示されます。

▲

P.10

●区分が［法人］で営業所を複数登録している場合に表示される画面

●区分が［行政書士］の場合に表示される画面

申請をする営業所または業者の 選択 をクリックすると、選択した営業所または業者として［区分選択］
画面が表示されます。

▲

P.10

★申請をする営業所や業者が一覧に表示されていない
申請をする営業所や業者は、先に登録しておく必要があります。
ホーム画面の［業者・営業所情報を確認・変更する］から、申請をする業者・営業所の情報を追加します。この情報は、
あとから変更することもできます。▲

操作マニュアル P.55 業者・営業所情報を確認・変更する

1 クリックして

申請を開始
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手順３：区分の選択

［区分選択］画面には、選んだ自治体で入札参加資格の申請ができる区分が表示されます。
申請する区分を選び、操作を進めます。
※［申請状況］が［未申請］の区分は、入札参加資格の申請が行われていないことを示します。

なお、審査で差し戻しされた、申請に不備があるなど、申請が完了していない場合は、行背景がピンク色で表示されます。

申請 をクリックすると、選択した自治体・区分の［申請書の登録］画面が表示されます。

▲

P.11
※自治体が指定する申請期間内で、申請をまだしていない項目に 申請 のボタンが表示されます。なお、申請期間が過ぎると、申請をす

ることはできません。申請状況には「申請期間外」が表示されます。

※申請済みの場合は、［処理］欄のボタンが 確認・変更 に変わります。

★システム利用料について
自治体によっては、新規申請の際にシステム利用料が必要な場合があります。このような場合に、画面上部にメッセージ
が表示されます。
申請書や提出書類の登録のあと、システム利用料の支払い手続きに進みます。
支払い（決済）が完了すると自治体へ申請書類が提出され、審査へと処理が進みます。▲

P.5 お支払い方法について

★申請状況と処理に表示されるボタンについて
一覧に表示される［申請状況］や［処理］の操作ボタンは、提出した申請書の処理状況や内容によって異なります。
新規申請の場合は、［未申請］と表示されているものを選択します。▲

操作マニュアル P.42 申請状況と処理ボタン

★本システムで申請ができる期間
本システムを使って申請ができる期間は、自治体で定められています。申請期間について詳しくは、各自治体までお問い
合わせください。

★別の営業所や業者の申請をする場合
申請をする営業所や業者は、先に登録しておく必要があります。
ホーム画面の［業者・営業所情報を確認・変更する］から、申請をする業者・営業所の情報を追加します。この情報は、
あとから変更することもできます。▲

操作マニュアル P.55 業者・営業所情報を確認・変更する

申請の登録に
システム利用料が
必要な場合に
メッセージを表示

1 申請する区分の

ボタンをクリック
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手順４：申請書の登録（アップロード）

［申請書の登録］画面で、作成済みの申請書（Excel形式）を、本システムに登録（アップロード）します。
アップロードする申請書のファイル名と保存先は、事前に確認しておいてください。

▲

操作マニュアル P.21 申請書の保存
※ファイルを指定するボタンの名称は、ブラウザーにより異なります。 ファイルの選択 または ファイルを選択 が表示されます。

申請書の登録 をクリックすると、設定した申請書ファイルがシステムに登録されます。
続けて［提出書類の登録］画面が表示されます。

▲

P.13
※申請先の自治体・区分によっては、提出書類が不要な場合もあります。

申請書に不備などがある場合、申請書の登録（アップロード）はできません。次ページにケースごとの対処
方法をまとめています。申請書を修正したうえで本操作をやりなおしてください。

クリック

1

2 申請書ファイル

を選択
選択したファイル名が反映

クリックして

申請書を登録
3
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システム利用料が必要な新規申請をする

★申請書を登録（アップロード）できない
次のような場合は、申請書のアップロードはできません。ファイルの見直しをし、申請書ファイルを指定しなおします。

● Excel形式以外のファイルを指定した
● Excelの旧形式（＊.xls）のファイルを指定した
●指定した申請書ファイルのファイル容量が 30MB以上ある
●異なる自治体・区分の申請書が指定されている

また、セキュリティソフトの設定で、Excel形式のファイルが保護されている場合があります。その場合は、セキュリティ
ソフトの設定を見直し、Excel形式のファイルのアップロードができるようにしてください。

