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2.5. 随意契約随意契約随意契約随意契約 

2.5.1. 業務の流れ業務の流れ業務の流れ業務の流れ 

 

2.5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.提出意思確認書受付票受理提出意思確認書受付票受理提出意思確認書受付票受理提出意思確認書受付票受理    
提出意思確認書受付票の確認を行います。 

2.5.32.5.32.5.32.5.3....提出意思確認書提出提出意思確認書提出提出意思確認書提出提出意思確認書提出    
提出意思確認書の提出を行います。 

2.5.22.5.22.5.22.5.2....見積依頼通知書受理見積依頼通知書受理見積依頼通知書受理見積依頼通知書受理    
見積依頼通知書の確認を行います。 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.見積書提出見積書提出見積書提出見積書提出    
見積書の提出を行います 

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.見積書受付票受理見積書受付票受理見積書受付票受理見積書受付票受理    
見積書受付票の確認を行います 

3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.見積締切通知書受理見積締切通知書受理見積締切通知書受理見積締切通知書受理    
見積締切通知書の確認を行います 

3.2.3.2.3.2.3.2.5555....決定通知書受理決定通知書受理決定通知書受理決定通知書受理    
決定通知書の確認を行います 

《日時変更が発生した場合》《日時変更が発生した場合》《日時変更が発生した場合》《日時変更が発生した場合》    

3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.日時変更通知書受理日時変更通知書受理日時変更通知書受理日時変更通知書受理    
日時変更通知書の確認を行います 

3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.取止め通知書受理取止め通知書受理取止め通知書受理取止め通知書受理    
取止め通知書の確認を行います 

《取止めの場合》《取止めの場合》《取止めの場合》《取止めの場合》    《中止の場合》《中止の場合》《中止の場合》《中止の場合》    

3.3.5.3.3.5.3.3.5.3.3.5.中止通知書受理中止通知書受理中止通知書受理中止通知書受理    
中止通知書の確認を行います 
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2.5.2. 見積依頼通知書受理の流れ見積依頼通知書受理の流れ見積依頼通知書受理の流れ見積依頼通知書受理の流れ 

 

 

2.5.2.12.5.2.12.5.2.12.5.2.1....通知書表示通知書表示通知書表示通知書表示    
見積依頼通知書を確認します 

2.5.2.22.5.2.22.5.2.22.5.2.2....通知書印刷通知書印刷通知書印刷通知書印刷    
見積依頼通知書を印刷します 

2.5.2.32.5.2.32.5.2.32.5.2.3....通知書保存通知書保存通知書保存通知書保存    
見積依頼確認通知書を保存します 
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2.5.2.1. 見積依頼通知書を確認するには？ 

 

ログインログインログインログイン    
電子入札システムにログインします 

調達案件検索調達案件検索調達案件検索調達案件検索    
調達案件を検索します 

2.5.2.12.5.2.12.5.2.12.5.2.1....通知書表示通知書表示通知書表示通知書表示    
見積依頼通知書を確認します 

調達案件一覧調達案件一覧調達案件一覧調達案件一覧    
登録されている案件の一覧画面を表示します 
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見積依頼通知書を確認するには？見積依頼通知書を確認するには？見積依頼通知書を確認するには？見積依頼通知書を確認するには？    

 

 

 

 

 

【調達案件一覧画面】 

発注者から発行される“見積依頼通知書”を閲覧するための一覧画面です。 

    

表示ボタン①表示ボタン①表示ボタン①表示ボタン①を押下します。 

 

 

【補足説明】 

・調達案件名称を押下することにより、調達案件概要を表示します。 

・最新表示ボタンを押下することにより、同じ検索条件で再検索を行い、最新の一覧情報を表示します。 

・
 

ボタンを押下することにより、前ページを表示します。（複数ページある場合） 

・
 

ボタンを押下することにより、次ページを表示します。（複数ページある場合） 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理通知書受理通知書受理通知書受理    

ログイン 調達案件検索 通知書表示通知書表示通知書表示通知書表示    通知書印刷 通知書保存 

受付票受理 意思確認提出 
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見積依頼通知書を確認するには？見積依頼通知書を確認するには？見積依頼通知書を確認するには？見積依頼通知書を確認するには？    

 

