
東京都都市づくり公社

電子入札システム利用者登録について

日頃より、当公社の事業にご協力いただきありがとうございます。

さて、平成２４年度より、電子入札による案件を拡大いたしまして、公表

している案件のほぼ全てが電子入札案件となっております。

公社に入札参加登録済みの方でも、別途、電子入札システムへの登録を

完了されませんと、電子入札発注案件には参加できません。

つきましては、電子入札システムへの登録にあたり「本編 14 ページから

27 ページを熟読の上」利用者登録願います。

特に、「使えない文字の下調べ」「会社名入力の㈱、㈲、株式会社、有限

会社などの省略」「利用者登録番号」「「パスワード」の設定値の入力等の作

業に不備がありますと、登録できません。

ご面倒おかけいたしますが、正確な登録作業をお心がけの上、作業下さい。
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１．電子入札の実施について
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電子入札の実施について
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【導入の目的】

公社では、

・入札手続の透明性・公正性の確保

・競争性の向上

・入札参加者の利便性の向上

・入札契約事務の効率化等

を図るため、電子入札を導入します。



電子入札の対象範囲
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【工事】
・ 一般土木工事等 ・・・・・・ 格付【 Ｅ】以上の案件

【委託業務】
・ 土木設計、測量、その他委託業務

・・・・・・ 設計金額が一定規模以上の案件

【物品買入れ等】
・ 金額が一定規模以上の案件



電子入札への取り組み
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（平成３０年度現在）

・原則、すべての公表案件を対象としています。



２．電子入札とは
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電子入札とは

7

「インターネットを通じて、入札手続きを行う」

世界中のコンピュータをつないだ、巨大なネットワーク
具体的には：ホームページ、（電子）メール
決して難しくありません

•入札通知書の確認
•入札書の提出
•落札決定の確認 等

インターネットとは



これまでの紙入札では
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入札手続きごとに、決められた日時に、公社に

出向く必要がありました。

入札日時に間に
合わないと大変！

この前の入札結果を
確認したい

入札関係書類を取りに
事務所に行かないと



電子入札では
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公社に出向かなくても、会社から入札手続きが

できます。
入札関係書類は

インターネットで取り寄せ

入札書は受付期間中に
電子入札システムに提出

入札の結果も
インターネットで確認



電子入札システムの概要
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A株式会社

証明書

企業（受注者） 公社（発注者）

公社

・発注見通し情報
・入札予定情報
・入札結果情報 等

【受注者機能】
・利用者認証
・入札参加申請
・通知書等の確認
・入札書提出 等

【発注者機能】
・案件情報登録
・通知書作成
・開札 等

証明書

証明書

株式会社Ｂ

Ｃ株式会社
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電子入札システム

入札情報機能

電子入札機能

証明書



電子入札導入の効果
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「手続きの透明性確保」

「競争性の向上」
～入札情報や入札結果のインターネット公開

「入札参加者の利便性向上」
～入札手続にかかる移動時間・コスト縮減



３．電子入札の流れと準備
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【３ 入札結果公開】

[入札情報システム]

→入札結果を確認

【１ 入札案件確認】

[入札情報システム]

→入札情報を確認

公社

（発注者）

電子入札の流れ（希望性指名競争入札）
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業者等

（入札参加者）

開札

【２ 電子入札参加】

〔電子入札システム〕

※入札希望票提出から

落札決定通知書確認まで
のやりとりを行います。

入札結果の公開
入札結果の確認

④入札書

落札決定の確認

入札情報の確認

入札公告等の公開

②入札希望票受付票
①入札希望票

③指名通知書

⑤落札決定通知書

入札参加者全員に落
札者を通知します。

各通知書は電子で発行されます。
注意 事前準備と利用者登録を済ませてい
ないと電子入札には参加できません！



電子入札の準備
(1)事前準備と(2)利用者登録が必要
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④ ＪａｖａＰｏｌｉｃｙの設定

① パソコン・プリンタ・ネットワーク環境の準備

③ 電子入札システム用登録番号の確認

① 公社電子入札システムへの利用者登録

電 子 入 札

② 電子証明書（電子認証ＩＣカード）の購入及びパソコンの設定

共
通
項
目

公
社
用
項
目

(2)利用者登録

(1)事前準備

⑤ Ｗｅｂブラウザの環境設定



(1)事前準備（電子入札共通項目）
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◆電子入札のために必要なもの（以下①～②）

