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 はじめに 

電子入札システム（以下、本システム）は、インターネットを使用して横須賀市（以

下、本市）が発注する案件への入札（見積り合わせ）参加申請、入札（見積）書の送

付、入札（見積り合わせ）結果の確認や、本市への入札参加資格の登録更新申請／登

録変更申請等を行うシステムです。 

本書では、競争入札参加資格審査申請（新規）の利用方法について説明します。 

本書内では、工事、業務委託、物件調達のことを総称して、「種別」と表現してい

ますので、ご留意ください。 

また、本書で使用しているパソコン画面の図と、お持ちのパソコンの画面では、使

用 OS･設定環境の違いにより、デザインが若干異なることがあります。 

 

 申請時の注意点 

 使用するブラウザについて 
本システムの利用は、「Microsoft Edge」で行ってください。 

その他のブラウザ（Microsoft Internet Explorer，Google Chrome 等）はサ

ポートしておりません。 

 

 申請時の登録種別について 
1 度の申請で複数の登録種別（工事／業務委託／物件調達）を申請することが

可能です。 

複数の登録種別へ登録を希望される場合は、1 つの申請で、まとめて申請を行

うようにし、登録種別毎に申請を行わないようにしてください。 

※ 登録種別ごとに申請された場合、申請をやり直していただくことになりま

すのでご注意ください。 

 

 「仮業者番号」／「仮パスワード」について 
1 次申請完了時に、システムの操作画面上で発行される「仮業者番号」，「仮パ

スワード」は、審査結果の確認や 2 次申請時に必要となります。必ず、画面を

印刷して大切に保管してください。 
 
※「仮業者番号」，「仮パスワード」の再発行は行っておりませんので紛失しな

いようご注意ください。 

 

 申請の不備について 
新規登録申請に不備がある場合は、電子入札システム上で修正指示が出ます

ので、申請後は、随時、システムにログインして、申請の審査状況を確認してく

ださい。  



4 

 

 新規登録申請の流れ 

 

 

新規登録案内ページ： 

https://e-bids.yokosuka-ebid.jp/keiyaku/HP/shinki/shinki.html 

 

（１） １次申請（電子申請） 

インターネットで、新規登録案内ページ内の「１次申請の入口」から、１次申

請を行ってください。 

① １次申請画面では、「本社情報」と「契約者情報」と「申請者情報」を入力

してください。 

② １次申請が完了すると、１次申請完了画面上で「仮業者番号」と「仮パスワ

ード」が発行されますので、画面を印刷して大切に保管してください。「仮業

者番号」と「仮パスワード」は、１次申請の結果を確認する際や２次申請を行

う際に必要になります。 

※ 「仮業者番号」と「仮パスワード」は、再発行できませんので、ご注意くだ

さい。 

③ １次申請は、随時申請可能です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ご注意事項】 
 

契約者情報に登録する所在地は、郵便局に「転送届」を出していない所在

地で登録してください。今後、登録完了通知等の書類は、登録所在地の存在
確認の観点から、本市で封筒に「転送不要」と記載し、契約者情報で登録す

る所在地に送付します。郵便局に転送届を出している所在地で登録すると、
郵便物が届かなくなり、登録が完了しない場合があります。 
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（２） １次申請審査の確認 

新規登録案内ページ内の「１次申請の審査結果確認」から、(1)②で発行され

た「仮業者番号」と「仮パスワード」でログインして、審査結果を確認してくだ

さい。 

※ １次申請の審査結果は、原則申請日の翌々開庁日に確認できます。 

 
 

（３） ２次申請（電子申請） 

１次申請の審査結果の承認を確認後、２次申請を行ってください。 

① 新規登録案内ページ内の２次申請の入口から、２次申請の画面へ進んでく

ださい。１次申請で発行された「仮業者番号」と「仮パスワード」（上記(1)②）

を使用して、２次申請入力画面へログインします。 

② ２次申請画面では、工事は経審情報等を、業務委託や物件調達は、登録希望

の業種・営業種目、資格情報をそれぞれ入力してください。 

③ ２次申請は、１次申請が承認された後、随時行えます。 

 
 

（４） 必要書類の提出 

２次申請完了後、システム操作画面に表示される「競争入札参加資格審査申請

書（新規）」画面を印刷し、提出してください。また、「競争入札参加資格審査申

請要領（新規登録）」に記載の提出書類も併せて、契約課に提出してください。

（郵送でも持参でも可） 

 
 

