
青森県電子入札ＦＡＱ

 № 質 問 回 答 参 考

ＩＣカード・利用者登録

1001 ＰＩＮ番号とはなんですか？
コアシステム対応の認証局が、ICカード購入の際にICカード毎に発行する
暗証番号です。

1002
ＰＩＮ番号を何回連続入力間違いをするとカードが失効しま
すか？

ICカードの失効までの連続誤入力回数は、各認証局により異なります。ご
利用の電子認証局にお問合せください。

1003
ＩＣカード更新を行った場合、実施途中の案件に引き続き参
加できますか？

入札書提出前であれば可能です。入札書提出後に更新した場合、更新時
期が入札書提出から開札日時と重なってしまう場合は、紙入札移行手続き
を行っていただきます。

1004
ＩＣカードを更新した場合、新ＩＣカードでログインし、旧カー
ドで参加した案件の情報を確認できますか？

確認できます。ＩＣカード更新の有無に関わらず、同一企業ならどのＩＣカー
ドでも過去の案件情報を確認することができます。

1005 ＩＣカード更新後に旧カードは利用できますか？ 更新後、旧カードは有効期限内であっても利用不可能となります。

1006
「ＩＣカード更新」機能で旧カードの情報を新カードに書き換
えた場合、企業ＩＤは変わりますか？

「ＩＣカード更新」機能でも、「登録」機能でも、企業ＩＤは変わりませんので、
旧カードで参加中の案件にも、引き続き新カードでご参加いただけます。

1007
利用者登録で「ＩＣカード更新」ボタンがあります。これはど
のような機能でしょうか？

ＩＣカードに登録済みの情報を新しいＩＣカードに引き継ぐ機能です。ＩＣカード
の有効期限切れが間近となった際等にご利用ください。なお、ＩＣカードを再
購入した場合は、ＩＣカードの「登録」により追加登録していただきます。

1008
ＩＣカードが利用者登録されているかを確認するにはどうす
れば良いですか？

利用者登録で「登録」をクリックすると確認できます。「挿入されているＩＣ
カードの利用者はすでに登録されています。」と表示された場合は、既に登
録されたＩＣカードとなります。

1009
ＰＩＮ番号を入力後、赤字で「ログインに失敗しました。ＩＣ
カードを確認してください。」というメッセージがでる。

利用者登録を行なっていない場合に表示されるメッセージです。利用者登
録を行なってください。

1010
開札時刻が重なった場合でもＩＣカードは１枚あれば足りる
のでしょうか？

青森県では予定価格を公表しているため、応札は１回としております。その
結果、開札時の待機を要しませんので、国土交通省等の他の発注機関と
のＩＣカードの共通化は問題ないと思われます。

1011 複数のＩＣカードで対応可能でしょうか？
はい、可能です。複数のＩＣカードに対応しております。また、案件ごとにＩＣ
カードを指定する運用は行いませんので事前確認も行いません。

1012
建設工事と関連業務両方の等級名簿に登載されておりま
す。ＩＣカードは１枚で大丈夫でしょうか？

セキュリティ管理上、建設工事と関連業務のＩＣカードは別々のものを用意
してください。

1013
経常ＪＶの利用者登録は、単体用で登録したカードを併用
できますか？

単体用のＩＣカードを経常ＪＶ用として併用することはできません。経常ＪＶ専
用のカードをご用意ください。

1014
同一の「ＩＣカード取得者」で何枚もカードを取得可能です
か？

はい。同一の名義で実印を何種類も保持できることと同様に可能です。た
だし、全く同一の実印が無いことと同様に、全く同一のＩＣカード（コピー）と
いうことではありません。また、ＩＣカードの管理はくれぐれもご注意くださ
い。

