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1. 入札情報公開システムについて

入札情報公開システムは、入札公告・入札情報や入札結果情報等の入札業務における各種情報を、インターネ

ットを通じて公開するシステムです。

1-1 入札情報公開システムの入口

京都府の入札情報公開システムは京都府電子調達ホームページ（http://www.pref.kyoto.jp/ebid/）から「入

札情報公開システム」を選択することにより利用できます。 

【京都府電子調達ホームページ】 http://www.pref.kyoto.jp/ebid/ 

【入札情報公開システム】 https://gprime-ebid.jp/26000/CALS/PPI_P/ 



2 

1-2 システム稼働時間

入札情報公開システムは２４時間利用が可能です。（ただし、土曜日０時から７時を除く。）。

1-3 事前準備等

入札情報公開システムについて、以下の条件を満たしたパソコンであれば、特に事前準備の必要はなく、利用

が可能です。

◎ブラウザ（ホームページを見るためのソフトウェア）がインストールされていること

※ブラウザの推奨環境についての詳細は、京都府ホームページでご確認ください。

※なお、電子入札システムについては、事前準備を終え、利用者登録を行ったＩＣカードを接続したパソコン

でなければ利用ができません。
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1-4 入札情報公開システムのメニュー

入札情報公開システムのメニューは、以下の構成になっています。（平成 26 年 4 月時点）現時点では、「入札
公告・入札情報」と「入札結果情報」、「全案件詳細検索」、「入札参加資格者名簿検索」のメニューを利用するこ

とができます。（「発注見通し情報」と「契約情報」についても、準備が整い次第、提供する予定です。）

<検索対象> 

詳細画面

一覧画面

トップメニュー 入札情報公開システムトップページ

入札公告・入札情報

案件の詳細情報 

入札公告・入札情報

調達機関ごとの一覧

入札結果

案件の詳細情報 

調達機関（発注機関・部局・事務所）、調達区分別

の検索 

入札公告・入札情報

調達機関からの検索

入札結果

調達機関からの検索

全案件詳細検索

全案件詳細検索

メニューの選択

＜個別検索＞

入札公告・入札情報

入札結果情報

＜全案件詳細検索＞

「入札公告・入札情報」等の個別検索 
メニューと「全案件詳細検索」と「入札
参加資格者名簿検索」では、検索対象が
異なります。 

公告日（指名通知日）～契約日の

翌年度末までの情報 

開札日～契約日の翌年度末

までの情報 

平成20年4月以降に本システムに

登録された情報 

2-1 

2-2 

2-3 

3-1 

3-2 

3-3 
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<検索対象> <検索対象> 

「全案件詳細検索」経由の場合、設定条件による一覧が表示されます。

入札結果

調達機関ごとの一覧 

＜入札参加資格者名簿検索＞

入札参加資格者

名簿検索

現年度の情報 
<検索対象> 

入札参加資格者名簿検索
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一覧画面

入札参加資格者

入札参加資格者 

の一覧 

経常建設共同企業体

経常建設共同企業体

の一覧 

5-2 

5-1 
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1-5 トップメニュー

検索メニュー 検索対象 

① 入札公告・入札情報 公告日（指名通知書）～契約日の翌年度末までの情報 

② 入札結果情報 開札日～契約日の翌年度末までの情報 

③ 全案件詳細検索 平成 20 年 4 月以降に本システムに登録された情報 

④ 発注見通し 京都府の工事発注見通しの情報 

⑤ 入札参加資格者名

簿検索 

建設工事競争入札参加資格者の情報、または、経常建設共同企業

体の情報 

入札情報公開システムのトップページです。

画 面 説

③

②

①

「入札公告・入札情報」、「入札結果情報」等の個別検索メニュー、 

「全案件詳細検索」メニュー、「入札参加資格者名簿検索」メニューの

いずれかを選んでクリックすることにより、案件の検索方法を選択でき

ます。なお、「入札公告・入札情報」等の個別検索メニューと「全案件詳細検索」、「入

札参加資格者名簿検索」とでは、検索対象が異なります。

④

⑤
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2. 入札公告・入札情報

2-1 入札公告・入札情報 発注機関からの検索

調達機関（発注機関・部局・事務所）、調達区分別に表示されている案件から検

索します。 

該当の項目をクリックすることで、発注機関ごとの一覧画面が表示されます。 

入札公告・入札情報を調達機関（発注機関・部局・事務所）、調達区分別に検索する画面です。

画 面 説
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2-2 入札公告・入札情報 発注機関ごとの一覧