 

 

 

 

【見積依頼通知書表示画面】 

発注者から発行される“見積依頼申請書”を閲覧するための画面です。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

    

戻るボタン②戻るボタン②戻るボタン②戻るボタン②を押下することにより、調達案件一覧画面に戻ります。 

 

 

【次の操作】 

・印刷する場合は、印刷ボタン印刷ボタン印刷ボタン印刷ボタン【【【【AAAA】】】】を押下します。（詳細については、「2.5.2.2.見積依頼通知書を印刷するには？」を参照） 

・保存する場合は、保存ボタン保存ボタン保存ボタン保存ボタン【【【【BBBB】】】】を押下します。（詳細については、「2.5.2.3.見積依頼通知書を保存するには？」を参照） 

 

【補足説明】 

・署名検証ボタン・署名検証ボタン・署名検証ボタン・署名検証ボタン【【【【CCCC】】】】を押下することにより、署名検証成否のポップアップが表示されます。 

 

 

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理通知書受理通知書受理通知書受理    

ログイン 調達案件検索 通知書表示通知書表示通知書表示通知書表示    通知書印刷 通知書保存 

受付票受理 意思確認提出 
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2.5.2.2. 見積依頼通知書を印刷するには？ 

 

ログインログインログインログイン    
電子入札システムにログインします 

調達案件検索調達案件検索調達案件検索調達案件検索    
調達案件を検索します 

2.5.2.22.5.2.22.5.2.22.5.2.2....通知書印刷通知書印刷通知書印刷通知書印刷    
見積依頼通知書を印刷します 

調達案件一覧調達案件一覧調達案件一覧調達案件一覧    
登録されている案件の一覧画面を表示します 
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見積依頼通知書を印刷するには？見積依頼通知書を印刷するには？見積依頼通知書を印刷するには？見積依頼通知書を印刷するには？    

 

 

 

 

 

【見積依頼通知書表示画面】 

見積依頼通知書を表示した画面です。 

    

印刷ボタン①印刷ボタン①印刷ボタン①印刷ボタン①を押下することにより、新規ウィンドウにて見積依頼通知書印刷画面を表示します。 

 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理通知書受理通知書受理通知書受理    

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷通知書印刷通知書印刷通知書印刷    通知書保存 

受付票受理 意思確認提出 
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見積依頼通知書を印刷するには？見積依頼通知書を印刷するには？見積依頼通知書を印刷するには？見積依頼通知書を印刷するには？    

    

 

 

 

 

【新規ウィンドウ】 

見積依頼通知書を印刷するための画面です。 

    

印刷印刷印刷印刷ボタン②ボタン②ボタン②ボタン②を押下することにより、見積依頼通知書が印刷されます。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタン「×」ボタン「×」ボタン「×」ボタン③③③③で画面を閉じて、見積依頼通知書画面に戻って下さい。 

 

 

【補足説明】 

見積依頼通知書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能②印刷機能②印刷機能②印刷機能②をご使用願います。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理通知書受理通知書受理通知書受理    

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷通知書印刷通知書印刷通知書印刷    通知書保存 

受付票受理 意思確認提出 
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2.5.2.3. 見積依頼通知書を保存するには？ 

 

ログインログインログインログイン    
電子入札システムにログインします 

調達案件検索調達案件検索調達案件検索調達案件検索    
調達案件を検索します 

2.5.2.32.5.2.32.5.2.32.5.2.3....通知書保存通知書保存通知書保存通知書保存    
見積依頼通知書を保存します 

調達案件一覧調達案件一覧調達案件一覧調達案件一覧    
登録されている案件の一覧画面を表示します 
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見積依頼通知書を保存するには？見積依頼通知書を保存するには？見積依頼通知書を保存するには？見積依頼通知書を保存するには？    

 

 

 

 

 

【見積依頼通知書表示画面】 

見積依頼通知書を表示した画面です。 

    

保存ボタン①保存ボタン①保存ボタン①保存ボタン①を押下することにより、ファイルのダウンロードダイアログを表示します。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理通知書受理通知書受理通知書受理    

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存通知書保存通知書保存通知書保存    

受付票受理 意思確認提出 
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見積依頼通知書を保存するには？見積依頼通知書を保存するには？見積依頼通知書を保存するには？見積依頼通知書を保存するには？    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ファイルのダウンロードダイアログ】 

