
３．３ 帳票印刷・帳票一覧 

3－16 

３．３ 帳票印刷・帳票一覧 

（１） 帳票印刷 

発注者へ申請書を提出したり、発注者から発行された受付票や通知書を確認したりする際、

その内容を記載した帳票を印刷できます。 

申請書、受付票、通知書などが印刷できるのは、次のとおりです。 

• 発注者へ申請書を提出する場合(P.3-16参照) 

• 発注者へ申請書を提出後、受信確認通知を確認する場合 

受信確認通知は必ず印刷してください。 

操作方法は、4.入札方式別の操作 P.4-1を参照してください。 

• 発注者へ入札書・見積書を提出する場合 

入札書・見積書は必ず印刷してください。 

操作方法は、5.入札書提出以降の操作 P.5-2・6.見積書提出以降の操作 P.6-2 を参照し

てください。 

• 発注者から発行された通知書を確認する場合(P.3-18参照) 

 

発注者へ申請書を提出する場合 

発注者へ申請書を提出する場合は、提出時に申請内容を印刷できます。 

次の操作は、一般競争入札工事で、競争参加資格確認申請書を提出する際の印刷方法です。 

なお、競争参加資格確認申請書の操作は 4.1一般競争入札 P.4-2を参照してください。 

操 作 

① 印刷をクリックします。 

① 
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帳票ウィンドウが開き、《競争参加資格確認申請書》画面が表示されます。 

競争参加資格確認申請書を印刷します。 

② マウスを右クリックし、メニューから「印刷」をクリックします。 

ブラウザの印刷機能を用いて印刷してください。 

③ ブラウザの× (閉じる)をクリックします。 

 

競争参加資格確認申請書を提出します。 

競争参加資格確認申請書の提出は 4.1一般競争入札 P.4-1を参照してください。 
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発注者から発行された通知書を確認する場合 

発注者から発行された受付票や通知書を確認する場合は、発行後、受付・通知内容を印刷で

きます。次の操作は、一般競争入札で、競争参加資格確認申請書受付票を確認する際の印刷

方法です。《調達案件一覧》画面で案件情報を確認し、受付票や通知書を印刷します。 

操 作 

④ 《調達案件検索》画面で検索条件を入力し、調達案件一覧をクリックします。 
●調達案件検索の操作は、3.2調達案件検索 P.3-4を参照してください。 

⑤ 競争参加資格確認申請/参加表明書/技術資料欄の受付票欄の表示をクリックします。 

《競争参加資格確認申請書受付票》画面が表示されます。 

⑥ 印刷をクリックします。 

⑤ 

⑥ 
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帳票ウィンドウが開き、《競争参加資格確認申請書受付票》画面が表示されます。 

競争参加資格確認申請書受付票を印刷します。 

⑦ マウスを右クリックし、メニューから「印刷」をクリックします。 

ブラウザの印刷機能を用いて印刷してください。 

⑧ ブラウザの× (閉じる)をクリックします。 
 



３．３ 帳票印刷・帳票一覧 

3－20 

（２） 帳票保存 

発注者へ申請書を提出したり、発注者から発行された通知書を確認したりする際、その内容

を記載した帳票を保存できます。 

申請書や通知書などが保存できるのは、次のとおりです。 

 

• 発注者へ申請書を提出する場合 

• 発注者へ申請書を提出後、受信確認通知を確認する場合 

• 発注者へ入札書・見積書を提出する場合 

• 発注者へ辞退届・辞退申請書を提出する場合 

• 発注者から発行された通知書を確認する場合(P.3-20参照) 

 

発注者へ申請書を提出する場合 

発注者へ申請書を提出する場合は、提出時に申請内容を保存できます。 

次の操作は、一般競争入札工事で、競争参加資格確認申請書受付票を保存する場合を例に説

明します。 

なお、競争参加資格確認申請書の操作は 4.1一般競争入札 P.4-2を参照してください。 

操 作 

① 保存をクリックします。 

① 
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ファイルのダウンロードが行われ、競争参加資格確認申請書受付票がパソコンに保存されま

す。 

ファイルダウンロードの操作はブラウザの設定により異なります。初期設定の場合、ダウン

ロード先は「ダウンロード」フォルダです。 
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（３） 帳票一覧 