（５） 審査状況の確認 

提出書類到着後、契約課で２次申請を審査します。申請内容や書類に不備があ

る場合は、システム上で修正内容の指示が入力されます。適宜、新規登録案内ペ

ージ内の「２次申請・審査結果確認」から１次申請で発行された「仮業者番号」

と「仮パスワード」でログインし、申請の審査状況を確認してください。 

 
 

（６） 登録開始 

毎月
．．

20
．．

日まで
．．．

に２次申請（電子申請）及び必要書類の提出が完了し、審査が

承認されれば、翌々月の１日から登録開始となります。 

例えば、４月 21 日から５月 20 日までの間に２次申請及び必要書類の提出が

完了した場合、審査に合格すれば、７月１日より登録開始となります。５月 21

日に必要書類が契約課に届き、審査に合格した場合は、８月 1 日からの登録開

始となります。 
 

※ 詳細なスケジュールは、「競争入札参加資格審査申請要領（新規登録）」を確

認してください。 
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 １次申請 

競争入札参加資格審査申請（新規）のご案内ページから 1 次申請を行ってくださ

い。 

競争入札参加資格審査申請（新規）のご案内ページＵＲＬ： 

https://e-bids.yokosuka-ebid.jp/keiyaku/HP/shinki/shinki.html 

 

 １次申請受付画面の表示 
競争入札参加資格審査申請（新規）のご案内ページから「1 次申請の入口」ボ

タンをクリックします。 

 

 

  

１．「1 次申請の入口」ボタ
ンをクリックします。 
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１次申請受付ページが表示されます。 

新規申請に関する注意事項が記載されていますので内容を確認してください。 

 

 

  

１．新規申請に関する注意
事項を確認します。 
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 登録種別の選択 
登録を希望する登録種別（複数選択可）にチェックを入れて「申請」ボタンを

クリックします。 

 

 

 

 

  

１．申請を行う登録種別を
選択します。（複数選択可） 

2．登録種別選択後「申請」
ボタンをクリックします。 

・ 複数の登録種別へ登録を希望される場合は、１つ申請でまとめて申請を行

うようにし、登録種別毎に申請を行わないようにしてください。 

・ 競争入札参加資格登録開始後に、登録種別を追加することは可能です。登
録種別を追加する場合は、電子入札システム上で、業者登録更新もしくは

変更申請を行ってください。 
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 1 次申請情報の入力 
1 次申請情報入力のページが表示されますので、記入例に沿って、各項目に申

請情報を入力します。 

 

  

１．本店の情報を入力しま
す。 

２．申請種別ごとに「登録
情報」及び「契約者の委任
の有無」を入力します。 

３．今回の申請担当者の情
報を入力します。 
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１．本社情報 

※本店の情報を入力してください。 

設定項目 必須 補足事項 

称号又は名称 ○  

フリガナ（称号又は名称） ○ 全角カナ文字で入力してください。 

代表者役職   

代表者氏名 ○  

郵便番号 ○ 半角数字で入力してください。 

所在地 ○  

方書   

電話番号 ○ 市外局番から半角数字で入力してください。 

FAX 番号  市外局番から半角数字で入力してください。 

メールアドレス   

主な業種 ○ 選択入力してください。 

従業員数 ○ 半角数字で入力してください。 

資本金 ○ 半角数字で入力してください。 

株式会社・有限会社以外の方は「0」を入力してください。 

会社設立年月日 ○ 半角数字で入力してください。 

法人番号  半角数字で入力してください。 

13 桁の法人番号を入力してください。法人番号を持たない

方は、入力不要です。 

電子入札用 CD 購入 ○ 電子入札に参加予定がある場合、購入する必要があります。 
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２－ａ．契約者情報 

※ 申請種別ごとに「登録情報」及び「契約者の委任の有無」を入力してくだ

さい。 
設定項目 必須 補足事項 

所在区分 ○ 横須賀市内に登記上の本店等を有する場合のみ、「市

内」となります。「準市内」の要件は、本市入札制度を

ご確認ください。 

経営事項審査基準日／決算日 ○ 半角数字で入力してください。 

過去 2 年間の官公庁実績の有無 ○ 申請種別の会社全体（本店・支店含む）としての実績で

判断してください。 

委任の有無 ○ 代表者を契約者とする場合は「なし（本社情報と同

じ）」を、代表者以外の方（支店長や営業所長等）を契

約者とする場合は「あり（受任者を設置する）」を選択

してください。 
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２－ｂ．受任者情報（委任の有無に「あり」を選択時） 