入札公告・入札情報一覧から「詳細」をクリックすることで、該当案件の詳細

情報が表示されます。 

入札公告・入札情報の一覧画面です。該当する案件を選択してください。

画 面 説
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2-3 入札公告・入札情報 案件の詳細情報

案件の詳細情報が表示されます。 

また、案件に関連する「添付資料」等をクリックすると該当案件に関する資料

を閲覧することができます。 

※添付資料を保存する場合、右クリックして「対象をファイルに保存」を選択

してください。

入札公告・入札情報詳細画面です。該当案件の詳細情報が表示されます。

画 面 説
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3. 入札結果

3-1 入札結果 発注機関からの検索

調達機関（発注機関・部局・課）、調達区分別に表示されている案件を検索しま

す。 

該当の項目をクリックすることで、発注機関ごとの一覧画面が表示されます。 

入札結果情報を調達機関（発注機関・部局・事務所）、調達区分別に検索する画面です。

画 面 説
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3-2 入札結果 発注機関ごとの一覧

入札結果情報一覧から「詳細」をクリックすることで、該当案件の詳細情報お

よび入札経過情報が表示されます。

入札結果情報の一覧画面です。該当する案件を選択してください。

画 面 説
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3-3 入札結果 案件の詳細情報

案件の詳細情報および入札経過情報が表示されます。

入札結果情報詳細画面です。該当案件の詳細情報が表示されます。

画 面 説
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4. 全案件詳細検索

①情報種別(「入札公告･入札情報」または「入札結果情報」)を選択してください。

②条件のうち、該当する項目を記入または選択してください。 

※①で選択した情報の種別により、対象項目が変わります。 

 検索条件については、次ページ以降に入力項目の説明を記載しています。 

③検索ボタンをクリックすると、該当案件の一覧が表示されますので、該当案件を選

択して、詳細情報を確認してください。 

※②で何も選択しない場合でも、検索は可能です。 

④項目内容が不明な場合は「ヘルプ」をクリックすると、説明文が表示されます。

「全案件詳細検索」では、「入札公告・入札情報」及び「入札結果情報」それぞれの項目を対象に

して、本システムに登録された情報を対象に検索を行います。 

（個別検索メニューよりも、検索の対象が広くなります。） 

なお、平成２６年４月時点では「入札公告・入札情報」と「入札結果情報」のみが対象となります。

画 面 説

②
①

③

④
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 「全案件詳細検索」画面での入力項目 

項目名 説明 

情報種別 情報種別ごとに絞り込み検索ができます。

「入札公告・入札情報」、「入札結果」の中から、該当する種別を選択してください。

種別を選択しなかった場合は「入札公告・入札情報」の検索結果が表示されます。

＜使い方＞

・「入札公告・入札情報」で絞り込み検索をする場合

「入札公告・入札情報」欄横のラジオボタンにチェックを入れてください。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

年度情報 プルダウンメニューを使って、年度情報による絞り込み検索ができます。

初期表示は該当年度で行い、年度は降順で表示されます。

また、年度を選択すると調達機関（自治体）のリスト表示も絞り込まれます。

※該当年度に案件が存在する調達機関のみリストに表示されます。

調達機関 

(自治体) 

プルダウンメニューを使って、調達機関（自治体）による絞り込み検索ができます。

初期表示は該当自治体で行われます。

また、調達機関（自治体）を選択すると、調達機関（部局・事務所）、調達区分、識別、入札方法のリスト

表示も絞り込まれます。

※該当自治体に存在する部局・事務所、調達区分、識別、入札方法のみリストに表示されます。

調達機関 

(部局・事務所) 

プルダウンメニューを使って、調達機関（部局・事務所）による絞り込み検索ができます。

選択しなかった場合は「すべて」の機関を対象にした検索結果が表示されます。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

