
掲載NO 分類 質問 回答 関連するマニュアル、資料等

1

システム 入札情報システムと電子入札システムの違いは何か？ 入札情報システムは入札公告と仕様書等を閲覧するできるシステムです。
一般競争入札案件、公募案件、企画競争案件の公告の情報収集が目的の場合は、入札
情報システムにアクセスしてください。
電子入札システムは、一般競争入札の案件に、参加し、電子入札を行う際に使用します。

2

電子入札システムの利用 全省庁統一資格は取得しておらず、NICTの競争参加資格を取
得した。
電子入札システムを利用できるか？

それだけでは、電子入札システムは利用できません。電子入札システムを利用する場合
は、ＩＣカードを別に購入とＰＣの設定が必要です。
入札情報システムのみ利用できます。
（NICTの競争参加資格の新規取得の場合は、取得時と同時に電子入札利用者登録し、
利用者IDとパスワードを発行します。）

▼NICTホームページ　競争参加資格について
https://www.nict.go.jp/tender/sanka-sikaku.html

3

電子入札システムの利用 入札情報システムと電子入札システムのIDとパスワードは共通
か？

共通です。

4

電子入札システムの利用 入札公告記載の競争参加資格は取得済、電子入札システム利
用者登録済、ICカードを手配中の場合、何か手続きは必要か？

電子入札システムへの「ICカードのセットアップ」がお済でない場合、電子入札システムは
利用できません。

入札公告記載の「競争参加に必要な書類の提出期限」までに「紙入札参加承認申請書」
を契約事務担当者まで提出してください。
当機構の承認後に、「紙入札」を行うこととなります。

▼NICTホームページ　説明書・書式
http://www.nict.go.jp/tender/format.html
入札参加に必要な書類
【物品・役務】提出書類様式集
様式集について

5

電子入札システムの利用 「競争参加に必要な書類の提出期限」の時点では、ICカードの
セットアップが間に合わなかったが、「入札日」の直前でＩＣカード
のセットアップができた場合、紙入札ではなく電子入札に切替可
能か？

途中からの切替はできません。

6

電子入札システムの利用 案件への参加途中でICカードの有効期限が切れてしまうが、どう
すれば良いか？

一般競争入札に参加中は、同一のICカードを使用する必要があります。
カードの有効期限が途中で切れる場合は、「競争参加に必要な書類の提出期限」までに、
「紙入札参加承認申請書」を提出してください。

▼NICTホームページ　説明書・書式
http://www.nict.go.jp/tender/format.html
入札参加に必要な書類
【物品・役務】提出書類様式集
様式集について

7

電子入札システムの利用 電子入札対象案件において、競争参加に必要な書類の提出期
限から入札書受付締切日時の間に電子入札システムが利用で
きなくなった場合どのようにすればよいか？

速やかに契約事務担当者まで連絡し、「紙入札参加承認申請書」を提出してください。 ▼NICTホームページ　説明書・書式
http://www.nict.go.jp/tender/format.html
入札参加に必要な書類
【物品・役務】提出書類様式集
様式集について
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掲載NO 分類 質問 回答 関連するマニュアル、資料等

8

電子入札システム利用者登
録

貴機構の紙入札に参加経験があるが、電子入札は初めて。
まず何をすべきか？

NICTに対して、電子入札利用者登録の手続きを行ってください。
また、電子入札が利用できる動作環境を準備してください。

下記の利用準備マニュアルをご参照ください。
▼電子調達システム　入札参加者ポータルサイト
https://www.ep-bis.supercals.jp/PPIPublish/portal_accepter/020_junbi.html#1

9

電子入札システム利用者登
録

「紙入札参加承認申請書」の理由にある「電子入札システムの有
資格者名簿」とは何か？どこを参照するのか？

電子入札システムの利用者登録者は有資格者名簿に登録されます。
有資格者名簿は、入札情報システムの「入札参加資格者」にてご確認いただけます。

電子入札システムの利用者登録者は有資格者名簿に登録されます。
有資格者名簿は、入札情報システムの「入札参加資格者」にてご確認いただけます。
▼入札情報システム
http://www.nict.go.jp/tender/nyusatsu.html
　┗入札情報システム
　　┗入札情報システム

10

電子入札システム利用者登
録

競争参加資格未取得のため審査申請の手続き中だが、電子入
札システム対象案件に参加することは可能か？

入札日までに競争参加資格を取得した場合は、入札に参加できます。

入札公告記載の「競争参加に必要な書類の提出期限」までに、「入札参加申請書」及び
「紙入札参加承認申請書」を契約事務担当者まで提出してください。
当機構の承認後に、「紙入札」を行うこととなります。