1015
電子入札に使用するICカードを１枚用意すれば、青森県及
び国を含む他の機関の電子入札と共通で使用することは
できますか？

コアシステムにより構築している団体に限って言えば、ICカードを本県及び
国を含む他の機関の電子入札と共通で使用することは可能です。なお、環
境設定は、すでに登録されてある環境設定ファイルに追加する形なので、
各機関の登録には影響ありません。ＩＣカードのＰＩＮ番号についても、青森
県又は他の機関のシステムに登録することで変更になることはありませ
ん。
　ＩＣカードの枚数については、更新時は一定の期間を要するので、念のた
め予備カードを準備している会社もあるようです。
　ただし、電子入札システムを独自システムで構築している団体もあります
ので、入札参加予定の公共団体に事前にお問い合わせいただくことをお勧
めします。

1016
利用者登録の登録（変更）内容確認画面にある、証明書シ
リアル番号とは何ですか？

証明書シリアル番号は認証局によって採番された番号であるため、電子入
札システムでは使用しません。証明書発行者、証明書有効期限もＩＣカード
に対する情報ですので、詳細はご利用の認証局にお問い合わせください。

1017
利用者登録を実施しましたが、企業ＩＤや登録した内容を再
確認するにはどうしたらいいですか？

利用者登録メニューの「変更」から確認することができます。
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電子入札の設定

2001 java.policy（ジャバポリシー）とはなんですか？
電子入札システムのプログラムをクライアントマシンにダウンロードするた
めの設定です。この設定を行わないと電子入札システムを使用することが
できませんのでご注意ください。

2002 国と同じＩＣカードで電子入札に参加する際の注意点は？
環境設定（Ｊａｖａｐｏｌｉｃｙの設定）に、青森県の情報を追加する必要がありま
す。詳細は、カード購入先認証局にお問い合わせください。

2003
電子入札システムを起動すると、ブラウザが終了してしま
う。

①サードパーティ製のブラウザ拡張の無効化設定を行って下さい。②不要
なアドオンソフトを無効化してください。③セキュリティソフト等の常駐プログ
ラムを停止または終了して下さい。

2004
電子入札システムが動作するパソコンのOSは何がいいで
すか？

以下のOSが動作保証対象です。
①Windows 7 Home Premium/ Professional SP1　（32bit版/64bit版）
②Windows8.1エディションなし、Pro （32bit版/64bit版）
③Windows10　Home/Pro　（32bit版/64bit版）

※認証局や発注機関により対応OSが異なる場合があります。
　ICカードを取得した認証局、および他にご利用される発注機関に確認して
ください。

2005
電子入札システムが動作するブラウザは何があります
か？

電子入札システムは「InternetExplorer11」のみ対応しております。
InternetExplorer以外のブラウザ(Chrome、Firefox等)には対応しておりませ
ん。

（注意事項）
※Internet Explorerは32 bit版をご利用ください。
※Windows 8.1はデスクトップ版のInternet Explorerのみサポート対象となり
ます。
※Windows 10に搭載されているMicrosoft Edgeは使用することができませ
ん。
※InternetExplorer11以外のバージョンは、マイクロソフト社が2016年1月12
日よりサポートを終了したバージョンです。お早目にマイクロソフト社がサ
ポートしているバージョンへ変更してください。

2006
案件の途中でJREのバージョンを変更しても問題ありませ
んか？

特に問題ありませんが、パソコンのセットアップ中に問題が発生した場合、
申請等が間に合わなくなる恐れがありますので、なるべく余裕のある間に
行うようにしてください。

システム操作中のトラブル

3001 くじ番号を入力しないとどうなるのでしょうか？
入力しないとエラーになり、入札書を提出することができません。なお、くじ
番号は「000～999」までの任意の３桁の数字を入力してください。（例．○
「071」、☓「71」）