調達区分 調達区分を選択して絞り込み検索ができます。

「入札公告・入札情報」、「入札結果」の場合、

・「工事」、「コンサル」から選択してください。

・ 区分を選択しなかった場合は「工事」の選択結果が表示されます。

＜使い方＞

・「入札公告・入札情報」「入札結果」の場合、調達区分のプルダウンメニューをクリックすると調達区分が

表示されますので、該当する区分を選択してください。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

案件名称 案件名称で絞り込み検索ができます。

＜使い方＞

案件名称「○○川河川工事」を検索するとき、入力欄に「○○川河川工事」と入力する。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

案件番号 案件番号で絞り込み検索ができます。

＜使い方＞

案件番号「12345678901001」の案件を検索するとき、入力欄に「12345678901001」と入力する。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。
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場所 工事場所で絞り込み検索ができます。

指定できる工事場所は１か所のみです。

＜使い方＞

・工事場所「○○川」を検索するとき、入力欄に「○○川」と入力する。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

種別 プルダウンメニューを使って、工事種別による絞り込み検索ができます。

選択しなかった場合は「すべて」の工事種別を対象にした検索結果が表示されます。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

落札業者名 ※「入札結果情報」の場合に表示

落札業者名で絞り込み検索ができます。

＜使い方＞

落札業者名「○○建設」を検索するとき、入力欄に「○○建設」と入力する。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

入札方法 プルダウンメニューを使って、入札方法による絞り込み検索ができます。

選択しなかった場合は「すべて」の入札方法を対象にした検索結果が表示されます。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

資料配布期間 ※「入札公告・入札情報」の場合に表示

資料配布期間から絞り込み検索ができます。

入力例に従って直接日付を入力するか、「日付選択」ボタンをクリックしてカレンダーから入力してくださ

い。

選択しなかった場合は「すべて」の期間を対象にした検索結果が表示されます。

＜使い方＞

・「日付選択」ボタンをクリックして表示されるカレンダーから日付を指定できます。

・入力欄に入力すると直接日付を指定できます。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

申請受付期間 ※「入札公告・入札情報」の場合に表示

申請受付期間から絞り込み検索ができます。入力例に従って直接日付を入力するか、「日付選択」ボタンを

クリックしてカレンダーから入力してください。

選択しなかった場合は「すべて」の期間を対象にした検索結果が表示されます。

＜使い方＞

・「日付選択」ボタンをクリックして表示されるカレンダーから日付を指定できます。

・入力欄に入力すると直接日付を指定できます。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。
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開札執行日時 ※「入札結果」の場合に表示

開札執行日時から絞り込み検索ができます。

入力例に従って直接日付を入力するか、「日付選択」ボタンをクリックしてカレンダーから入力してくださ

い。

選択しなかった場合は「すべて」の期間を対象にした検索結果が表示されます。

＜使い方＞

・「日付選択」ボタンをクリックして表示されるカレンダーから日付を指定できます。

・入力欄に入力すると直接日付を指定できます。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

表示件数 プルダウンメニューを使って、検索結果に表示される件数を指定します。

選択しなかった場合は「１０件」の検索結果が表示されます。 
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5. 入札参加資格者名簿検索

5-1 入札参加資格者名簿の検索

「入札参加資格者名簿検索」では、「建設工事競争入札参加資格者」及び「経常建設共同企業体」の

それぞれの区分について、システムに登録された情報を対象に検索を行います。 

画 面 説

①

②

③

④

①検索区分(「建設工事競争入札参加資格者」または「経常建設共同企業体」)を選択

してください。「経常建設共同企業体」については、5-3 で説明します。 

②条件のうち、該当する項目を記入または選択してください。 

※検索条件については、次ページ以降に入力項目の説明を記載しています。 

③検索ボタンをクリックすると、該当案件の一覧が表示されます。 

※②で何も選択しない場合でも、検索は可能です。 

④項目内容が不明な場合は「ヘルプ」をクリックすると、説明文が表示されます。
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 「入札参加資格者名簿検索」画面での入力項目 