見積依頼通知書を保存するための画面です。 

 

見積依頼通知書を保存する場合は、保存ボタン保存ボタン保存ボタン保存ボタン②②②②を押下します。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理通知書受理通知書受理通知書受理    

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存通知書保存通知書保存通知書保存    

受付票受理 意思確認提出 
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見積依頼通知書を保存するには？見積依頼通知書を保存するには？見積依頼通知書を保存するには？見積依頼通知書を保存するには？    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【名前を付けて保存ダイアログ】 

見積依頼通知書を保存するための画面です。 

    

保存する場所③保存する場所③保存する場所③保存する場所③を選択し、ファイル名ファイル名ファイル名ファイル名④④④④を入力後、保存ボタン保存ボタン保存ボタン保存ボタン⑤⑤⑤⑤を押下します。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理通知書受理通知書受理通知書受理    

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存通知書保存通知書保存通知書保存    

受付票受理 意思確認提出 
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見積依頼通知書を保存するには？見積依頼通知書を保存するには？見積依頼通知書を保存するには？見積依頼通知書を保存するには？    

 

 

 

 

 

【ダウンロードの完了ダイアログ】 

見積依頼通知書を保存するための画面です。 

    

ダウンロード完了を確認後、閉じるボタン閉じるボタン閉じるボタン閉じるボタン⑥⑥⑥⑥を押下します。 

 

 

【補足説明】 

保存したデータを表示する場合は、「4.1.5.1.保存データを表示するには？」を参照します。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理通知書受理通知書受理通知書受理    

ログイン 調達案件検索 通知書表示 通知書印刷 通知書保存通知書保存通知書保存通知書保存    

受付票受理 意思確認提出 



第 2.5章 随意契約 

徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-14 

 

2.5.3. 提出意思確認書提出の流れ提出意思確認書提出の流れ提出意思確認書提出の流れ提出意思確認書提出の流れ 

 

 

2.5.3.1.2.5.3.1.2.5.3.1.2.5.3.1.提出意思確認書提出提出意思確認書提出提出意思確認書提出提出意思確認書提出    
提出意思確認書を提出します 

2.5.3.2.2.5.3.2.2.5.3.2.2.5.3.2.提出意思確認書表示提出意思確認書表示提出意思確認書表示提出意思確認書表示    
提出した提出意思確認書を確認します 

2.5.3.3.2.5.3.3.2.5.3.3.2.5.3.3.提出意思確認書印刷提出意思確認書印刷提出意思確認書印刷提出意思確認書印刷    
提出した提出意思確認書を印刷します 

2.5.3.4.2.5.3.4.2.5.3.4.2.5.3.4.提出意思確認書保存提出意思確認書保存提出意思確認書保存提出意思確認書保存    
提出した提出意思確認書を保存します 
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2.5.3.1. 提出意思確認書を提出するには？ 

 

ログインログインログインログイン    
電子入札システムにログインします 

調達案件検索調達案件検索調達案件検索調達案件検索    
調達案件を検索します 

2.5.3.12.5.3.12.5.3.12.5.3.1....提出意思確認書提出提出意思確認書提出提出意思確認書提出提出意思確認書提出    
提出意思確認書を提出します 
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提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書をををを提出するには？提出するには？提出するには？提出するには？    

 

 

 

 

【調達案件一覧画面】 

提出意思確認書を提出可能な案件を表示する一覧画面です。 

    

提出ボタン①提出ボタン①提出ボタン①提出ボタン①を押下します。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    意思確認印刷 意思確認表示 意思確認保存 
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提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書をををを提出するには？提出するには？提出するには？提出するには？    

 

 

 

 

【提出意思確認書提出画面】 

提出意思確認書を提出するために、必要な情報を入力・確認する画面です。 

    

提出意思の「あり」か「なし」提出意思の「あり」か「なし」提出意思の「あり」か「なし」提出意思の「あり」か「なし」②②②②を選択し、必要な情報を確認後、提出内容確認ボタン③提出内容確認ボタン③提出内容確認ボタン③提出内容確認ボタン③を押下します。 

 

 