入札説明書［共通］P6
４．競争参加資格の申請　参照

▼NICTホームページ　初めての方へ　基本的な流れ　参照
https://www.nict.go.jp/tender/hajimetenokatahe.html

11

利用者登録（受任者） 受任者設定の際に必要な委任状の委任期間に上限はあるか？ 受任者設定の際に必要な委任状の委任期間は競争参加資格の有効期限が限度です。 ▼NICT電子入札運用基準　第11条2号ハ
https://www.nict.go.jp/tender/lde9n2000000b6mp-att/dennyu-unyoukijun210401r.pdf

12

利用者登録（変更） 代表者が変わった（代表者変更）。
事務所が移転した（住所変更）。
手続きが必要となるか？

競争参加資格の変更手続きを行ってください。
その変更手続き後に、当機構の電子入札利用者登録の変更申請を行ってください。
申請は、当機構指定のWebフォームから行ってください。

▼電子入札ポータルサイト（トップページ  > 調達情報  > 電子入札ポータルサイト）
http://www.nict.go.jp/tender/portalsite.html
∟Webフォームによる申請
　∟利用者登録申請（オレンジ色のバナー）
　　★「申請種類の選択」にて「新規・変更・再発行」を適宜設定してください。
　　★項目に沿ってご入力ください。
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13

ICカード ICカードを購入した。次は何をすれば良いか？ 電子調達システム　入札参加者ポータルサイトをご参照いただき、
3.ICカードのセットアップ以降の作業をおこなってください。
紐づけ（セットアップ）に際しての詳しいマニュアルは5.利用者登録　電子入札システム（利
用者登録）操作マニュアル　をご参照ください。
https://www.ep-bis.supercals.jp/PPIPublish/portal_accepter/020_junbi.html#5

ICカードのセットアップ等、電子入札システムの操作について不明な点がある際は、電子
調達ヘルプデスクまでご連絡ください。

＜電子調達ヘルプデスク＞
電話番号：０５７０－０１１３１１
メール：　contact-supercals-ep@cs.jp.fujitsu.com
受付時間　　平日　９：００～１８：００

14

ICカード 一つの利用者登録で、二枚以上の代表者名義のICカードを複数
の支店で利用することは可能か？

利用者登録の名義と同一名義の、複数のICカードを、セットアップすることは可能です。
入札参加中は、案件に対して、同一のICカードを使用してください。

15

ICカードセットアップ 電子入札システムにてICカードのセットアップを実施しようとした
ところ、「該当する情報が登録されていません」とのエラーが出る
がどうすれば良いか？

業者名称を、「利用者登録通知書」の記載通りのご入力となっているかご確認ください。
（業者名称は全て全角でのご入力となります。）
また、ブラウザのキャッシュクリアをお願いします。
再度入力後もエラー等が生じてしまう場合は、電子調達ヘルプデスクへのご連絡をお願い
いたします。

電子調達システム　入札参加者ポータルサイト
https://www.ep-bis.supercals.jp/PPIPublish/portal_accepter/020_junbi.html#3
	＜電子調達ヘルプデスク＞
	電話番号：０５７０－０１１３１１
	メール：　contact-supercals-ep@cs.jp.fujitsu.com <mailto:contact-supercals-ep@cs.jp.fujitsu.com>
	受付時間　　平日　９：００～１８：００

16

ICカードセットアップ 電子入札システムへICカードをセットアップする際、企業情報登
録画面でFAX番号の入力が必須項目となっている。
FAXを使用していない場合はどうすれば良いか？

FAX番号欄に電話番号と同じ番号を入力してください。

17

ICカードセットアップ 電子入札システムにICカードをセットアップしたところ、「仮登録」
と表示された。どうすれば、本登録になるのか？

当機構の利用者登録情報と異なる名義のICカードをセットアップされた場合は、「仮登録」
となる場合があります。
電子入札利用者登録において、受任者の設定をしていない場合は、代表者様名義で登録
しております。
今後、貴社において、代表者様以外の方に入札の権限を委任し、その受任者様のＩＣカー
ドを使用される方針の場合には、受任者の登録設定が必要となります。
当機構電子入札ポータルサイトより、利用者登録変更申請を行ってください。（委任状の添
付も必要となります。）