★申請書に不備などがあったとき
登録した申請書に何らかの不備がある、申請書の様式が違う、申請書のシート名を変更していた、申請書にパスワードを
設定したなどの場合、申請書の登録（アップロード）はできません。
［申請書の登録］画面上部にピンク色のメッセージが表示され、登録できない理由が示されます。表示された理由を確認
し、その対応をします。
●未入力の項目がある、入力書式が違うなど、申請書ファイルの入力内容に不備がある場合
…［申請書ファイル］の欄に問題になっている部分と理由が表形式で表示されます。申請書の Excelファイル自体を
開いて該当項目の修正をし、保存しなおしてください。

●シート名を変更していた場合 … 元のシート名に戻します。
●パスワードを設定していた場合 … パスワードの設定を解除します。
申請書をアップロードし直す をクリックすると、申請書ファイルを選択する画面に戻るので、修正した Excelファイ

ルを準備したうえで、手順４の操作をやりなおします。

★申請書の自治体や区分をまちがえていたとき／別の自治体・区分の申請書を登録しようとした
申請の登録ができなかった原因として、申請先となる自治体や区分をまちがえていた場合があります。
申請書のフォームは、申請先となる自治体・区分により異なります。申請書が、申請先となる自治体が指定したフォーム
であるか確認します。
申請書をアップロードし直す をクリックすると、申請書ファイルを選択する画面に戻るので、正しい申請書を準備し

たうえで、手順４の操作をやりなおします。
申請をいったん取り消しするときは、画面下部の 申請の取り消し をクリックします。

★申請書の内容が、業者の［商号または名称］［所在地］と一致していないとき
法人の場合、申請の登録ができなかった原因として、業者情報として登録されている［商号または名称］［所在地］と、申
請書の内容が一致していないことが考えられます。
その場合は、アップロードしなおすボタンに加え、 このまま申請を続ける のボタンも追加表示されます。
申請を続けるか、申請書をアップロードしなおすか決めて、必要に応じて申請書の修正や業者情報の確認などをします。

★申請を中断する
［申請書の登録］画面で、画面下部にある ホームに戻る をクリックします。ログイン直後のホーム画面に戻ります。

★申請書を登録（アップロード）したあとで、誤りがあることに気が付いたときは
申請期間内であれば、修正した申請書データをアップロードしなおすことができます。
Excelで申請書データの誤りを修正してデータを保存しなおしたあと、申請書データをアップロードしなおします。▲

操作マニュアル P.43 提出した申請書・提出書類の確認・変更▲

P.25 ★申請の手続きを完了直後に、申請内容を変更したい／申請を訂正する

登録できない
理由を表示

問題になっている
部分を確認

元のExcelファイルの
該当部分を修正・保存
してファイルを
アップロードしなおす
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手順５：提出書類の登録（アップロード）

［提出書類の登録］画面で、作成済みの提出書類（PDF形式）を本システムに登録（アップロード）しま
す。
※必要な提出書類は、申請する自治体の提出要領記載内容により異なります。自治体から指定されている書類をすべて用意したうえで、操

作を進めてください。

※ファイルを指定するボタンの名称は、ブラウザーにより異なります。 ファイルの選択 または ファイルを選択 が表示されます。

★注意★
■提出が必須の書類は、［処理］欄の背景がピンク色で表示されます。すべて登録が必要です

■提出書類は、書類項目ごとに１つずつ登録します。複数の書類項目をまとめて登録することはできません

※登録が完了した書類のボタン機能は、 プレビュー と 削除 に変わります。
→つづく

クリック

1

該当する提出書類の

ファイルを選択
2

クリックして

書類を登録

3
選択したファイル名が反映
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システム利用料が必要な新規申請をする

必要なすべての提出書類を登録して 申請内容を確認する をクリックすると、［申請内容の確認］画面が
表示されます。

▲

P.15
提出が必要な提出書類の［提出状況］が、［提出済み］になっていることを確認してからボタンをクリック
します。

★注意★
古いブラウザーの場合、アップロードできないことがあります
バージョンが古い、対応ブラウザー以外などの場合、画面が不正になるなどしてアップロードの操作ができないことがあ
ります。本システムの対応ブラウザーを確認し、本システムを利用する環境のブラウザーを最新のものにして操作してく
ださい。
※ Internet Explorerは、対応ブラウザー対象外です。