【補足説明】 

提出意思確認書は提出意思の有無に関わらず、必ず提出してください。 

 

電子入札システムは時間によって管理されています。締切時間ぎりぎりに送信された場合、通信の状況等により電子入札システムは時間によって管理されています。締切時間ぎりぎりに送信された場合、通信の状況等により電子入札システムは時間によって管理されています。締切時間ぎりぎりに送信された場合、通信の状況等により電子入札システムは時間によって管理されています。締切時間ぎりぎりに送信された場合、通信の状況等により

通信中のものであっても時間になれば自動的に締切られます。余裕を持って提出して頂くようお願いいたします。通信中のものであっても時間になれば自動的に締切られます。余裕を持って提出して頂くようお願いいたします。通信中のものであっても時間になれば自動的に締切られます。余裕を持って提出して頂くようお願いいたします。通信中のものであっても時間になれば自動的に締切られます。余裕を持って提出して頂くようお願いいたします。    
 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    意思確認印刷 意思確認表示 意思確認保存 



第 2.5章 随意契約 

徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-18 

    

提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書をををを提出するには？提出するには？提出するには？提出するには？    

 

 

 

  

 

【提出意思確認書内容確認画面】 

提出意思確認書の内容を確認後、提出するための画面です。 

    

提出内容を確認後、提出ボタン④提出ボタン④提出ボタン④提出ボタン④を押下します。 

 

 

【補足説明】 

・提出内容を印刷する場合は、印刷ボタン印刷ボタン印刷ボタン印刷ボタン【【【【AAAA】】】】を押下し、別ブラウザにて表示される「提出意思確認書」画面で、印刷を行ってくだ

さい。 

・前の画面に戻す場合は、戻るボタン戻るボタン戻るボタン戻るボタン【【【【BBBB】】】】を押下します。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    意思確認印刷 意思確認表示 意思確認保存 



第 2.5章 随意契約 

徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-19 

 

提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書をををを提出するには？提出するには？提出するには？提出するには？    

 

 

 

  

 

【提出意思確認書受信確認通知画面】 

提出意思確認書が正常に送信されたことを通知するための画面です。 

    

印刷ボタン⑤印刷ボタン⑤印刷ボタン⑤印刷ボタン⑤を押下することにより、新規ウィンドウが表示されます。 

ブラウザの印刷機能にて印刷を行います。 

 

 

【補足説明】 

「提出意思確認書受信確認通知」画面は、後で印刷することはできないため、必ず表示された時点で印刷するよう注意願います。 

 

調達案件一覧ボタンは印刷ボタンを押下すると押下できるようになります。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    意思確認印刷 意思確認表示 意思確認保存 



第 2.5章 随意契約 

徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-20 

    

提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書をををを提出するには？提出するには？提出するには？提出するには？    

 

 

 

 

 

【新規ウィンドウ】 

提出意思確認書を印刷するための画面です。 

    

印刷ボタン⑥印刷ボタン⑥印刷ボタン⑥印刷ボタン⑥を押下することにより、提出意思確認書受信確認通知が印刷されます。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタン「×」ボタン「×」ボタン「×」ボタン⑦⑦⑦⑦で画面を閉じて、提出意思確認書受信確認通知画面に戻って下さい。 

 

 

【補足説明】 

「提出意思確認書受信確認通知」画面は、後で印刷することはできないため、必ず表示された時点で印刷するよう注意願います。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    意思確認印刷 意思確認表示 意思確認保存 



第 2.5章 随意契約 

徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-21 

    

提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書をををを提出するには？提出するには？提出するには？提出するには？    

 

 

 

  

 

【提出意思確認書受信確認通知画面】 

提出意思確認書が正常に送信されたことを通知するための画面です。 

    

調達案件一覧ボタン調達案件一覧ボタン調達案件一覧ボタン調達案件一覧ボタン⑧⑧⑧⑧を押下します。 

 

 

【補足説明】 

「提出意思確認書受信確認通知」画面は、後で印刷することはできないため、必ず表示された時点で印刷するよう注意願います。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    意思確認印刷 意思確認表示 意思確認保存 



第 2.5章 随意契約 

徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-22 

 

提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書をををを提出するには？提出するには？提出するには？提出するには？    

 

 

 

 