▼電子入札ポータルサイト（トップページ  > 調達情報  > 電子入札ポータルサイト）
http://www.nict.go.jp/tender/portalsite.html
∟Webフォームによる申請
　∟利用者登録申請（オレンジ色のバナー）
　　★「申請種類の選択」にて「変更」を設定してください。
　　★項目に沿ってご入力ください。ご入力内容に対して必要な項目が表示されます。
-------------------------
■利用者登録IDの複数取得について（受任者を複数置きたい場合など）
https://www.nict.go.jp/tender/portalsite.html#multipleID

■委任状について
▼委任状ダウンロード先
http://www.nict.go.jp/tender/4otfsk00000jey4h-att/dennyu-ininjo190501.doc

委任者：代表者様
受任者：電子認証ICカードのご利用者様
受任者住所：受任者様の所属住所
※Webフォームにて「ICカード情報（電子入札用のＩＣカードの名義人の情報を入力してください）」欄
にご入力ください。

■ICカード情報については以下URLのご案内を参考にしてください。
http://www.nict.go.jp/tender/lde9n2000000b6mp-att/dennyu-iccardex.pdf
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18

入札参加にかかる書類提出 電子入札対象案件において、紙入札を希望する場合、競争参加
に必要な書類の提出期限までに紙入札参加承認申請の承認を
得る必要があるのか？

競争参加に必要な書類の提出期限までに必要なことは、「紙入札参加承認申請書」の提
出です。
「紙入札参加承認申請書」を受付後に当方で審査し、結果を通知します。

▼NICTホームページ　説明書・書式
http://www.nict.go.jp/tender/format.html
入札参加に必要な書類
【物品・役務】提出書類様式集
様式集について

19

入札参加にかかる書類提出 代表者以外の者（営業担当等）が電子入札システムで入札金額
を入力する場合は、委任状が必要か？
また、不要の場合、電子入札において、委任状（様式３）が必要
になるケースはあるか？

不要です。
別紙様式３は、紙入札において、代表者様以外の方が、開札場所に立ち合い、その場で２
回目以降の入札書の作成・提出する場合に、ご提出ください。

入札説明書［共通］P12
７－２ 紙による入札の場合※電子入札案件で紙入札参加承認を受けた場合を含む。
(３)代理人による入札　参照

20

入札参加にかかる書類提出 押印がある場合は、従前の取り扱い＝全て押印版原本にて提出
が必要ということか？

押印の省略を可能としている書類に対して、押印があった場合は、そのまま受領致しま
す。
押印なしの書類を改めて提出する必要はございません。
押印を求める書類は、委任状、辞退書（紙入札の場合）、誓約書及び確約書です。

21

入札参加にかかる書類提出 様式集において「印」の記入がない書類については押印省略可
能ということか？
また、押印省略で留意する点はあるか？

ご理解の通りです。
入札説明書をご確認ください。

入札説明書［共通］P8
６．入札者に求められる義務等
（２）当機構への提出方法　参照

22

入札参加にかかる書類提出 押印が省略できない書類(委任状、誓約書及び確約書等)の電子
ファイルによる提出は可能か？

押印が省略できない書類は、電子ファイルではなく紙の押印原本でご提出ください。 入札説明書［共通］P8
６．入札者に求められる義務等
（２）当機構への提出方法　参照

23

入札参加にかかる書類提出 電子ファイルにて書類提出後、原本郵送等提出が必要な書類は
あるか？

委任状、辞退書（紙入札の場合）、誓約書及び確約書は、電子ファイルでの提出後、後日
原本を郵送してください。

入札説明書［共通］P8(2)注1　参照

24

入札参加にかかる書類提出 提出書類全ての印を電子印でも問題無いか？電子印不可の書
類はあるか？

紙の入札書、委任状、誓約書、確約書を提出する場合は、紙に押印してご提出ください。
それ以外の書類に電子印がある場合は、そのまま受領します。

25

入札参加にかかる書類提出 誓約書及び確約書は、以前提出をした場合でもコピーを電子ファ
イルで提出する必要があるか？

提出内容に変更が無ければ、再提出はコピー含め不要です。

26

入札参加にかかる書類提出 書類容量が、電子入札システムの要領である２MBを超えてしま
い全てをアップロードすることができない。その場合はどうしたら
良いか？

電子入札システムにて競争参加に必要な書類【1.競争参加資格確認申請書】【2.資格審査
結果通知書の写し】を提出し、容量を超える書類（契約履行が可能であることを証明する
書類等)はメール添付(10MB以内）、ファイル転送サービス、CD-ROMの郵送等にて提出期
限内必着にてご提出ください。

27

入札参加にかかる書類提出 電子ファイルにて書類をアップロードしたが、差し替えたい（期限
内）が、可能か？

原則、差替不可です。
入札説明書（個別事項）に記載の契約事務担当者にご相談ください。
ご相談後、受付可能となった場合は、当該書類をmailにて送付してください。
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28