②ＩＣカードとＩＣカードリーダのセットアップ

①パソコン・プリンタ・インターネットの準備
パソコンの取扱説明書やプロバイダから提供される手順書に従
い、パソコン、およびネットワーク環境のセットアップを行っ
て下さい。

ICカードが届きましたら、取扱説明書や各民間認証局
ホームページの指示に従い、ICカードリーダのセット
アップを行って下さい。



①電子入札に必要なパソコンと回線
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※ＯＳ、ブラウザ、Java実行環境の組み合わせによりサポート対象外となる場合があります。
ご利用の認証局により、さらに制限がある場合があります。対応状況をご確認ください。

本体 対応OSが動作するPC/AT互換機（DOS／V）

対応OS（※）

Windows Vista Business / Home Premium (32bit)
Windows7 Professional / Home Premium (32bit / 64bit)
Windows8 無印 / PRO （32bit / 64bit）
Windows8.1 無印 / PRO （32bit / 64bit）
Windows10 無印 / PRO （32bit / 64bit）

外部端子 ＩＣカードリーダライタが接続できること

モニタ 解像度1024×768（XGA）以上

ブラウザ（※） IE 7、IE 8、IE 9、IE 10、IE 11

Java実行環境(※) JRE7.0 update 11～、JRE8.0 update 25～

電子入札専用ソフト ICカードの発行を受けた認証局より提供

接続回線
・インターネットへの接続手段を持つこと ・電子メールが送受信できる環境にあること
・次のプロトコルが通過可能であること（HTTP、HTTPS、LDAP）

◆電子入札システムを快適に使用するため、高速で安定した回線をご利用ください。



電子認証局が発行したＩＣカードには、氏名や会社名なども記録されています。
ＩＣカード(電子証明書)を使って、送信する文書などに電子署名を付与できます。
受信側では、電子署名を検証することにより、作成者の特定とデータ改変の有無の確
認ができます。

②電子入札に必要なICカードとICカードリーダ
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インターネット上では、情報をやり取りする相手の顔が見えません。
身分を証明するため、電子認証局から電子証明書を取得し、利用します。
電子証明書は、現実世界における印鑑証明書や身分証明書に相当し、
ＩＣカードに記録され発行されます。

電子証明書（ＩＣカード）の役割

ＩＣカードは、指定の電子認証局から購入してください。
（各認証局にてＩＣカードの価格は異なりますが、 ２年の有効期限で約２万円です）
（ＩＣカードリーダも各認証局から購入が可能で、約１万円です）

ＩＣカードの名義は、公社に入札参加資格登録している名称及び代表者氏名と一致さ
せる必要があります。



②電子入札に参加可能なICカード
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電子証明書（ICカード）を発行する認証事業者名

電子認証登記所（商業登記認証局）

※日本電子認証株式会社法人認証カードサービスを含む

日本電子認証株式会社

AOSignサービスに係る認証局

AOSignサービスG2に係る認証局

東北インフォメーション・システムズ株式会社

TOiNX電子入札対応認証サービスに係る認証局

株式会社帝国データバンク

TDB 電子認証サービスTypeAに係る認証局

セコムトラストシステムズ株式会社 （旧セコムトラストネット株式会社）

セコムパスポート for G-IDに係る認証局

ジャパンネット株式会社

電子入札コアシステム用電子認証サービスに係る認証局

DIACERTサービスに係る認証局

DIACERT-PLUSサービスに係る認証局

地方公共団体による公的個人認証サービス

株式会社ＮＴＴネオメイト（旧株式会社ＮＴＴアプリエ）

e-Probatio PS2 サービスに係る認証局

e-Probatio PSA サービスに係る認証局



（１）事前準備（公社用項目）
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●工事・物品 （登録作業は共通）

１．利用者登録番号→8桁の半角数字

000＋公社業者コード(5桁)
入力例：00000123（公社業者コードが00123の場合）

２．パスワード→6桁の半角数字

公社業者コード(5桁) ＋ 1

③電子入札用登録番号の確認
※「工事」と「物品」の双方に業者登録

されている場合は、それぞれの利用者登録番号に
別々のICカードを登録する必要があります。



④JavaPolicyの設定

（１）事前準備（公社用項目）
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Ｗｅｂブラウザにポップアップを許可する設定等を行って下さい。