【調達案件一覧画面】 

提出意思確認書を提出し、調達案件一覧に戻った後の画面です。 

    

 

【補足説明】 

調達案件一覧画面に戻ると、「受領確認／提出意思確認書」の「提出」欄に表示されるボタンが、提出ボタンから表示ボタンにかわり

ます。 

 

 

ここまでが、「提出意思確認書提出」ここまでが、「提出意思確認書提出」ここまでが、「提出意思確認書提出」ここまでが、「提出意思確認書提出」の操作となります。の操作となります。の操作となります。の操作となります。    

 

【次の操作】 

提出意思確認書受付票を確認する場合は、「2.5.4.1.提出意思確認書受付票を表示するには？」を参照します。 
 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    意思確認印刷 意思確認表示 意思確認保存 



第 2.5章 随意契約 

徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-23 

    

2.5.3.2. 提出意思確認書を確認するには？ 

 

ログインログインログインログイン    
電子入札システムにログインします 

調達案件検索調達案件検索調達案件検索調達案件検索    
調達案件を検索します 

2.5.3.22.5.3.22.5.3.22.5.3.2....提出意思確認書表示提出意思確認書表示提出意思確認書表示提出意思確認書表示    
提出済みの提出意思確認書を表示します 



第 2.5章 随意契約 

徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-24 

 

提出意思確認書を確認するには？提出意思確認書を確認するには？提出意思確認書を確認するには？提出意思確認書を確認するには？    

 

 

  

 

 

【調達案件一覧画面】 

提出意思確認書を表示するための一覧画面です。 

    

表示ボタン①表示ボタン①表示ボタン①表示ボタン①を押下します。 

 

 

【補足説明】 

再提出ボタン再提出ボタン再提出ボタン再提出ボタン【【【【AAAA】】】】を押下することにより、提出意思確認書を再提出することができます。再提出ボタン押下後の操作は「2.5.3.1提出

意思確認書を提出するには？」を参照します。 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出 意思確認印刷 意思確認表示意思確認表示意思確認表示意思確認表示    意思確認保存 



第 2.5章 随意契約 

徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-25 

 

提出意思確認書を確認するには？提出意思確認書を確認するには？提出意思確認書を確認するには？提出意思確認書を確認するには？    

 

 

 

 

 

【提出意思確認書表示画面】 

提出済みの提出意思確認書を閲覧するための画面です。 

    

戻るボタン②戻るボタン②戻るボタン②戻るボタン②を押下することにより、調達案件一覧画面に戻ります。 

 

 

【次の操作】 

・印刷する場合は、印刷ボタン印刷ボタン印刷ボタン印刷ボタン【【【【AAAA】】】】を押下します。（詳細については、「2.5.3.3提出意思確認書を印刷するには？」を参照） 

・保存する場合は、保存ボタン保存ボタン保存ボタン保存ボタン【【【【BBBB】】】】を押下します。（詳細については、「2.5.3.4提出意思確認書を保存するには？」を参照） 

 

【補足説明】 

・署名検証ボタン・署名検証ボタン・署名検証ボタン・署名検証ボタン【【【【CCCC】】】】を押下することにより、署名検証成否のポップアップが表示されます。 

 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出 意思確認印刷 意思確認表示意思確認表示意思確認表示意思確認表示    意思確認保存 



第 2.5章 随意契約 

徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-26 

 

2.5.3.3. 提出意思確認書を印刷するには？ 

 

ログインログインログインログイン    
電子入札システムにログインします 

調達案件検索調達案件検索調達案件検索調達案件検索    
調達案件を検索します 

2.5.3.32.5.3.32.5.3.32.5.3.3....提出提出提出提出意思確認書印刷意思確認書印刷意思確認書印刷意思確認書印刷    
提出済みの提出意思確認書を印刷します 



第 2.5章 随意契約 

徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-27 

 

提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書をををを印刷するには？印刷するには？印刷するには？印刷するには？    

 

 

  

 

【提出意思確認書表示画面】 

提出意思確認書を表示した画面です。 

    

印刷ボタン印刷ボタン印刷ボタン印刷ボタン①①①①を押下することにより、新規ウィンドウにて提出意思確認書印刷画面を表示します。 

 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出 意思確認印刷意思確認印刷意思確認印刷意思確認印刷    意思確認表示 意思確認保存 