★ 申請内容を確認する ボタンが淡色表示されて押せない
必須の提出書類を登録できてない場合、 申請内容を確認する のボタンは淡色表示されて押すことはできません。
必須の提出書類は、背景がピンク色で表示されます。背景がピンク色の提出書類をすべて登録できているか確認し、登録
できていない書類がある場合は、該当の提出書類を登録してください。

★提出書類を登録（アップロード）できない
提出書類が PDF形式以外の場合、登録はできません。提出書類が PDF形式であることを確認し、ファイルを指定しなお
します。
また、PDFファイルのサイズが、１つにつき 30MBを超える場合も登録できません。ファイルの見直しをしてください。

★申請書の登録画面に戻る
［提出書類の登録］画面で、画面下部にある 申請書を修正する をクリックします。

★申請を中断する
［提出書類の登録］画面で、画面下部にある ホームに戻る をクリックします。ログイン直後の画面に戻ります。

必須の書類を

１つずつ

すべて登録

4

5 クリックして

申請内容の確認へ進む
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システム利用料が必要な新規申請をする

手順６：申請内容の確認

提出書類の登録が完了すると、［申請内容の確認］画面が表示されます。
新規申請にシステム利用料が必要な自治体の場合は、申請を完了させるために支払い（決済）が必要です。
申請内容を確認し、 この内容で支払手続きに進み、申請をする をクリックします。
支払い手続きをする画面へと進みます。

▲

P.16

★［申請内容の確認］画面で提出書類を確認する
［申請内容の確認］画面で提出書類を確認したいときは、［提出書類］の右側に表示される 詳細を表示 をクリックしま
す。
提出書類が一覧形式で表示されるので、各提出書類の プレビュー をクリックし、内容を確認します。

2
クリック

1
内容を確認

申請書を
確認する場合に

クリック
申請書／提出書類
を修正する場合に
クリック

提出書類を一覧
形式で表示して
確認する場合に
クリック
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システム利用料が必要な新規申請をする

手順７：支払い手続き

申請の登録に必要なシステム利用料の支払い手続きを開始します。
支払い方法を決めたうえで、 支払手続き開始 をクリックします。
決済サービス画面が画面上に表示されるので、支払い方法を選択して操作を進めます。
※領収書は、支払い完了後に印刷することができるようになります。

▲

P.22 手順８：領収書の印刷

選択した支払い方法により、以降の操作は異なります。
■［クレジットカード］で支払う場合

▲

P.17
■［コンビニエンスストア］で支払う場合

▲

P.18
■［銀行決済］で支払う場合

▲

P.20

★決済サービス画面で［×］ボタンをクリックして閉じた場合
決済サービス画面を［×］ボタンをクリックして閉じてしまうと、支払い手続きがキャンセルされてしまいます。
再度支払い手続きを行うボタンが表示されるので、支払い手続きをしてください。
支払い（決済）が完了すると自治体へ申請書類が提出され、審査へと処理が進みます。

クリック

1

支払い方法の説明を
見たいときにクリック

3
支払い方法を

選択

2 利用料を確認し

クリック
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システム利用料が必要な新規申請をする

［クレジットカード］で支払う場合

決済サービス画面で［クレジットカード］を選択し、支払いに使うクレジットカードの「カード番号」「有
効期限」「セキュリティコード」を入力します。

▲

P.5 お支払い方法について

完了 をクリックすると決済サービス画面が閉じ、［支払い手続きをする］画面に戻ります。

▲

P.22
また、クレジットカード決済で入金が完了すると、決済サービスからメールが送信されます。

1 クリック

2
カード番号・有効期限・
セキュリティコードを
それぞれ入力

3

5

情報の入力が
完了したら
クリック

4

クリック

決済情報を確認し
クリック
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システム利用料が必要な新規申請をする

［コンビニエンスストア］で支払う場合

決済サービス画面で［コンビニエンスストア］を選択し、支払いの申し込みに必要な「電話番号」などの情
報を入力して操作を進めます。
なお、お支払いの申し込み完了画面に表示される「受付番号（払込票番号・決済番号）」は、必ず控えるか
印刷しておいてください。店頭での支払いの際に、受付番号などの情報が必要になります。