項目名 説明 

検索区分 検索区分により絞り込み検索ができます。

「建設工事競争入札参加資格者」、「経常建設共同企業体」から選択します。

選択しなかった場合は「建設工事競争入札参加資格者」を選択した事になります。

土木事務所 プルダウンメニューを使って、土木事務所による絞り込み検索ができます。

選択しなかった場合は「すべて」の土木事務所を対象にした検索結果が表示されます。

検索区分で建設工事競争入札参加資格者が選択されている場合のみ、選択肢に「府外」が追加されます。

業者名称 業者名称で絞り込み検索ができます。一部の文字でも検索可能です。

全角文字を入力してください。

＜使い方＞

業者名称「さんぷる工業」を検索するとき、入力欄に「さんぷる工業」と入力する。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

業者名称カナ 業者名称カナで絞り込み検索ができます。一部の文字でも検索可能です。

全角カナ文字を入力してください。

＜使い方＞

業者名称「さんぷる工業」をカナ検索するとき、入力欄に「サンプルコウギョウ」と入力する。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

許可番号 許可番号で絞り込み検索ができます。

半角数字を入力してください。

＜使い方＞

許可番号「26000000」を検索するとき、入力欄に「26000000」と入力する。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

所在地 所在地で絞り込み検索ができます。一部の文字でも検索可能です。

全角文字を入力してください。

＜使い方＞

所在地「宇治市」を検索するとき、入力欄に「宇治市」と入力する。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

業種 プルダウンメニューを使って、業種から絞り込み検索ができます。

選択しなかった場合は、「すべて」の業種を対象にした検索結果が表示されます。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

等級 プルダウンメニューを使って、等級で絞り込み検索ができます。

選択しなかった場合は、「すべて」の等級を対象にした検索結果が表示されます。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

表示件数 プルダウンメニューを使って、検索結果に表示される件数を指定します。

選択しなかった場合は「１０件」の検索結果が表示されます。 
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5-2 入札参加資格者名簿の一覧

入札参加資格者名簿の一覧画面です。

画 面 説

入札参加資格者名簿が表示されます。
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5-3 経常建設共同企業体名簿の検索

経常建設共同企業体名簿を検索する画面です。

画 面 説

①検索区分(「建設工事競争入札参加資格者」または「経常建設共同企業体」)を選択

してください。「建設工事競争入札参加資格者」については、5-1 で説明します。 

②条件のうち、該当する項目を記入または選択してください。 

※検索条件については、次ページ以降に入力項目の説明を記載しています。 

③検索ボタンをクリックすると、該当案件の一覧が表示されます。 

※②で何も選択しない場合でも、検索は可能です。 

④項目内容が不明な場合は「ヘルプ」をクリックすると、説明文が表示されます。

①

②

③

④
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 「経常建設共同企業体名簿検索」画面での入力項目 

項目名 説明 

検索区分 検索区分により絞り込み検索ができます。

「建設工事競争入札参加資格者」、「経常建設共同企業体」から選択します。

選択しなかった場合は「建設工事競争入札参加資格者」を選択した事になります。

土木事務所 プルダウンメニューを使って、土木事務所による絞り込み検索ができます。

選択しなかった場合は「すべて」の土木事務所を対象にした検索結果が表示されます。

検索区分で建設工事競争入札参加資格者が選択されている場合のみ、選択肢に「府外」が追加されます。

共同企業体名称 共同企業体名称で絞り込み検索ができます。一部の文字でも検索可能です。

全角文字を入力してください。

＜使い方＞

共同企業体名称「あ工業・い工業経常建設共同企業体」を検索するとき、入力欄に「あ工業・い工業経常建

設共同企業体」と入力する。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

共同企業体名称

カナ 

共同企業体名称で絞り込み検索ができます。一部の文字でも検索可能です。

全角カナ文字を入力してください。

＜使い方＞

共同企業体名称「あ工業・い工業経常建設共同企業体」をカナ検索するとき、入力欄に「アコウギョウ・イ

コウギョウ」と入力する。

※他の条件を指定していると、さらに検索結果を絞り込むことができます。

表示件数 プルダウンメニューを使って、検索結果に表示される件数を指定します。

選択しなかった場合は「１０件」の検索結果が表示されます。 
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5-4 経常建設共同企業体名簿の一覧

経常建設共同企業体名簿の一覧画面です。

画 面 説

経常建設共同企業体名簿が表示されます。
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6. その他注意事項

該当する案件データが存在しない場合に表示されます。

画 面 説
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検索を行った結果、該当する案件データが存在しないときに表示されます。検索

条件を変更する等で、再度検索を行ってください。
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