信頼済サイト：https://www.ep-bid.supercals.jp
https://www.ep-bis.supercals.jp

⑤Webブラウザの環境設定

ICカードのセットアップが終わったら、取扱説明書や各民間認証局ＨＰの
指示に従い、JavaPolicyの設定を行って下さい。



(2)利用者登録（公社用項目）
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(1)事前準備をすべて行った後

発行されたICカードを、公社の電子入札システムに登録しま
す。

ここから！
（電子入札関係のメニューです）

(1)事前準備・(2)利用者登録までが済んでいないと、
公社の電子入札には参加できません！



４．利用者登録について
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利用者登録の方法
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公社ホームページのトップページから「入札契約情
報」リンクをクリックし、「電子入札システム」のページ
を開き電子入札システムにログインします。

「入札契約情報」のページからダウンロードできる「操
作マニュアル」に従って、利用者登録を行って下さい。



なお、利用者登録時には、次の点に留意して
登録を行って下さい。
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① 登録番号（半角入力）
・登録番号を半角数字８文字で入力してください。

② 商号または名称（全角入力）

・商号名称を全ての文字を全角で入力してください。

・「株式会社」、「有限会社」などは省略します。

入力例 ： 株式会社○○建設→○○建設

・支店、営業所等で入札参加資格登録されている場合は、商号又は名称の後を１字空け、続いて
支店、営業所名等を入力して下さい。

入力例 ： 株式会社○○建設 ○○支店→○○建設 ○○支店

全角の空白文字を１字入力
します！



なお、利用者登録時には、次の点に留意して
登録を行って下さい。
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② 商号または名称（全角入力） 【続き】

・電子入札システムでは、使用できない文字があります。

使用できない文字：半角ｶﾀｶﾅ、半角記号、外字（独自に作成し登録した漢字等）

機種依存文字（①、Ⅱ、㍉、ヴ、﨑、髙、逸、栁、瀨、淸など）

全角省略文字（㈱、㈲）、全角波線「～」、全角マイナス「－」など

「商号又は名称」や「代表者氏名」「住所」などに、システムで使用できない文字で

入札参加資格登録をされている場合、電子入札システム上では一般的な異体字

に置き換えて（﨑→崎、髙→高、瀨→瀬、淸→清ヴィ→ビなどで）登録しています。

「商号又は名称」に使用できない文字が含まれてエラーとなる場合は、使用できない

文字を一般的な異体字に置き換えて入力して下さい。

（異体字がわからない場合は、公社までお問い合わせ下さい）

③ パスワード（半角入力）

・パスワードは半角数字８文字で入力して下さい。



５．利用者登録や操作方法が
わからないときは？
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利用者登録やシステムの操作方法が分からないときは？

電子調達コールセンターへ
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電話：０５７０－０１１－３１１

（受付時間→平日の９時～正午、１３時～１８時）

操作方法がわからないときは、パソコンの画面

を表示させながら、問い合わせましょう。

・ ＩＣカードに関する内容については、各認証局までお問い合わせ下さい。
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電子入札システムについてのお知らせ
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・ 電子入札システムについてのお知らせは以下のホーム
ページより提供します。

http://www.toshizukuri.or.jp/tender/system.html

・ 入札案件の内容については、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

公益財団法人東京都都市づくり公社

総務部 企画経理課 契約検査係 042-686-1181(ダイヤルイン)



６．電子入札システムの画面説明
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利用者登録（機能の選択）
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利用者登録のリンクを

クリックします

電子入札システムを利用するには、事前準備として

利用者登録を行う必要があります。

使用しているＩＣカードのセットアップにしたがい、選
択してください。

公社ホームページから

電子入札システムに入ります



利用者登録ボタンをクリック

ICカードを

ICカードリーダーにセットしてから

登録ボタンをクリック

利用者登録（登録の選択）
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PIN番号を入力して

OKボタンをクリック

※PIN番号はICカード購入
時に認証局より通知さ
れます



利用者登録（資格審査情報の検索）
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登録番号 → 8桁の半角数字