※ 契約者を受任者とする場合、受任者情報を入力してください。 

設定項目 必須 補足事項 

委任先名称 ○  

フリガナ（委任先名称） ○  

受任者職   

受任者氏名 ○  

郵便番号 ○ 半角数字で入力してください。 

所在地 ○  

方書   

電話番号 ○ 市外局番から半角数字で入力してください。 

FAX 番号  市外局番から半角数字で入力してください。 

メールアドレス   
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３．申請担当者情報 

※ 今回の新規申請のご担当者様の情報を入力してください。申請に対して

本市から問い合わせさせていただく際に、こちらに連絡させていただき

ます。 

設定項目 必須 補足事項 

申請担当部署 ○  

申請担当者氏名 ○  

電話番号 ○ 市外局番から半角数字で入力してください。 

FAX 番号  市外局番から半角数字で入力してください。 

メールアドレス   
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 1 次申請内容の確認と申請 
1 次申請情報入力後、ページ末尾の「確認」ボタンをクリックします。 

 
 

入力内容が表示されますので、内容を確認の上、「申請」ボタンをクリックし

ます。 

 

  

１．入力した内容を確認し
ます。 

２．「申請」ボタンをクリッ
クします。 

１．「確認」ボタンをクリッ
クします。 
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送付確認のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックして 1 次

申請書を送付します。 

 

 

 1 次申請完了と「仮業者番号」／「仮パスワード」の発行 
1 次申請書の送付が正常に行われると、「自社情報入力完了」の画面が表示さ

れ、「仮業者番号」、「仮パスワード」が発行されます。 

「印刷」ボタンをクリックし、本画面を印刷し保管してください。 

※「仮業者番号」、「仮パスワード」は、審査結果の確認や２次申請で使用しま

すので、必ず印刷してください。 

 

 

 

  

・ この画面は、「仮業者番号」、「仮パスワード」発行のほか、

新規登録申請の受領証明になりますので必ず印刷して保管し

てください。 

・ 審査結果の確認や 2 次申請には「仮業者番号」、「仮パスワー

ド」が必要となりますので、紛失にご注意ください。 

・ 「仮業者番号」、「仮パスワード」は再発行できません。万が

一紛失の際は、本市契約課までお問い合わせください。 

１．「OK」ボタンをクリックし
ます。 

１．「仮業者番号」、「仮パスワ
ード」を確認します。 

２．「印刷」ボタンをクリ
ックし、申請完了画面を印
刷します。 
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 1 次申請審査結果の確認 
新規登録案内のページから「1 次申請の審査結果確認」ボタンをクリックして

１次申請の審査結果の確認、及び２次申請用ページのログイン画面を表示しま

す。 

 

 

  

１．「1 次申請の審査結果確
認」ボタンをクリックします。 
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ログイン画面が表示されますので、1 次申請時に発行された「仮業者番号」、

「仮パスワード」を入力してログインします。 

 

 

 

1 次申請の審査結果の確認、及び２次申請用のページが表示されますので、

「審査結果」を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「仮業者番号」、「仮パスワ
ード」を入力します。 

２．「ログイン」ボタンをクリ
ックします。 

１．「審査結果」（承認・否認・
審査中）を確認します。 

２．承認された場合は、「2 次
申請」のボタンが表示されま
す。 

・ １次申請の審査結果は、原則申請日の翌々開庁日に確認でき

ます。 

・ 審査の承認確認後、こちらの画面から２次申請を行ってくだ

さい。 



18 

 

 2 次申請 

1 次申請の承認確認後、審査結果の確認、及び２次申請用のページから 2 次申請

を行ってください。 

 

 2 次申請受付画面の表示 
新規登録案内のページから「２次申請の入口」ボタンをクリックして 1 次申

請の審査結果の確認、及び２次申請用のページにログインします。 

 

 
 

 

 

 

「2 次申請」ボタンをクリックして 2 次申請情報入力ページを表示します。 

  

１．「2 次申請」ボタンをクリ
ックします。 

１．「仮業者番号」、「仮パスワ
ード」を入力します。 

２．「ログイン」ボタンをクリ
ックします。 

１．「２次申請の入口」ボタン
をクリックします。 
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 2 次申請情報の入力 
2 次申請情報入力のページが表示されますので、各項目に申請情報を入力しま

す。 

 

１．工事登録情報 

※経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書の情報を入力してください。 

※発注者評価項目は、所在区分が「市内」の事業者様のみ入力してください。

準市内・市外の事業者様は、入力する必要はありません。 

 

 

 

 

  

１．経審情報を入力します。 

２．所在区分が「市内」の
事業者様のみ入力します。 
 
※適用要件や必要な提出書
類は、「競争入札参加資格
審査申請要領（新規登
録）」を参照してくださ
い。 
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２．委託登録者情報 