3002 電子入札システムは何分でタイムアウトになりますか？
セキュリティ上、最後にサーバーと通信してから３０分間何の操作も行わな
いとタイムアウトになります。

3003
ＩＣカード取得者が複数の場合、受領確認書はどのＩＣカー
ドからでも提出可能ですか？

お客様が事前に年間委任状を提出していることが前提となりますが、どの
カードでも提出可能です。なお、同じ案件で、複数枚のＩＣカードを使用する
ことは、ＩＣカードの更新による切り替えによるものを除き、原則として認めて
おりません。

3004 応札したことを確実に確認する方法はあるのでしょうか？

はい。皆様が応札したら、青森県より「入札受付票」が発行されます。この
入札受付票は、システム画面上で確認できますし、受付票を発行した旨を
お知らせするメールも送信されます。入札受付票は、印刷されることをお勧
めいたします。

3005
「指名通知書が発行されました・・・」というメールが届きまし
たが、違うＩＣカードで案件に参加できますか？

はい。参加できます。

3006
電子入札の開札状況を確認する方法がありましたら、教え
てください。

青森県では、電子入札の開札が大幅に遅れそうな場合は、全ての入札参
加者に対して、ファックス等により第一報の経過報告を行う運用としており
ます。そのほか、電子入札システム上でも、作業経過をお知らせすることが
あります。（※入札状況一覧画面の状況「表示」ボタンをクリックします。）
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①信頼済みサイトの設
定
②互換表示設定

3008
利用者登録時、登録完了画面を印刷し忘れてしまいまし
た。どうしたらいいですか？

登録完了画面の代わりに、利用者登録の変更内容確認画面を印刷してく
ださい。利用者登録メニュー画面にて「変更」ボタンを押下し、利用者変更
画面を表示します。次に、画面下部にある「入力内容確認」ボタンをクリック
し、変更内容確認画面を表示します。画面下部にある「印刷」ボタンをクリッ
クすると別ブラウザで変更内容確認画面が表示されますので、ブラウザの
印刷機能で画面を印刷してください。

3009

添付ファイルを追加し送信しようとするが送信できません。
提出内容確認ボタンを押すと以下のアプレットエラーが表
示されます。「APPLET-ERROR-01101602-10020」「指定さ
れた添付資料が見つかりません」

①添付するファイルがネットワーク上の共有フォルダ、フロッピーディスク等
の外部メディアに保存されているとうまくいかないことがあります。ファイル
を一度デスクトップ等に保存してから再度ファイル添付を実行してください。
②信頼済みサイトの設定が正しく設定されていない可能性があります。未
設定であれば設定していただき、設定済みの場合でも再度設定内容を確
認してください。

3010

電子入札システムにログインしようとすると、日付と時刻が
表示されず、ログインできません。

・Plugin tag OBJECT or EMBED not supported by browser
と表示される
・真っ白になってしまう
・「×」マークが表示される
・「！」マークが表示される

下記いずれかが原因の可能性があります。
①Javaポリシー（java.policy）の設定に誤りがある。
　Javaポリシーの設定を確認してください。
　設定するアドレスは「https://www.ebs-asp.fwd.ne.jp/CALS/」です。

②ご利用のJavaがシステム対応外のバージョンである。
Javaをアンインストールし、再度対応しているJavaをインストールしてくだ

さい。
対応しているJavaのバージョンは、認証局毎に異なりますので、認証局に

ご確認ください。

③複数のJavaがインストールされている。
Javaが複数インストールされている場合、ログインできない可能性があり

ます。

④Javaバージョン確認

3011
電子入札システムにログインしようとすると、「JavaTMは、
最新のものではなく更新が必要なためブロックされまし
た。」と表示されます。

Internet Explorerの信頼済みサイトの設定を行ってください。
①「Internet Explorer」を起動する。
②「ツール」メニューより「インターネット オプション」を選択する。
③「セキュリティ」タブの「信頼済みサイト」を選択し、「サイト」ボタンをクリッ
クする。
④「次のWebサイトをゾーンに追加する」に以下のURLを入力し「追加」ボタ
ンをクリックする。
https://www.ebs-asp.fwd.ne.jp
⑤「OK」ボタンをクリックし「インターネットオプション」画面の「レベルのカス
タマイズ」ボタンをクリックする。
⑥「ポップアップブロックの使用」を「無効にする」に変更する。
「OK」ボタンをクリックし各設定画面を閉じる。