000＋公社業者コード(5桁)
入力例 ： 00000123 （公社業者コードが00123の場合）

商号又は名称 → すべての文字を全角で入力

「株式会社」「有限会社」などは省略

入力例 ： ○×建設 （⇐株式会社は入れないで！）

パスワード → 6桁の半角数字

公社業者コード(5桁) ＋ 1
入力例 ： 001231 （公社業者コードが00123の場合）

検索ボタンをクリック



利用者登録（利用者の登録）
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企業の情報を
入力する

入力内容確認ボタンを

クリック



利用者登録（登録内容の確認）
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入力内容を確認し、

登録ボタンをクリック

利用者登録完了です

ICカード利用部署情報の連絡先メール

アドレスにお知らせメールが届きます



【３ 入札結果公開】

[入札情報システム]

→入札結果を確認

【１ 入札案件確認】

[入札情報システム]

→入札情報を確認

公社

（発注者）

電子入札の流れ（希望制指名競争入札）
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業者等

（入札参加者）

開札

【２ 電子入札参加】

〔電子入札システム〕

※参加資格申請から落札
決定通知書確認までのや

りとりを行います。

入札結果の公開
入札結果の確認

④入札書

落札決定の確認

入札情報の確認

入札公告等の公開

②入札希望票受付票
①入札希望票

③指名通知書

⑤落札決定通知書

入札参加者全員に落
札者を通知します。

各通知書は電子で発行されます。



入札情報システム（公告案件の確認）
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公社の

ホームページから

入札情報システム

に入ります
入札情報システムが

表示されます

公社の入札予定案件は

入札情報システムにて公開します。



入札情報システム（入札予定の検索）
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検索条件を指定して

検索ボタンをクリックします

入札予定ボタンを

クリックします
一覧から詳細を表示したい

案件の表示ボタンをクリックします



入札情報システム（入札予定の表示）
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案件の詳細が

表示されます

公告文・設計図書等を

ダウンロードします。

※認証が必要なものは

ICカードが必要です

(次ページを参照)



電子入札のICカードをセットして

「ICカード認証」ボタンをクリックします。

※ID・パスワードでの認証は

当面実施しません。

入札情報システム（認証が必要なダウンロード）
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「認証」に「○」が

表示されているものは

ICカードが必要です。

「開く」または「保存」で

ダウンロードします。

ICカードのPIN番号を入力して

「OK」をクリックします。



電子入札システム（機能の選択）

40

電子入札システムの

リンクをクリックします

使用しているＩＣカードのセットアップにしたがい、
JRE1.3用かJRE1.4以上用を選択してください。

公社のホームページから

電子入札システムに入ります



電子入札システム（ICカード認証）
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電子入札システム
をクリック

