
熊本市 



①定例見積 
  ■案件確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.  4～P.10 

  ■見積書提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11～P.23 

  ■見積書受付確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.24～P.26 

  ■見積状況確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.27～P.28 

  ■見積結果確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.29～P.31 

  ■見積結果公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.32～P.37 

 

②随意契約 
  ■見積書提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.39～P.51 

 

③利用者情報変更 
  ■メールアドレス・パスワード変更・・・・・・・・・・・・P.52～P.63 
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「くまもと県市町村 電子入札シ
ステム 」ホームページ 

（URL）http://ebid-portal.kumamoto-
idc.pref.kumamoto.jp/ 

↓ 

「入札情報公開サービス」 
をクリック          
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■物品・委託等の 
「入札情報公開サービス」 

をクリック          

5 

このメッセージが出た場合は、
「はい」をクリック      



「入札公告等情報の検索」 
をクリック          

6 



検索情報を下記のとおりとし
て、上部の「検索」をクリック 
 

①調達機関：熊本市 
②入札及び契約の方法：定例見積 
③業務区分：物品 

④以下、業種や案件名で検索した

い場合には追加で選択又は入力          

7 



内容を確認したい案
件名称をクリック 

テレビ 

8 



案件内容の詳細は、添付さ
れている仕様書等に記載さ
れているため、確認したい
データの「ダウンロード」ボ
タンをクリックして保存又は
開く 

9 



熊本市役所 

平成○○年○○月○○日 

落札業者は、●●●課担当者と打合せのこと。 

テレビ 

仕様書等のデータを
開き、案件の詳細を
確認する 
（品質・規格や数量
等について、十分に
確認すること） 
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「くまもと県市町村 電子入札シス
テム 」ホームページ 

（URL）http://ebid-portal.kumamoto-
idc.pref.kumamoto.jp/ 

↓ 

「電子入札システム」 
をクリックし、システムを起動する          

11 



「熊本市」にチェックし、「物
品［見積方式］（随意契約・
定例見積）」をクリック        

12 

ウィンドウが見切れてメ
ニューが表示されない
場合は、ウィンドウの拡
大レベルを下げてくださ
い。 



「電子入札システム」
をクリック        
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上段の時刻が正常に
表示されたら、「電子入
札システム」をクリック 
（※Java等による警告

のポップアップが出た
場合は、次ページ参
照）        
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【ポップアップ①】 
「はい」をクリック 

【ポップアップ②】 
「実行」をクリック 

【ポップアップ③】 
「続行」をクリック 
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****** 
****** 
****** 

熊本市が発行する「熊本市電
子入札システム（物品）の利用
者申請について」に記載されて
いる①ユーザID、②パスワー

ド、③登録番号を入力し、「入
力内容確認」をクリック        

16 



****** 
****** 
****** 

表示されているユー
ザーID等が正しいこと

を確認し、「ログイン」
をクリック 

17 



検索条件の入札方式欄
を「定例見積」とし、下部
の「検索」をクリック       
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テレビ 

見積書を提出したい
案件の「提出」ボタン
をクリック 
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テレビ 

見積金額を入力する 
（必ず税抜きで入力）   

内訳書等が必要な案件につい
ては、「参照」ボタンでデータ選
択後、「添付資料追加」ボタン
をクリック   
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テレビ 

必ずくじ番号（任意の数字
3桁）入力後、「提出内容
確認」ボタンをクリック  

21 

システムからの通知を受け取る
メールアドレスを入力する 

なお、利用者情報でメールアドレ
スを登録しておくと初期表示が
可能（「③利用者情報変更」参
照）  



必ず見積金額・くじ番号に誤りがない
か確認後、「提出」ボタンをクリック  

（提出後の金額確認は開札後までで
きないため、必要に応じて「印刷」ボタ
ンで印刷してください） 

 

テレビ 
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この画面が表示されたら、 
見積書の提出は完了 
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テレビ 

見積書が正常に届いたど
うかを確認した場合は、調
達案件一覧画面で検索し
た案件の通知書「表示」ボ
タンをクリック 
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 「見積書受付票」をクリック  
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テレビ 

見積書が正常に受付されている場合、この見積書受付票が自動で通
知される。 
ただし、当該通知の確認の有無は、見積書提出には関係しない。 
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平成28年1月4日11時38分 



 

見積状況を確認したい場合
は、調達案件一覧画面で検
索した案件の状況確認「表
示」ボタンをクリック 

テレビ 
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【開札前】 
自者の提出状況のみが表示 
【開札後】 
見積業者と見積金額が表示  

※この画面は、当該案
件に参加した業者のみ
確認できる 
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テレビ 

平成28年1月6日14時00分 
平成28年1月6日14時01分 
1回 



 

見積結果を確認したい場合
は、調達案件一覧画面で検
索した案件の通知書「表示」
ボタンをクリック 

テレビ 
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「見積結果通知書」をクリック  
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テレビ 

 

株式会社 ■■■ 

落札した業者名と金額
が表示される 

※この通知は、当該案件に参
加した業者のみ通知される 
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「くまもと県市町村 電子入札シ
ステム 」ホームページ 

（URL）http://ebid-portal.kumamoto-
idc.pref.kumamoto.jp/ 

↓ 

「入札情報公開サービス」 
をクリック          

見積結果については、
「入札情報公開サービ
ス」において閲覧に供
する（誰でも閲覧可） 
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■物品・委託等の 
「入札情報公開サービス」 