①信頼済みサイトの設
定

3012
電子入札システムにログインしようとすると、Javaの警告
メッセージが表示されます。
何を選択したらいいですか？

ご利用のJavaバージョンによって、警告メッセージの表記が異なります。
下記を参考にしてください。
①「Java update needed」または「Javaのアップデートが必要です」と表示さ
れた場合
　「Later」または「後で」を選択してください。「更新」はしないでください。

②「Javaセキュリティ警告」または「セキュリティ警告」が表示された場合
　必ず「実行」を選択してください。「更新」はしないでください。

※「更新」をするとJavaの入れ直しが必要になる場合がありますのでご注
意ください。

⑥Java警告メッセージ
の回避方法

3013
電子入札システムにログインしようとすると、「セキュリティ
によってブロックされたアプリケーション」と表示され、ログ
インができません。

JRE7Update45をご利用の場合、Javaのセキュリティ設定が必要となりま
す。
Javaのコントロールパネルから、Javaのセキュリティレベルを「中」にしてく
ださい。
JRE8をご利用の場合は、例外サイト・リストが設定されていることを確認し
てください。

⑦Javaセキュリティ設定

3007
電子入札システムの利用にあたり注意事項はあります
か？

以下の内容を確認・注意してください。
○Ｗｉｎｄｏｗｓユーザ名が２バイト文字（日本語等）でないこと。
○Ｗｉｎｄｏｗｓドメイン名が２バイト文字（日本語等）でないこと。
○Ｊａｖａインストール時のユーザ名が２バイト文字（日本語等）でないこと。
○ＪａｖａインストールをＡｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒｓ権限をもつユーザで行うこと。
○ＹａｈｏｏやＧｏｏｇｌｅ等のツールバーや、ポップアップブロック機能を有する
ソフトをインストールしている場合、青森県電子入札システムのアドレス
「http://www.ebs-asp.fwd.ne.jp/」がブロック解除対象となっていること。
○Ｊａｖａｐｏｌｉｃｙが正確に設定されていること。
○青森県電子入札システムのアドレス「http://www.ebs-asp.fwd.ne.jp/」
が、信頼済みサイトに登録されていること。
○互換表示設定がされていること。

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_01shinraizumi-site.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_01shinraizumi-site.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_02gokan-hyouji.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_04Java-version.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_01shinraizumi-site.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_01shinraizumi-site.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_06keikoku-kaihi.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_06keikoku-kaihi.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_07java-security.pdf
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3014 Javaのバージョンを調べる方法はありますか？

Javaのコントロールパネルからご確認頂けます。
①スタートメニューから「コントロールパネル」を開きます。
②コントロールパネルより「Java」のアイコンをクリックします。
③「Javaのコントロールパネル」より、「バージョン情報」をクリックし、バー
ジョンをご確認ください。

④Javaバージョン確認

3015
PIN番号入力後、下記のエラーメッセージが表示されます。
「処理の受付が終了しませんでした。再度、同じ処理を実
行してください」

もう一度、同じ操作をして改善しない場合は、ブラウザの再起動を行ってく
ださい。
ブラウザの再起動を行った後も改善しない場合は、Internet Explorerの設
定をし直す必要があります。

①信頼済みサイトの設
定

③IEキャッシュクリア手
順
⑤Javaキャッシュクリア
手順

3017
「Ｂａｃｋｓｐａｃｅ」キーを押下すると、前の画面に戻ってしま
います。

「Ｂａｃｋｓｐａｃｅ」キーを押下すると、前の画面に戻るというのは電子入札ＡＳ
Ｐの機能ではなく、インターネット・エクスプローラの機能となります。本機能
を使用した場合、システムが正常に動作しない場合がありますので、前画
面に戻る場合には、システム画面上の「戻る」ボタンをご使用ください。