※業務委託において登録希望の「業種・営業種目」を入力してください。 

※選択した営業種目に必要な資格が決められており、その資格等に有効期限

がある場合は、資格の有効期限を入力してください。 

※業種・営業種目は、最大５業種・25 営業種目まで登録できます。 

 
 

３．物件登録者情報 

※物件調達において登録希望の「業種・営業種目」を入力してください。 

※選択した営業種目に必要な資格が決められており、その資格等に有効期限

がある場合は、資格の有効期限を入力してください。 

※業種・営業種目は、最大５業種・25 営業種目まで登録できます。 

 
 

 

 

１．業務委託において登録希望
の「業種・営業種目」情報を入
力します。 

１．物件調達において登録希望
の「業種・営業種目」情報を入
力します。 
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４．提出ファイル 

※提出ファイルが必要な場合のみ、下記の画面が表示されます。 

 

 

 

 2 次申請内容の確認と申請 
2 次申請情報入力後、ページ末尾の「確認」ボタンをクリックします。 

 
 

申請内容が表示されますので、内容を確認の上「申請」ボタンをクリックしま

す。 

  

２．「申請」ボタンをクリッ
クします。 

１．「確認」ボタンをクリッ
クします。 

１．申請内容を確認しま
す。 
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送付確認のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックして２次

申請書を送付します。 

 
 

 2 次申請書の印刷と提出書類の確認 
申請の入力完了画面が表示されるのを確認し、「申請書印刷」ボタンをクリッ

クします。 

※申請書を印刷しないと再度、２次申請入力を行っていただくことになりま

すので、必ず印刷してください。 

 

 

  

１．「申請書印刷」ボタ

ンをクリックします。 

１．「OK」ボタンをクリッ
クします。 

・ 申請書を印刷しないと再度、２次申請入力を行っていただく
ことになりますので、必ず「申請書印刷」ボタンをクリック
してください。 
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申請書が表示されますので、本画面を印刷の上、申請時に提出する書類の確認、

準備を行います。 

 

※申請書を印刷しないと再度、申請入力を行っていただくことになりますの

で、必ず印刷してください。なお、押印はご不要です。 

※申請書を印刷し、「競争入札参加資格審査申請（新規登録）提出要領」に記

載の提出書類を併せて契約課に提出してください。 

 

 

  

「申請書印刷」ボタンをク
リックして、申請書を印刷
します。 

※こちらはクリックせず、別
紙「競争入札参加資格審査申
請（新規登録）提出要領」（1
次申請・2 次申請の入り口と
同様の場所に掲載してありま
す。）で確認してください。 
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 2 次申請審査結果について 

申請の内容や書類に不備がある場合は、システム上で修正内容の指示を通知しま

すので、適宜、システムにログインして、2 次申請の審査状況を確認してください。 

 

審査の結果、２次申請が承認された場合は、システム上ではなく、別途本市から、

登録完了通知や業者番号・パスワード等の受領案内の書類を送付します。 

 

 2 次申請の審査状況の確認 
審査結果の確認、及び２次申請用のページにログインします。 

 

  

ログイン後、審査結果を確認します。 

 

 

  

１．「仮業者番号」、「仮パスワ
ード」を入力します。 

２．「ログイン」ボタンをクリ
ックします。 

１．審査状況を確認します。
（修正指示・否認・審査中） 

２．修正指示・否認の場合は審
査理由が表示されますので確認
します。 

・ 申請の内容や書類に不備がある場合は、システム上で修正内
容の指示を通知しますので、適宜、システムにログインし
て、2 次申請の審査状況を確認してください。 
 

・ ２次申請が承認された場合は、システム上ではなく、別途本
市から、登録完了通知や業者番号・パスワード等の受領案内
の書類を送付します。 
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 申請内容の修正 
 

１ 修正指示が書類のみの再提出であった場合 

修正指示内容に沿って、契約課に書類を提出してください。 

 

２ 修正指示内容が、申請入力をし直す指示であった場合 

ログイン後の画面で「修正」ボタンをクリックし、入力内容を修正し再度

申請してください。 
 

 

 

2 次申請情報入力のページが表示されますので、入力内容を修正し再度申請し

ます。 

 

 
・ 再申請の操作方法は 2 次申請の手順を参照してください。 
・ 修正指示内容が、提出書類のみ再提出する内容であった場合

は、本処理は不要です。 

１．「修正」ボタンをクリック
します。 
 
※修正指示内容が、提出書類
のみ再提出する内容であった
場合は、本処理は不要です。 