入札参加にかかる書類提出 電子ファイルにて書類提出後、書類原本及びCD-ROMの郵送等
提出は必要か？

推奨として記載の電子ファイルによる書類提出後は、書類原本の提出は不要です。
容量が大きい等電子ファイルによる書類の提出が困難な場合は、CD-ROMでのご提出を
受け付けます。

29

入札参加にかかる書類提出 郵送持参の場合、書面及びCD-ROMとのことだが、全データを
CD-ROMに入れる必要があるのか？

CD-ROMには【5.契約履行が可能であることを証明する書類】を入れて提出してください。

30

入札案件への質問 電子入札対象案件において、入札案件に関する質問はどのよう
に問い合わせをすればよいか？

電子入札方式及び紙入札方式のいずれの場合も、入札に関するお問い合わせ・仕様内
容に関する質問事項は、電子メールにて、質問票（別紙様式９）Excelファイル形式により
契約事務担当者あてにご連絡ください。
回答は入札情報システムに掲載します。

31

入札書の提出 電子入札において、入札書とともに内訳書を提出する場合には
どのように提出するのか？

案件毎の指示に従い、ご提出ください。

32

入札書の提出 紙入札の特例は、入札書のみが紙の原本提出といった認識で
問題ないか？

ご認識の通りです。
ただし、委任状・誓約書及び確約書の提出が必要な場合は紙にてご提出ください。

33

入札書の提出 電子入札において、NICTの承認を得て紙入札方式による場合で
開札に立ち会わないときは、再度入札に参加できないのか？

電子入札において、NICTの承認を得て紙入札方式による場合で
開札に立ち会わないときは、再度入札に参加できないのか？

紙入札で、開札に立ち会わない場合は、予め、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」
と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」から順に各回数を記載して、それらをまとめ
別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と朱書きし、入札書の提出期限までに提出するこ
とができます。
予め第２回目以降の入札書のご提出が無い場合は、当該入札参加者は再度入札を辞退
したものとして取り扱います。

入札説明書［共通］P11
７．入札書の記載方法及び提出方法
７－２ 紙による入札の場合※電子入札案件で紙入札参加承認を受けた場合を含む。
（２）入札書の提出方法　参照

5 / 6 ページ



掲載NO 分類 質問 回答 関連するマニュアル、資料等

34

入札の辞退 競争参加資格確認申請書提出前に入札参加を取りやめる場合
に手続きは必要か？

競争参加資格確認申請書提出前であれば手続きは必要ありません。

35

入札の辞退 電子入札の場合、競争参加に必要な書類の提出後に入札を辞
退するにはどのようにすればよいか？

入札書受付締切日時前までに電子入札システムにて辞退届を提出後、電子メール又は
電話にて契約事務担当者へ連絡してください。
なお、入札書受付締切日時において入札書等が電子入札システムサーバーに到達して
いない場合は、入札に参加しない又は入札を辞退したものとみなします。（辞退に係る書
類の提出は不要）

入札説明書［共通］P14
１０．入札の辞退
１０－１「電子入札システム」による入札の場合　参照

36

入札の辞退 電子入札の場合、審査結果通知後の辞退も様式8-2を使用する
のか？

様式提出は不要です。
電子入札システム上にて辞退処理を行ってください。
但し、紙入札参加承認申請書提出後、承認済の場合は様式をご提出ください。

37

入札の辞退 入札辞退書（様式８）は電子署名でも良いか？ 電子署名ではなく、押印が必要です。

38

電子入札システム（通知） 電子入札の場合、審査結果通知及び入札結果通知は、紙入札
同様電子メールで通知されるのか？

電子入札の場合、電子メールでの通知は行っておりません。
審査結果通知及び入札結果通知は、電子入札システム上にてご確認ください。

39

電子入札システム（通知） 複数者参加の電子入札の場合、落札者以外にはどのように結
果通知されるのか？

電子入札の場合、電子メールでの通知は行っておりません。
開札結果及び落札状況は電子入札システム上にてご確認ください。

40

その他 入札公告が電子入札システム対象案件となっているが、紙入札
は廃止し、電子入札に移行されたのか？
貴機構の周知文書はあるのか？

電子入札に移行しております。
詳細については、当機構調達情報HP「お知らせ」にて掲載しております。
「一般競争入札における電子入札への移行について 」令和3年2月18日
https://www.nict.go.jp/tender/copy_of_2021.3.1_denshinyuusatsu_ikou.html
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