3018
各通知書の表示はできるが、印刷ボタンや保存ボタンを押
下しても画面が変わりません。

原因として、ハードディスクの空き容量が少ないことが考えられます。ハー
ドディスクの空き容量は、ご使用のパソコンがＷｉｎｄｏｗｓＸＰの場合は
500MB以上、ＷｉｎｄｏｗｓＶｉｓｔａの場合は1GB以上ご用意ください。

3019
入札書の金額を間違えました。修正して再提出はできます
か？

入札書の再提出及び提出後の入札金額の確認は不可能となります。青森
県電子入札システムは、お客様が入札金額の入札間違いを防止するため
に、「入札金額を入力すると横に漢数字の記載された金額を同時表示」、
「コンマ区切りの数字を同時表示」させるほか、入札書提出前に入札金額
等を確認する画面が表示されます。

3020
入札書に入力した金額が、右側の表示欄に表示されませ
ん。

入札金額は半角の数字で入力していただきます。日本語入力システムＯＮ
の状態で金額を入力した場合、全角文字として入力すると、このような現象
が起こります。日本語入力システムをＯＦＦにし、半角数字を直接入力にて
金額を入力していただくと表示欄に金額が表示されます。

3021
応札する際にトラブルが発生し対応できない場合はどのよ
うにすればよろしいでしょうか？

まず、入札締切時間を確認してください。その後、入札締切時間までに、各
発注機関へ連絡します。連絡後は各発注期間の指示に従ってください。

紙入札参加承諾願等の
様式について

3022
紙に切り替えた場合、入札書にくじ番号を記載するので
しょうか？

はい。入札書余白にくじ番号を記載していただくことになります。くじ番号
は、電子入札システムによる入札同様、「000」から「999」までの任意の3桁
の番号を記載してください。

3023
入札書が正常に提出されたことを確認するにはどうしたら
良いですか？

入札書提出後、入札書受付票が自動発行されます。電子入札システムメ
ニューの「入札状況一覧→入札／見積／辞退届受付表欄」に「入札書受付
票表示」ボタンが表示されていれば提出されています。

3024
開札時間が遅れている場合等はどこに確認すればよいで
すか？

電子入札システムの「入札状況一覧」に該当案件を表示し、「状況」表示ボ
タンをクリックしてください。発注者から提供された情報は、「作業状況確
認」画面にて確認することができます。「作業状況確認」画面を表示すると
「○月○日☓時☓分現在、～により開札を一時間遅らせます」というような
情報が提供されます。

3016
PIN番号入力後、下記のエラーメッセージが表示されます。
「実行エラーが発生しました。」

①Internet ExplorerとJavaのキャッシュのクリアを行ってください。
②Javaポリシーの設定ができているか確認してください。
Javaポリシーの確認・設定方法に関してはICカードを購入した認証局にお
問い合わせください。

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_04Java-version.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_01shinraizumi-site.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_01shinraizumi-site.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_03IE-cash-clear.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_03IE-cash-clear.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_05java-cash-clear.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/190701_05java-cash-clear.pdf
http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/e-nst_unyoukijyun.html
http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/e-nst_unyoukijyun.html
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電子入札の運用

4001
紙に切り替えた場合、入札書にくじ番号を記載するので
しょうか？

はい。入札書余白にくじ番号を記載していただくことになります。くじ番号
は、電子入札システムによる入札同様、「000」から「999」までの任意の3桁
の番号を記載してください。

4002
入札書が正常に提出されたことを確認するにはどうしたら
良いですか？

入札書提出後、入札書受付票が自動発行されます。電子入札システムメ
ニューの「入札状況一覧→入札／見積／辞退届受付表欄」に「入札書受付
票表示」ボタンが表示されていれば提出されています。