をクリック          

33 

このメッセージが出た場合は、
「はい」をクリック      



「入札・契約情報の検索」 
をクリック          

34 



検索情報を下記のとおりとし
て、上部の「検索」をクリック 
 
①調達機関：熊本市 
②入札及び契約の方法：定例見積 
③業務区分：物品 

④以下、業種や案件名で検索した
い場合には追加で選択又は入力          
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テレビ 

内容を確認したい案件の入札結
果欄にある「入札情報」ボタンを
クリック 
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株式会社 ■■■ 
有限会社 ▲▲▲ 

 

テレビ 見積結果の内容が表示される 
（案件への参加を問わず誰で
も結果の確認が可能） 
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「くまもと県市町村 電子入札シス
テム 」ホームページ 

（URL）http://ebid-portal.kumamoto-
idc.pref.kumamoto.jp/ 

↓ 

「電子入札システム」 
をクリックし、システムを起動する          

※随意契約の場合は、指名
業者のみ案件参加（確認）が
できるため、「入札情報公開
サービス」に案件情報は公開
されません。 
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「熊本市」にチェックし、「物
品［見積方式］（随意契約・
定例見積）」をクリック        

40 

ウィンドウが見切れてメ
ニューが表示されない
場合は、ウィンドウの拡
大レベルを下げてくださ
い。 



「電子入札システム」
をクリック        
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上段の時刻が正常に
表示されたら、「電子入
札システム」をクリック 
（※Java等による警告

のポップアップが出た
場合は、次ページ参
照）        
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【ポップアップ①】 
「はい」をクリック 

【ポップアップ②】 
「実行」をクリック 

【ポップアップ③】 
「続行」をクリック 
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****** 
****** 
****** 

熊本市が発行する「熊本市電
子入札システム（物品）の利用
者申請について」に記載されて
いる①ユーザID、②パスワー

ド、③登録番号を入力し、「入
力内容確認」をクリック        

44 



****** 
****** 
****** 

表示されているユー
ザーID等が正しいこと

を確認し、「ログイン」
をクリック 

45 



検索条件の入札方式欄
を「随意契約」とし、下部
の「検索」をクリック       

46 



パンフレット 

見積書を提出したい
案件の「提出」ボタン
をクリック 

47 



内訳書等が必要な案件につい
ては、「参照」ボタンでデータ選
択後、「添付資料追加」ボタン
をクリック   

 

パンフレット 

見積金額を入力する 
（必ず税抜きで入力）   

48 



必ずくじ番号（任意の数字
3桁）入力後、「提出内容
確認」ボタンをクリック  

49 

 

パンフレット システムからの通知を受け取る
メールアドレスを入力する 

なお、利用者情報でメールアドレ
スを登録しておくと初期表示が
可能（「③利用者情報変更」参
照）  



見積金額・くじ番号に誤り
がないか確認後、「提出」
ボタンをクリック  

（必要に応じて「印刷」ボタ
ンで印刷してください） 
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パンフレット 



この画面が表示されたら、 
見積書の提出は完了 

以降、定例見積と同様のため前述参照。 
 ■見積書受付確認・・・P.24～P.26 
 ■見積状況確認・・・・・P.27～P.28 
 ■見積結果確認・・・・・P.29～P.31 
 ■見積結果公開・・・・・P.32～P.37 
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「熊本市」にチェックし、「物
品［見積方式］（随意契約・
定例見積）」をクリック        

53 

ウィンドウが見切れてメ
ニューが表示されない
場合は、ウィンドウの拡
大レベルを下げてくださ
い。 



「利用者変更」をクリック 
（※Java等による警告の

ポップアップが出た場合
は、次ページ参照）  
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【ポップアップ①】 
「はい」をクリック 

【ポップアップ②】 
「実行」をクリック 

【ポップアップ③】 
「続行」をクリック 

55 



56 

上段の時刻が正常に
表示されたら、「利用者
登録処理」をクリック 



57 

「変更」をクリック 



58 

****** 
****** 
****** 

熊本市が発行する「熊本市電
子入札システム（物品）の利用
者申請について」に記載されて
いる①ユーザID、②パスワー

ド、③登録番号を入力し、「検
索」をクリック        



59 

連絡先メールアドレス欄に、
システムからの通知を受信
したいメールアドレスを入
力        

***********＠****.**.** 

ス
ク
ロ
ー
ル 



60 

入力を終えたら「入力内容
確認」をクリック   

***********＠****.**.** 

パスワードを変更する場合は、
新パスワード及び新パスワー
ド確認欄に変更したいパス
ワードを入力 

（メールアドレス及びパスワー
ド以外は変更しないこと）     

上の連絡先メールアドレス
欄と同じアドレスを入力   



61 

ス
ク
ロ
ー
ル 

入力したメールアドレスに
間違いがないか確認する 

***********＠****.**.** 



62 

当該画面でのパスワードの
確認は不可 

メールアドレスの変更に
誤りがないことを確認し
たら、「変更」をクリック 

***********＠****.**.** 

入力したメールアドレスに
間違いがないか確認する 



63 

この画面が表示されたら、メールアド
レス・パスワードの変更は完了 

「印刷」をクリックすると利
用者情報が印刷できるの
で、必要に応じて印刷を行
う 