▲

P.5 お支払い方法について

★姓・名・電話番号の入力について
■姓・名 …代表者、または担当者の名前を入力します。

会社名での領収書が必要な場合は、支払いが完了した後に発行できる領収書の方をご利用ください。

▲

P.22
■電話番号 …会社の電話番号を入力します。

コンビニエンスストアでの支払いの際に必要な情報のため、番号を間違えないように注意してください。

1 クリック

2
店舗を選択

3
姓・名・電話番号を
それぞれ入力

4

支払期限を確認し、
受付番号を控える

6 情報を確認

5決済情報を確認し
クリック

7

情報の入力が
完了したら
クリック

クリック
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システム利用料が必要な新規申請をする

完了 をクリックすると決済サービス画面が閉じ、［支払い手続きをする］画面に戻ります。

▲

P.22
コンビニエンスストア決済の申し込みが完了すると、決済サービスから「決済申込完了のお知らせ」メール
が送信されます。決済サービスからのメール本文には、受付番号など、店頭での支払いの際に必要となる情
報が記載されています。メールを印刷して、コンビニエンスストアで支払いを済ませてください。
※コンビニエンスストアで支払いをするために、本システムからログアウトも支障ありません。

コンビニエンスストアで支払いを済ませたあと、［手続き終了］画面から、申請受付書や領収書の印刷などの操作を再開できます。

コンビニエンスストアで支払いをする
コンビニエンスストア決済の場合、申し込みが完了しただけでは、申請はまだ受け付けられていません。
申し込みが完了したあと、すみやかにコンビニエンスストアにて支払いを済ませてください。

各コンビニエンスストアでの支払い方法についての詳細は、操作画面下部にある「お支払い方法について」
のページで確認ください。

▲

P.5 ★お支払い方法の手順などの詳細を確認する

コンビニエンスストア決済での支払いが完了すると、申請が「審査待ち」の状態となり、新規申請を受け付
けたことを知らせるメールが送信されます。
※決済サービスからも入金が完了したことを知らせるメールが送信されます。

支払いが完了したら、［手続き終了］画面から、申請受付書や領収書の印刷やアンケートへの回答などの操
作が行えます。

▲
P.24 手順９：手続き終了

★注意★
支払いは、申請期間終了日までに済ませてください
申請期間を過ぎると、申請自体が無効になることがあります。

★新規申請の状況を確認する／本システムに再ログインして操作を再開する場合
支払いのために本システムからログアウトした場合など、本システムに再ログインして操作を再開したときは、新規申請
一覧で、申請状況を確認できます。
本システムに再ログイン後、ホーム画面にある［新規申請の状況を確認・変更する］をクリックします。
新規申請一覧が表示されるので、該当する申請の［申請状況］が［審査待ち］になっていることを確認します。［処理］欄
の 確認・変更 をクリックすると、［手続き終了］画面が表示されます。

クリック

決済申込完了
のお知らせ

・店舗名
・決済方法
・受付番号 など

クリックして、
詳細を確認
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システム利用料が必要な新規申請をする

［銀行決済］で支払う場合

決済サービス画面で［銀行決済］を選択し、支払いの申し込みに必要な「姓」「名」を入力して操作を進め
ます。なお、お支払い申し込み完了画面に表示される、「収納機関番号」「お客様番号」（20桁）・「確認番号」
（6桁）を必ず控えるか印刷しておいてください。ATMでの支払いの際に、情報の入力が必要になります。

▲

P.5 お支払い方法について

★姓・名の入力について
■姓・名 …代表者、または担当者の名前を入力します。

会社名での領収書が必要な場合は、支払いが完了した後に発行できる領収書の方をご利用ください。

▲

P.22

1 クリック

2
姓・名の漢字とカナを
それぞれ入力

3

6

情報の入力が
完了したら
クリック

情報を確認5
支払期限を確認し、
・収納機関番号
・お客様番号
・確認番号
を控える

クリック

4決済情報を確認し
クリック
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完了 をクリックすると決済サービス画面が閉じ、［支払い手続きをする］画面に戻ります。

▲

P.22
銀行決済の申し込みが完了すると、決済サービスから「決済申込完了のお知らせ」メールが送信されます。
決済サービスからのメール本文には、お客様番号などの情報が記載されています。メールを印刷して、金融
機関の ATMで支払いを済ませてください。