あいち電子調達共同システム(CALS/EC)電子入札システムで印刷可能な帳票は、次のとおり

です。 

入札方式 発 信 元  帳票名称 使用内容 

一般競争入札 

受注者 競争入札参加資格確認申請書 
受注者が競争入札参加資格確認の意思表示をするため 

に使用。 

発注者 
競争入札参加資格確認申請書 

受付票 

発注者が競争入札参加資格確認申請書を受付けた場合に使

用。 

発注者 競争入札参加資格確認通知書 
発注者が入札参加希望企業に対し、競争入札参加資格の有無

を通知するために使用。 

事後審査型 

一般競争入札 

受注者 入札参加申込書 受注者が競争入札に参加申込するために使用。 

発注者 入札参加申込書受付票 発注者が入札参加申込書を受け付けた場合に使用。 

受注者 落札候補者決定通知書 
落札候補者が決定した場合に、発注者が入札参加者全員に対

して、落札候補者を通知するために使用。 

指名競争入札 
発注者 指名通知書 発注者が指名業者に指名を通知するために使用。 

受注者 受領確認書 受注者が指名通知書を受付けた場合に使用。 

公募指名 

競争入札 

受注者 技術資料 受注者が技術資料を提出するために使用。 

発注者 技術資料受付票 発注者が技術資料を受付けた場合に使用。 

発注者 指名/非指名通知書 
発注者が入札参加希望企業の中から、審査に合格した入札参

加希望者に指名/非指名を通知するために使用。 

工事希望型指

名競争  

入札  

発注者 提出依頼書 発注者が技術提案書を受注者へ提出依頼するために使用。 

受注者 技術資料 受注者が技術資料を提出するために使用。 

発注者 技術資料受付票 発注者が技術資料を受付けた場合に使用。 

発注者 指名/非指名通知書 
発注者が入札参加希望企業の中から、審査に合格した入札参

加希望者に指名/非指名を通知するために使用。 

随意契約 

発注者 見積依頼通知書 発注者が見積書を受注者へ提出依頼するために使用。 

受注者 提出意思確認書 受注者が提出意思確認書を提出するために使用。 

発注者 提出意思確認書受付票 発注者が提出意思確認書を受付けた場合に使用。 

簡易公募型/ 

公募型競争 

入札  

受注者 参加表明書 受注者が参加意思を表明するために使用。 

発注者 参加表明書受付票 発注者が参加表明書を受付けた場合に使用。 

発注者 指名/非指名通知書 
発注者が入札参加希望企業の中から、審査に合格した入札参

加希望者に指名/非指名を通知するために使用。 

簡易指名型/ 

指名型  

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ 

発注者 提出要請通知書 発注者が技術提案書を受注者に提出要請するために使用。 

受注者 提出意思確認書 受注者が提出意思確認書を提出するために使用。 

発注者 提出意思確認書受付票 発注者が提出意思確認書を受付けた場合に使用。 

受注者 技術提案書 受注者が技術提案書を提出するために使用。 

発注者 技術提案書受付票 発注者が技術提案書を受付けた場合に使用。 

発注者 特定/非特定通知書 
発注者が入札参加希望企業の中から、審査に合格した入札参

加希望者に特定/非特定を通知するために使用。 

簡易公募型/公

募型  

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ 

受注者 参加表明書 受注者が参加意思を表明するために使用。 

発注者 参加表明書受付票 発注者が参加表明書を受付けた場合に使用。 

発注者 選定/非選定通知書 
発注者が入札参加希望企業の中から、審査に合格した入札参

加希望者に選定/非選定を通知するために使用。 

受注者 技術提案書 受注者が技術提案書を提出するために使用。 

発注者 技術提案書受付票 発注者が技術提案書を受付けた場合に使用。 

発注者 特定/非特定通知書 
発注者が入札参加希望企業の中から、審査に合格した入札参

加希望者に特定/非特定を通知するために使用。 
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代表通知型 

指名競争入札 

発注者 代表構成員選定通知書 
発注者が特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審

査申請を受注者へ提出依頼するために使用。 

受注者 
特定建設工事共同企業体建設

工事入札参加資格審査申請 

受注者が特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審

査申請を提出するために使用。 

発注者 審査申請受付票 発注者が審査申請を受付けた場合に使用。 

発注者 指名/非指名通知書 
発注者が入札参加希望企業の中から、審査に合格した入札参

加希望者に特定/非特定を通知するために使用。 

全 方 式 共 通  

受注者 入札書/再入札書 受注者が入札価格を記入して発注者に提出するために使用。 

発注者 
再入札通知書 発注者が再度入札をする場合に受注者に通知するために使用。 

入札書受付票 発注者が入札書を受付けた場合に使用。 

受注者 見積書/再見積書 受注者が見積価格を記入して発注者に提出するために使用。 

発注者 
再見積通知書 

発注者が再度見積をする場合に受注者に通知するために使

用。 

見積書受付票 発注者が見積書を受付けた場合に使用。 

受注者 辞退届 受注者が入札を辞退する際に使用。 

発注者 辞退届受付票 発注者が辞退届を受付けた場合に使用。 

発注者 入札締切通知書 発注者が入札を締め切った場合に使用。 

発注者 見積締切通知書 発注者が見積を締め切った場合に使用。 

発注者 落札者決定通知書 
落札者を決定した場合に、発注者が入札参加者全員に対して、

落札者を通知するために使用。 

発注者 日時変更通知書 発注者が入札に係る各種日時変更を行う場合に使用。 

発注者 保留通知書 
発注者が入札・開札後に金額の調査などをするために 

落札者の決定を保留する場合に使用。 

発注者 取止め通知書 発注者が入札を取止める場合に使用。 

発注者 中止通知書 発注者が入札を中止する場合に使用。 

 