PIN番号を入力して

OKボタンをクリック

※PIN番号はICカード購入
時に認証局より通知さ
れます



希望制指名競争入札（調達案件の検索）

42

案件の検索条件を指定します

部局は必ず設定してください

調達案件一覧

ボタンをクリック



希望制指名競争入札（調達案件一覧の表示）

43

参加する入札案件の

提出ボタンをクリック

入札情報システムで内容を確認した案件を
選択し、入札希望票を提出します

調達案件の一覧が

表示されます



希望制指名競争入札（入札希望票の提出）

44

必要な情報を

入力・添付します

提出内容確認

ボタンをクリック

添付資料が必要なため、

ファイルを添付します

【参考】ファイルを添付す
る手順

入札希望票



【参考】ファイルを添付する手順

45

１．参照ボタンをクリック

します

２．ファイルを選択し、

開くボタンをクリック

すると、右側の欄に

ファイル名が入ります

３．添付資料追加ボタン

をクリックします

４．左側の欄にファイル

名が入り、添付され

たことになります



希望制指名競争入札（入札希望票の確認）

46

前画面で入力した

内容を確認します

確認の結果、問題がなければ
提出ボタンをクリックします

入札希望票



希望制指名競争入札（入札希望票の受信確認通知）

47

入札希望票受信確認通知が表示されます。

以上で入札希望票の提出は完了です。



希望制指名競争入札（入札希望票受付票の表示）

48

受付票が発行されると、連絡先E-Mail宛てに

お知らせメールが届き、表示ボタンが表示さ

れますので、クリックします。



希望制指名競争入札（入札希望票受付票の確認）

49

入札希望票のように、受注者から提出する申請書に対しては、発注者
から受付票が発行されますので、内容を確認します

入札希望票



希望制指名競争入札（指名通知書の表示）

50

指名通知書が発行されると表示ボタンが

表示されますのでクリックします。



希望制指名競争入札（指名通知書の確認）

51

受注者からの申請に対し発注者は審査を行い、指名/非指名を

通知します。指名された場合は指名通知書が表示されます。

指名されなかった場合は非指名通知書が表示されます。



入札情報システム（設計図書等の閲覧）

52

電子入札にかかる設計図書等は

入札情報システムにて公開します。

入札情報システムが

表示されます

公社の

ホームページから

入札情報システム

に入ります



入札情報システム（利用者の認証）

53

設計図書閲覧ボタ

ンをクリックします

電子入札システムに登録したICカード

で認証を行います。

（※ID・パスワードでの認証は

当面実施しません）



入札情報システム（指名案件の表示）

54

指名を受けた案件のみ

表示されます 設計図書を閲覧したい

案件の「表示」ボタンを

クリックします



入札情報システム（設計図書等のダウンロード）

55

案件の詳細が

表示されます

「ダウンロード」ボタンを

クリックして、設計図書等

をダウンロードします



希望制指名競争入札（入札状況一覧の表示）

56

入札状況の一覧が

表示されます

入札書提出ボタンを

クリックします

公告済の入札案件に対し、

入札書を提出します



希望制指名競争入札（入札書の提出）

57

必要な情報を

入力します

提出内容確認

ボタンをクリック

電子くじ実施案件の

場合、3桁の数字を

くじ番号として入力

します

【参考】電子くじにつ
いて

内訳書が必要な場合、

ファイルを添付します

ファイル数は１つです

【参考】ファイルを添付す
る手順



58

【参考】電子くじについて

入札金額が同価の業者が複数存在した場合には

「電子的なくじ引き」にて落札業者を決定します。

①参加業者は、入札時に「入力くじ番号（任意の数字３桁）」を入力します。

②入力くじ番号に入札書提出日時から決まる数値をシステムが自動的に
加算し、 「確定くじ番号（３桁）」を決定します。

③開札の結果、同額の入札があった場合、電子くじ対象の入札者に入札
書提出順に「０（ゼロ）」から「入札順位」を振ります。
次の数式で得られた余りと、入札順位の数値が一致した入札者が落
札者となります。

【数式】対象者の「確定くじ番号」の和 ÷ 対象者数



59

【参考】電子くじの計算例

入札参加者 Ａ建設 Ｂ建設 Ｃ建設

①入力くじ番号(入札時に入力) 261 347 077

②入札時間 1月22日13時16分35秒642 1月22日14時26分35秒012 1月22日16時54分10秒962

③システム割付番号 642 012 962

④確定くじ番号 (①＋③) 903 (=261+642) 359 (=347+012) 039 (=077+962)

入札順位(②の早い者順) ０ １ ２

④の合算 903 + 359 + 039 = 1301

④の合算÷くじ対象者 1301 ÷ 3 = 433  余り 2

落札者 Ｃ建設

※③システム割付番号は、ある基準日時から入札書提出日時までの経過時間を
ミリ秒単位で取得し、下三桁の数値を使用しています。

※くじ対象業者が３社の場合の計算例



希望制指名競争入札（入札書の提出）

60

前画面で入力した

内容を確認します

確認の結果、問題がなければ

入札書提出ボタンをクリックします

（このボタンを押すと、もう入札書の

訂正は行えません！）

内容を訂正する場合は

戻るボタンを押します



希望制指名競争入札（入札書の受信確認通知）

61
入札書受信確認通知が表示されます。

以上で入札書の提出は完了です。



希望制指名競争入札（入札状況一覧の通知書表示）

62

入札書締切後、開札が行われ発注者

から通知書が発行されます。

未参照の受付票や通知書が

ある場合は、「未参照有り」と

表示されます。

表示ボタンをクリックします



希望制指名競争入札（通知書一覧の表示）

63

発行済の受付票や通知書が

一覧で表示されます

参照する通知書の表示ボタンをクリックします



希望制指名競争入札（落札者決定通知書等の確認）

64

落札者決定通知書が表示されます

内容を確認して入札は完了です



入札情報システム（入札結果の検索）

65

検索条件を指定して

検索ボタンをクリック

入札結果ボタンを

クリックします

一覧から詳細を表示したい

案件の表示ボタンをクリック



入札情報システム（入札結果の表示）

66

入札結果は入札情報システムで公開します。