4003
開札時間が遅れている場合等はどこに確認すればよいで
すか？

電子入札システムの「入札状況一覧」に該当案件を表示し、「状況」表示ボ
タンをクリックしてください。発注者から提供された情報は、「作業状況確
認」画面にて確認することができます。「作業状況確認」画面を表示すると
「○月○日☓時☓分現在、～により開札を一時間遅らせます」というような
情報が提供されます。

4004
競争入札参加資格名簿の変更届を提出したが、電子入札
システムの利用者登録画面で変更されていません。

企業代表者変更の手続きが完了してから、電子入札システムへの変更が
なされるまで若干の時間がかかります。青森県監理課建設業振興グルー
プに状況をお問い合わせください。なお、この手続き中の間に、お客様が行
う入札参加手続き等については、入札に参加する発注機関宛に変更届出
が提出されているのであれば、有効な手続きとしております。

4005
業者情報について、代表者名が会社名になっています（建
設関連業者）。

建設関連業務における入札参加資格名簿の過去のデータ仕様と現在の
データ仕様との互換性を確保するため、一部のお客様の情報は、代表者
名欄に会社名が表示される場合があります。そのまま利用者登録しても問
題ありません。

4006
特定ＪＶの場合において、構成員の代表者へ委任する個
別委任状は、書面により提出するのでしょうか？

はい。委任状は電子対応ではありませんので、従来どおり、書面により提
出していただきます。協定書は申請書等の添付書類として電子入札システ
ムを利用して提出可能です。

4007
電子入札自体は会社の代表者が行い、契約は委任状によ
り委任された支店長が行うことは可能でしょうか？

年間委任状において、上記権限に関する委任事項を明記していることが前
提となりますが、システム上可能です。ただし、自社内において、操作等行
き違いのないように連絡を密にしてください。

4008
委任状について、年間委任状の他に、従来行なっていた
個別の委任状を提出する必要はないのでしょうか？

年間委任状については、本社が県外にある会社で、支店長等が入札や契
約を行う場合を想定したものです。代表者名義のＩＣカードを用いて入札を
行う場合は委任状を提出する必要はありません。

4009
入札時間について、前日の９時から１５時までを標準とす
るとありますが、これはどの発注機関も同様にこのような
対応になるのでしょうか？

９時から１５時までが標準ですが、最終的には各発注期間が定めることとし
ておりますので、公告または指名通知時に記載される「入札受付開始日
時」及び「入札締切日時」、「開札予定日時」を必ず確認してください。

代表者・支店長等の変更

5001
代表者・支店長等の変更手続き方法・流れを教えてくださ
い。

（別紙のとおり）

6001
ＩＳＤＮ回線しか対応していない地域では、どのように対応
すればよいのですか？

ＩＳＤＮ回線でも電子入札は可能ですが、ＡＤＳＬ回線と比べて、通信トラブ
ルの可能性が高くなります。技術資料提出及び入札書提出期間等に注意
し、早めの提出を心がけてください。

6002 ページを開く時に「セキュリティの警告」が表示されます。
そのまま「はい」を選択して構いません。（インターネット・エクスプローラ８の
場合は質問方法が変更されています。「いいえ」を選択してください。）

6003
国土交通省を利用しているのですが、ＩＣカードは機関ごと
に更新するのですか？

ＩＣカード更新は利用者登録を行なっている公共団体ごとに実施してくださ
い。

6004 入札書を提出する画面のくじ番号とはなんですか？
電子入札システムでは、予定価格内で最低価格の応札者が複数いた場
合、電子くじにより落札候補者を決定します。