金融機関の ATMで支払いをする
銀行決済の場合、申し込みが完了しただけでは、申請はまだ受け付けられていません。
申し込みが完了したあと、すみやかに ATMで支払いを済ませてください。

各金融機関での支払い方法についての詳細は、操作画面下部にある「お支払い方法について」のページで確
認ください。

▲

P.5 ★お支払い方法の手順などの詳細を確認する

銀行決済での支払いが完了すると、申請が「審査待ち」の状態となり、新規申請を受け付けたことを知らせ
るメールが送信されます。
※決済サービスからも入金が完了したことを知らせるメールが送信されます。

支払いが完了したら、［手続き終了］画面から、申請受付書や領収書の印刷やアンケートへの回答などの操
作が行えます。

▲

P.24 手順９：手続き終了

★注意★
支払いは、申請期間終了日までに済ませてください
申請期間を過ぎると、申請自体が無効になることがあります。

★新規申請の状況を確認する／本システムに再ログインして操作を再開する場合
支払いのために本システムからログアウトした場合など、本システムに再ログインして操作を再開したときは、新規申請
一覧で、申請状況を確認できます。
本システムに再ログイン後、ホーム画面にある［新規申請の状況を確認・変更する］をクリックします。
新規申請一覧が表示されるので、該当する申請の［申請状況］が［審査待ち］になっていることを確認します。［処理］欄
の 確認・変更 をクリックすると、［手続き終了］画面が表示されます。

クリック

決済申込完了
のお知らせ

・決済方法
・お客様番号
など

クリックして、
詳細を確認
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手順８：領収書の印刷

入金が完了すると、システム利用料の領収書を発行して印刷することができます。
支払い手続きが完了した画面から操作を続ける方法のほか、いったんログアウトしたときなどの場合に、［支
払一覧］画面から操作を始める方法があります。
どちらも［支払情報］画面に進み、領収書の発行へと進みます。
※領収書を印刷しない場合は、支払い手続きが完了した画面で 新規申請画面に戻る をクリックして、［手続き終了］画面へ進みます。

▲

P.24

●支払い手続きが完了した画面から領収書印刷へと進む
支払い手続きが完了した画面から領収書を発行して印刷できます。

●［支払一覧］画面から領収書印刷へと進む
支払いのためにいったん本システムからログアウトしたときなどは、再度ログインしたあと、ホーム画面下
部の［登録内容の確認・変更］にある［支払状況を確認する］をクリックします。
［支払一覧］画面が表示されるので、対象申請番号の 確認 をクリックして、［支払情報］画面を表示し
ます。

→つづく

1
クリック

1 クリック

2
クリック

3
クリック
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2 右クリックして
メニューから
［印刷］を選択

※PDF閲覧ソフト
によっては、
印刷ボタンを
クリックします。
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手順９：手続き終了

［支払情報］画面で 新規申請画面を開く をクリックすると、［手続き終了］画面が表示されます。
入金まで完了すると、申請者に新規申請を受け付けたことを知らせるメールが送信されます。
※領収書を発行しなかった場合など、支払い手続きが完了した画面で 新規申請画面に戻る をクリックしても［手続き終了］画面が表示

されます。

［手続き終了］画面からは、申請受付書（申請番号）の印刷をしたり、アンケートに回答したりします。
●申請受付書（申請番号）の印刷

▲

P.26
●アンケートへの回答

▲

P.27

★注意★
■支払いまで完了すると申請が受け付けられ、審査が開始されます
支払い手続きで支払い（決済）まで完了させてください。支払いが確認されたあと、申請が受け付けられ、審査開始へ
と進みます。

■審査結果はメールで通知されます
審査結果（受理・補正要求・却下）はメールで通知されるため、必ず通知されたメール内容を確認してください。

11 クリック クリック

申請受付書
（申請番号）
を印刷する

領収書を発行し
印刷する

アンケートに
回答する

提出した申請書を
訂正する場合に
クリック
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★ホーム画面に戻る
入札参加資格審査申請の［手続き終了］画面で必要な操作が特にないときは、ホーム画面に戻ります。
［手続き終了］画面の下部にある ホームに戻る をクリックします。
ログイン直後に表示されるホーム画面からは、申請書の確認や変更などの操作が行えます。▲