第 2.5章 随意契約 

徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-28 

 

提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書をををを印刷するには？印刷するには？印刷するには？印刷するには？    

 

 

 

 

【新規ウィンドウ】 

提出意思確認書を印刷するための画面です。 

    

印刷印刷印刷印刷ボタン②ボタン②ボタン②ボタン②を押下することにより、提出意思確認書が印刷されます。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタン「×」ボタン「×」ボタン「×」ボタン③③③③で画面を閉じて、提出意思確認書画面に戻って下さい。 

 

【補足説明】 

提出意思確認書印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能②印刷機能②印刷機能②印刷機能②をご使用願います。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出 意思確認印刷意思確認印刷意思確認印刷意思確認印刷    意思確認表示 意思確認保存 
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徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-29 

 

2.5.3.4. 提出意思確認書を保存するには？ 

 

ログインログインログインログイン    
電子入札システムにログインします 

調達案件検索調達案件検索調達案件検索調達案件検索    
調達案件を検索します 

2.5.3.42.5.3.42.5.3.42.5.3.4....提出意思確認書保存提出意思確認書保存提出意思確認書保存提出意思確認書保存    
提出済みの提出意思確認書を保存します 
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徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-30 

 

提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書をををを保存するには？保存するには？保存するには？保存するには？    

 

 

 

 

【提出意思確認書表示画面】 

提出意思確認書を表示した画面です。 

    

保存ボタン保存ボタン保存ボタン保存ボタン①①①①を押下することにより、ファイルのダウンロードダイアログを表示します。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出 意思確認印刷 意思確認表示 意思確認保存意思確認保存意思確認保存意思確認保存    
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2.5-31 

 

提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書をををを保存するには？保存するには？保存するには？保存するには？    

 

 

 

  

 

【ファイルのダウンロードダイアログ】 

提出意思確認書を保存するための画面です。 

    

提出意思確認書を保存する場合は、保存保存保存保存ボタンボタンボタンボタン②②②②を押下します。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出 意思確認印刷 意思確認表示 意思確認保存意思確認保存意思確認保存意思確認保存    
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徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-32 

 

提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書をををを保存するには？保存するには？保存するには？保存するには？    

 

 

 

  

 

【名前を付けて保存ダイアログ】 

提出意思確認書を保存するための画面です。 

    

保存する場所③保存する場所③保存する場所③保存する場所③を選択し、ファイル名ファイル名ファイル名ファイル名④④④④を入力後、保存ボタン保存ボタン保存ボタン保存ボタン⑤⑤⑤⑤を押下します。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認提出意思確認提出意思確認提出意思確認提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出 意思確認印刷 意思確認表示 意思確認保存意思確認保存意思確認保存意思確認保存    
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2.5-33 

 

提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書提出意思確認書をををを保存するには？保存するには？保存するには？保存するには？    

 

 

 

  

 

【ダウンロードの完了ダイアログ】 

提出意思確認書を保存するための画面です。 

    

ダウンロード完了を確認後、閉じるボタン閉じるボタン閉じるボタン閉じるボタン⑥⑥⑥⑥を押下します。 

 

 

【補足説明】 

保存したデータを表示する場合は、「4.1.5.1.保存データを表示するには？」を参照します。 

 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理 意思確認意思確認意思確認意思確認提出提出提出提出    

ログイン 調達案件検索 意思確認提出 意思確認印刷 意思確認表示 意思確認保存意思確認保存意思確認保存意思確認保存    
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2.5-34 

 

2.5.4. 提出意思確認書受付票受理の流れ提出意思確認書受付票受理の流れ提出意思確認書受付票受理の流れ提出意思確認書受付票受理の流れ 

 

 

2.5.4.1.2.5.4.1.2.5.4.1.2.5.4.1.受付票表受付票表受付票表受付票表示示示示    
提出意思確認書受付票を確認します 

2.5.4.2.2.5.4.2.2.5.4.2.2.5.4.2.受付票印刷受付票印刷受付票印刷受付票印刷    
提出意思確認書受付票を印刷します 

2.5.4.3.2.5.4.3.2.5.4.3.2.5.4.3.受付票保存受付票保存受付票保存受付票保存    
提出意思確認書受付票を保存します 
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2.5-35 

