
Web:書類添付

書類の添付方法は、物品/コンサル/建設すべてで共通です。

1「 、クリックしま

害類を添付する場合は「書類添付」ボタンをクリックしてください。

添付した害類を削除したい場合は哨那余」ポタンをクリックしてください。

※容量の大きいファイルは添付に時間がかかる場合があります。

②書類を選択する画面が開くので、

ファイルの種類を選択し「照」ボタンをクリックします

害類を選択してください。
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01:入札参加資格審査申詰書様式1号

※添付した書類は、受付が完了するまで保管してください。

確三忍画面へ

※客量の大きいファイルは添付に時間がかかる場合があります。
ファイルサイズが9N佐超える場合は、添付できない場合が胴りますので
書類を郵送するか、分割して添付してください。

分割の際は、ファイル名を「書類名U「書類名2」など分かる様にして下さい。

③ファイル選択画面が表示されるので、添付するファイルを選択します。
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ファイル名

添付害類テスト1.pdf

④ファイルを添付したら、「OK」ボタンをクリックします。

書類を選択してください。

m:入札寺加資格審査申詰書様式1号

※添付した書類は、受付が完了するまで保管してください。
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⑤添付した書類は一覧として表示されます。

一度添付した類を削除したい場合には、「削除」ボタンで削除をして、再度、

書類を添付する場合は「害類添付」ポタンをグノックしてください。

添付した書類を削除したい場合は哨卵余」ポタンをグノックしてくださし

※容量の大きいファイルは添付に時間がかかる場合があります。
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書類名 作成日時

0101:入札参加資格審査申請書様式1号2009/01/1417B324

業種情報,、、戻

▲' 1

確三忍画面<、

類を添付してください。
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書類を添付する場合は「害類添付」ボタンをクリックしてください。

添付した書類を肖亦余したい場合は哨卵余」ボタンをクリックしてくださし

※容量の大きいファイルは添付に時間がかかる場合があります。

書類名 作成日時

0101:入糺参力噴格審査申請書様式1号2009/0ν14 17B3:24

▲' 1

⑥書類の添付が終わったら、「確'画面へ」ボタンで最終確認画面に進みます。

書類を添付する場合は「書親添付」ボタンをクリック{,てください。

添付した書類棚11除したい場合は哨卵余」ポタンをクリ、ソクしてください。
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Web:確認画面

確認画面は、物品/コンサルと建設では一部表示する内容は異なりますが、操作方法は同じです。

①確画面には、基本情報、業種情報、添付書類が表示されるので、間違いがないか
チェックします。

②訂正をしたい合、「基本情報へ」「業種情報へ」「書類添付へ」ボタンがあるので、
クリックして各ページへ移動します。

ここでは「基本情報へ」ボタンをクリックした場合の説明をします。

支店登録

郵便番号

所在地

電謡番号
FaX番号

申請事務担当者
部署名

担当者名

電話番号

基本情キ邑＼

③各ページで訂正後、他のぺージも訂正したい場合はそのぺージへ移

訂正終了であれぱ、「確認画面へ」ボタンで確認画面へ進みます。
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部署名

担当者名
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Web:申請

①確認画面で最終チェック後、「申請」ボタンで申請をします。

※目出類」を郵送する場合は「印刷」ボタンをクリックし申請内容を印刷してから申

※「提出書類」を郵送する場合は申請内容を印刷し一緒に送してくたさい。

印刷

※申請ボタンをクリックすると申請完了になります。

申請

②申請完了ページが表示されます。

別の申請書を入力する場合には、「トップページへ戻る」ボタンをクリックします。
終了であれぱ、「閉じる」ボタンをクリックします。

申請完了しました。
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Web:ロイン

申請完了時に発行されたユーザー1Dとパスワードでログィンすることで、
申請の受付状況の確認や訂正ができます。

①各業者の方がWebから入力する場合、下記URLからアクセスします。
hせP://WWW.town.haebaru.okinawaJP/宮SinseiW2.nsf