6005 電子くじのしくみについて教えてください。 別添ファイルをご覧ください。 電子くじのしくみ

6006
最低入札額が複数の業者で同額になった場合はどのよう
に落札者が決定されるのでしょうか？

落札となる価格を複数の者が入札した場合は、紙入札と同様にくじで落札
者を決めます。入札書提出時に電子くじ番号（３桁数字）を登録し、その数
字等を元に電子くじが行われます。

その他

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/files/e-nst_e-kuji.pdf
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6007
自分のパソコンと電子入札システムの時間がずれていま
すが、入札書等の提出はどちらの時間に合わせれば良い
ですか？

電子入札システムサーバ上の時間を基準として、全ての受付開始や締切
等が設定されていますので、電子入札システム画面上部中央の時刻が電
子入札での標準時刻となります。お客様のパソコン等の時間が受付時間
内だったとしても、電子入札システムの時間が過ぎていた場合は、入札書
等が受理されませんので、余裕をもって提出処理をお願いします。

6008 落札結果はメールで届くのでしょうか？

落札結果は電子入札システム上で発行される「落札者決定通知書」にてご
確認ください。「落札者決定通知書」が到着すると同時に「落札者決定通知
書到着のお知らせ」メールをお届けいたします（メールには落札結果は記
載されておりません）。

6009
受付票や通知書が到着すると「受付票（通知書）到着のお
知らせ」メールが届きますが、このメールはだれがしている
のですか？

電子入札システム自体が青森県に代わり自動的に送信しています。

6010
複数のＩＣカードで利用者登録を行ったところ、すべて同じ
企業ＩＤで登録されましたが問題ないですか？

問題ありません。青森県の電子入札システムは、お客様の業者番号に一
つの企業ＩＤを付与しております。何枚登録しても、企業ＩＤは同じです。

6011
通常型指名競争入札方式における指名通知書発行メール
以降、案件に関するメールはどこに送付されますか？

案件に参加するＩＣカードの連絡先メールアドレス宛に送付されます。利用
者登録画面の３段目に記載されているメールアドレスとなります。指名通知
書発行お知らせメールの場合、青森県は、指名通知の段階では、お客様
がどのＩＣカードを使用するかこの段階では分かりません。よって、利用者
登録情報２段目に記載された、「代表窓口情報」の連絡先メールアドレスに
指名通知のお知らせメールを発行します。上記以外の場合、お客様がどの
ＩＣカードを使用するかが分かりますので、利用者情報３段目に記載された
「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を送信
します。

6012 入札保証金納付方法はどのようなものがありますか？
入札保証金の納付は、青森県建設工事入札保証金収納事務取扱要領に
より行います。詳細については、トップページ上に記載しておりますのでご
覧ください。

6013
経営事項審査の結果通知書（総合評定値通知書）はどの
ように提出すればよいのですか？

指名競争入札の場合、持参、郵送等によるほか、ファックス等を利用して提
出してください。条件付き一般競争入札の場合、申請書と共に、ＰＤＦデータ
等に添付して提出してください。

6014
技術資料はどんなアプリケーションソフトを認めています
か？

以下のソフトを認めています。
○ＰＤＦ（Ａｃｒｏｂａｔ７形式以下での保存。）
○Ｗｏｒｄ（2003形式以下での保存。なるべくＰＤＦに変換すること。）
○Ｅｘｃｅｌ（2003形式以下での保存。なるべくＰＤＦに変換すること。）
○一太郎（2006形式以下での保存。なるべくＰＤＦに変換すること。）
※提出する資料が複数の場合は、ＬＺＨ形式又はＺＩＰ形式により１ファイル
に圧縮してから提出してください。

6015 契約書の様式等はどこでもらうことができますか？
契約書及び提出様式は、青森県建設業ポータルサイトの様式集からダウ
ンロードすることができます。

6016
物品及び役務に関する電子入札実施予定について教えて
ください。

物品及び役務に関する電子入札実施予定については、物品及び役務の入
札参加資格申請書等を提出した窓口に直接お問い合わせください。