 

2.5.4.1. 提出意思確認書受付票を表示するには？ 

 

ログインログインログインログイン    
電子入札システムにログインします 

調達案件検索調達案件検索調達案件検索調達案件検索    
調達案件を検索します 

調達案件一覧調達案件一覧調達案件一覧調達案件一覧    
登録されている案件の一覧画面を表示します 

2.5.4.12.5.4.12.5.4.12.5.4.1....受付票表示受付票表示受付票表示受付票表示    
提出意志確認書受付票を確認します 
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2.5-36 

 

提出意思確認書受付票を表示するには？提出意思確認書受付票を表示するには？提出意思確認書受付票を表示するには？提出意思確認書受付票を表示するには？    

 

 

 

  

 

【調達案件一覧画面】 

発注者から発行される“提出意思確認書受付票”を閲覧するための一覧画面です。 

    

表示ボタン①表示ボタン①表示ボタン①表示ボタン①を押下します。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理受付票受理受付票受理受付票受理    意思確認提出 

ログイン 調達案件検索 受付票印刷 受付票表示受付票表示受付票表示受付票表示    受付票保存 
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2.5-37 

 

提出意思確認書受付票を表示するには？提出意思確認書受付票を表示するには？提出意思確認書受付票を表示するには？提出意思確認書受付票を表示するには？    

 

 

 

 

 

【提出意思確認書受付票表示画面】 

発注者から発行される“提出意思確認書受付票”を閲覧するための画面です。 

    

戻るボタン②戻るボタン②戻るボタン②戻るボタン②を押下することにより、調達案件一覧画面に戻ります。 

 

 

【次の操作】 

・印刷する場合は、印刷ボタン印刷ボタン印刷ボタン印刷ボタン【【【【AAAA】】】】を押下します。（詳細については、「2.5.4.2.提出意思確認書受付票を印刷するには？」を参照） 

・保存する場合は、保存ボタン保存ボタン保存ボタン保存ボタン【【【【BBBB】】】】を押下します。（詳細については、「2.5.4.3.提出意思確認書受付票を保存するには？」を参照） 

 

【補足説明】 

・署名検証ボタン・署名検証ボタン・署名検証ボタン・署名検証ボタン【【【【CCCC】】】】を押下することにより、署名検証成否のポップアップが表示されます。 

 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理受付票受理受付票受理受付票受理    意思確認提出 

ログイン 調達案件検索 受付票印刷 受付票表示受付票表示受付票表示受付票表示    受付票保存 
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2.5-38 

 

2.5.4.2. 提出意思確認書受付票を印刷するには？ 

 

ログインログインログインログイン    
電子入札システムにログインします 

調達案件検索調達案件検索調達案件検索調達案件検索    
調達案件を検索します 

調達案件一覧調達案件一覧調達案件一覧調達案件一覧    
登録されている案件の一覧画面を表示します 

2.5.4.22.5.4.22.5.4.22.5.4.2....受付票印刷受付票印刷受付票印刷受付票印刷    
提出意志確認書受付票を印刷します 



第 2.5章 随意契約 

徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-39 

 

提出意思確認書受付票を印刷するには？提出意思確認書受付票を印刷するには？提出意思確認書受付票を印刷するには？提出意思確認書受付票を印刷するには？    

 

 

 

  

 

【提出意思確認書受付票表示画面】 

提出意思確認書受付票を表示した画面です。 

    

印刷ボタン①印刷ボタン①印刷ボタン①印刷ボタン①を押下することにより、新規ウィンドウにて提出意思確認書受付票印刷画面を表示します。 

 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理受付票受理受付票受理受付票受理    意思確認提出 

ログイン 調達案件検索 受付票印刷受付票印刷受付票印刷受付票印刷    受付票表示 受付票保存 



第 2.5章 随意契約 

徳島県電子入札システム操作マニュアル－受注者編－ 

2.5-40 

 

提出意思確認書受付票を印刷するには？提出意思確認書受付票を印刷するには？提出意思確認書受付票を印刷するには？提出意思確認書受付票を印刷するには？    

 

 

 

  

 

【新規ウィンドウ】 

提出意思確認書受付票を印刷するための画面です。 

 