操作マニュアル P.41 新規申請内容の確認や変更をする／申請状況を一覧する

★申請の手続き完了直後に、申請内容の変更をしたい／申請を訂正する
申請書は、支払い手続き後でも訂正することができます。申請書の審査状況により、手順が異なります。
※申請書や提出書類の変更ができるのは、自治体が定めた申請期間内のものだけです。
●［申請状況］が［審査待ち］の場合
申請の手続きが終了すると、審査者などの審査を待つ状態（審査待ち）になります。
この状態のときに申請書内容を変更したいときは、［手続き終了］画面の下部にある 申請を訂正する をクリックしま
す。［申請内容の確認］画面に戻るので、申請書の 修正する をクリックします。
［申請書の登録］画面が表示されたら、申請書を登録したときと同じ手順で、修正した Excelファイルの申請書などを
再登録します。
※提出書類を変更する場合は、［申請内容の確認］画面で提出書類の 修正する をクリックします。

●［申請状況］が［審査中］または［審査済み］の場合
審査が開始されて［申請状況］が［審査中］になっている、または審査が完了して［申請状況］が［審査済み］になっ
ている場合は、審査者に対して、訂正希望の依頼を出す必要があります。
［手続き終了］画面の下部にある 申請を訂正する をクリックすると、［申請の訂正を希望する］画面が表示されます。
［訂正理由］欄に、訂正する書類や訂正する理由などを記入し、 送信する をクリックします。
訂正希望の依頼が自治体の担当者に送られます。自治体での審査の結果、申請内容の訂正が許可された場合にだけ申請
内容の変更を進めることができます。
訂正希望が許可されると、申請した担当者へはメール連絡とともに、ホーム画面の先頭にメッセージが表示されます。
ホーム画面のメッセージ欄、またはメール本文内のリンクをクリックすると、［補正内容の確認］画面が表示されるので、
申請書の 修正登録する をクリックします。
［申請書の登録］画面が表示されたら、申請書を登録したときと同じ手順で、修正した Excelファイルの申請書などを
再登録します。
※提出書類を変更する場合は、［提出書類の登録］画面で、修正した提出書類を再登録します。
※自治体の審査の結果、訂正希望が許可されない場合もあります。

★あとから申請書の状況確認や変更をする
申請した内容や申請状況（審査状況や結果）は、手続き完了直後でなくても、あとから確認することができます。また、
申請期間内であれば、申請書の変更をすることもできます。
ログイン直後の画面下部にある、［新規申請の状況を確認・変更する］をクリックして表示された画面で、申請書の内容や
申請状況を確認します。
申請書の変更が必要なときは［手続き終了］画面から 申請を訂正する をクリックします。▲

操作マニュアル P.43 提出した申請書・提出書類の確認・変更
なお、当初申請以降に代表者や名称などに変更があったときは、［変更申請をする］から、過去の申請書に対する変更届を
提出します。▲

操作マニュアル P.44 変更申請をする
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申請受付書の印刷

申請番号を含む入札参加資格申請の書面（申請受付書）を「申請受付書の印刷」機能で印刷することができ
ます。
※［申請状況］が［審査待ち］［審査中］［審査済み］の場合に印刷用のボタンが表示されます。

※ 申請受付書の印刷 のボタンを押したあとに表示される画面は、OSやブラウザーなど、お使いの環境などにより異なります。また、印
刷される出力内容・デザインも、申請をした自治体により異なります。

クリック

1

右クリックして
メニューから［印刷］を選択
※PDF閲覧ソフトによっては、
印刷ボタンをクリックします。

2
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システム利用料が必要な新規申請をする

アンケートへの回答

本システムをより良いものにするために、アンケートへの回答協力をお願いします。
※自治体によってはアンケート回答用のボタンは表示されません。

※ブラウザーの設定によっては、新しいウィンドウが開いて［アンケート］画面が表示されます。

アンケートの回答を送信したら、アンケート画面が表示されたタブ、またはウィンドウの × （閉じる）
ボタンをクリックし、アンケート画面を閉じます。

クリック1

2
アンケートに
回答してから
クリック

アンケートを
やめるときにクリック

3
クリックして
回答を送信
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