②「アカウントの申請、申請書の入力、受付状況の確認は亘左旦からどぅぞ。」の「こちら」
をクリックします。

南風原入札参加資格審査申請書

申請書の入力例を掲載しています。

基本情報

業種情報(建設工事)

大臣・知事コード
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アカウントの申請、申請書の入力、受付状況の確認はこちらからどうぞ。

③「ログイン」ボタンをクリックします。



南ハ町入札か

注意:入力途中に1時問以上放.しないでください。

IDとバスワードの申請はアカウント申請ボタンから行ってくださし、(平成28年2月1日より申請できます)

すでに申。,みで、1Dとバスワードをお特ちの方は、
こちらから申。の入力、到寸1丸兄を確,できます。

申請書の入力期問は、平成28年2月1日~平成28年2月29日です。

④ログィン画面が表示されるので、1Dとパスワードを入力、「ログィン」ボタンをクリックしま
す。"

大文字、小文字を区別しますので、間違えないように入力してください。

ログイン

ユーザー名

バスワード

ユーザー名やパスワードに間違いがある場合、下記のようなメッセージが表示されます。

ユーザー名が見つかりません。入カミスが無いかご確言忍ください。

戻る

▲ つていしこユー

バスワードが間違っています。大文字小文字など入カミスが無いかご確認ください。

戻る

口日



▲入力したユーザー名が間違っている場合

⑤入力したユーザー名に該当する申請の一覧が表示されます。

南風原町役場様

申請日時

2007/01/23 11:2449

2007/01/23 11:3455

2007/01/23 11:4418

建設工事

物品購入その他業務

測量・建設コンサルタント等

申請中閲登編集

申請中閲登編集

申請中閲覧編集



Web:ユーザー別の申a

ログイン後に表示されるユーザー別の申請

南風原町1窒場様

月1」のー'ヘ

申諮B時

2007/01/23 11:2449

2007/01/23 11:24:49

2007/01/23 11:3455

2007/01/23 11:44:18 閲覧・編集

欠ID ^呈ミ戸、

赤字の部分:申請書の受付状況です。

申請中:申請済み。まだ審査はしていません。申請の閲覧、編集可。

審査中:審査中。申請の閲覧、編集不可。

丕備があります。訂正後、再申請をお願いします。:不備があり、訂正、再申請が必要です。申請書の閲覧、
編集可。゜"'゜'

類待ち:不書類が添付されていない、または届いていません。申請の閲覧、編可。

受付完了です。申請の閲覧、編集不可。受付

閲覧・編集ボタン:受付状況が「申請中」か「不備あり」の場合、申二を閲覧、編することが可能です。

一覧について

建設工事

建験工事

物品購入その他務

測・建設コンサルタント等
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申請中

受付

審査中

不備があります。訂正後、再申請をお願いします。

閲覧・編集



Web:不備の訂正、再申請

①ログィン後に表示されるユーザー別一覧で、訂正したい申請書の「閲覧・編集」ボタンを
クリックします:"

南町様

月リ,コ)^阜i/＼

申蹟日時

2007/01/23 112449

2帥7/01/23 11:2449

2卯フ/01/23 11:3455

2⑳7/01/23 11.4418

」

②不備がある場合、画面上部に不備内容が表示されます。

建設工

鰻工

物品購入その他務

測・建設コンサルタント等

以下の部分に不備があります。訂正後、再申請してください。
の E 号、。番号はあるが、住所の入力がありません。

000書類に不備があります.゜

南風原町入札 格査申。、

平成19・20年度にお、、て、南風原町で1テわれる頒1
なお、この申。及ぴ添付類の内容にτX、、ては、

申請者

所在地(住所)
商号又は名称

代表者住所
代表者名

申請中 閲覧・編集

受付

審査中

不備が胴ります。訂正後、再申請をお願いします。閲登編集
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③訂正、再申請の方法にっいては、申請時の確認画面と同じ方法です。
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