提出意思確認書受付票印刷画面の印刷ボタン印刷ボタン印刷ボタン印刷ボタン②②②②を押下します。 

 

印刷終了後、右上の「×」ボタン「×」ボタン「×」ボタン「×」ボタン③③③③で画面を閉じて、提出意志確認書受付票表示画面に戻って下さい。 

 

【補足説明】 

提出意思確認書受付票印刷画面での印刷はブラウザの印刷機能印刷機能印刷機能印刷機能②②②②をご使用願います。 

 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理受付票受理受付票受理受付票受理    意思確認提出 

ログイン 調達案件検索 受付票印刷受付票印刷受付票印刷受付票印刷    受付票表示 受付票保存 
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2.5-41 

 

2.5.4.3. 提出意思確認書受付票を保存するには？ 

 

ログインログインログインログイン    
電子入札システムにログインします 

調達案件検索調達案件検索調達案件検索調達案件検索    
調達案件を検索します 

調達案件一覧調達案件一覧調達案件一覧調達案件一覧    
登録されている案件の一覧画面を表示します 

2.5.4.32.5.4.32.5.4.32.5.4.3....受付票保存受付票保存受付票保存受付票保存    
提出意思確認書受付票を保存します 
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2.5-42 

 

提出意思確認書受付票を保存するには？提出意思確認書受付票を保存するには？提出意思確認書受付票を保存するには？提出意思確認書受付票を保存するには？    

 

 

 

  

 

【提出意思確認書受付票表示画面】 

提出意思確認書受付票を表示した画面です。 

    

保存ボタン保存ボタン保存ボタン保存ボタン①①①①を押下することにより、ファイルのダウンロードダイアログを表示します。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

要請書受理 受付票受理受付票受理受付票受理受付票受理    意思確認提出 

ログイン 調達案件検索 受付票印刷 受付票表示 受付票保存受付票保存受付票保存受付票保存    
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2.5-43 

 

提出意思確認書受付票を保存するには？提出意思確認書受付票を保存するには？提出意思確認書受付票を保存するには？提出意思確認書受付票を保存するには？    

 

 

 

  

 

【ファイルのダウンロードダイアログ】 

提出意思確認書受付票を保存するための画面です。 

 

提出意思確認書受付票を保存する場合は、保存保存保存保存ボタン②ボタン②ボタン②ボタン②を押下します。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理受付票受理受付票受理受付票受理    意思確認提出 

ログイン 調達案件検索 受付票印刷 受付票表示 受付票保存受付票保存受付票保存受付票保存    
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2.5-44 

 

提出意思確認書受付票を保存するには？提出意思確認書受付票を保存するには？提出意思確認書受付票を保存するには？提出意思確認書受付票を保存するには？    

 

 

 

  

 

【名前を付けて保存ダイアログ】 

提出意思確認書受付票を保存するための画面です。 

    

保存する場所保存する場所保存する場所保存する場所③③③③を選択し、ファイル名ファイル名ファイル名ファイル名④④④④を入力後、保存ボタン保存ボタン保存ボタン保存ボタン⑤⑤⑤⑤を押下します。 

 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理受付票受理受付票受理受付票受理    意思確認提出 

ログイン 調達案件検索 受付票印刷 受付票表示 受付票保存受付票保存受付票保存受付票保存    
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2.5-45 

 

提出意思確認書受付票を保存するには？提出意思確認書受付票を保存するには？提出意思確認書受付票を保存するには？提出意思確認書受付票を保存するには？    

 

 

 

  

 

【ダウンロードの完了ダイアログ】 

提出意思確認書受付票を保存するための画面です。 

    

ダウンロードの完了を確認後、閉じるボタン閉じるボタン閉じるボタン閉じるボタン⑥⑥⑥⑥を押下します。 

 

 

【補足説明】 

保存したデータを表示する場合は、「4.1.5.1.保存データを表示するには？」を参照します。 

 

画面説明画面説明画面説明画面説明    

操作手順操作手順操作手順操作手順    

通知書受理 受付票受理受付票受理受付票受理受付票受理    意思確認提出 

ログイン 調達案件検索 受付票印刷 受付票表示 受付票保存受付票保存受付票保存受付票保存    


