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ログインに成功すると
「入札・落札情報検索」（新着メール配信設定）のページに移動します。

ログインに失敗すると
「ログインできない方へ」のページに移動
します。
ページ内を確認して、
再度ログインしてください。

ログアウトするときには、
右上赤枠内の「ログアウト」ボタンを押下してください。
入札王TOPページに移動します。

入札王のホームページから赤枠内の「メールアドレス」、「パスワード」を入力してログインボタンを押下してください。

1. ログイン・ログアウト

1.1 ログイン・ログアウト方法

1

パスワードが
わからない方はこちら



2. 入札・落札情報検索（新着メール配信設定）

2.1 【入札・落札情報検索（新着メール配信設定）】の各項目
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■保存した検索条件の呼び出し
保存した検索条件の呼び出しでは、登録した保存条件を表示することができます。
「すべて検索」、「入札のみ検索」、「落札のみ検索」から希望した条件で
検索条件を呼び出すことができるのでログイン後すぐに検索を行うことができます。
※この欄は、入札情報検索（新着メール配信設定）条件が1件も保存されていない場合は表示されません。
本頁～次々頁は保存されている場合を示しています（次頁～次々頁に示す検索条件を保存後に表示されます）。

■入札・落札共通項目
検索設定を行うときの共通の項目になります。
検索方法：「すべて検索」、「入札のみ」、「落札のみ」の3項目から検索条件を選択できます。
検索キーワード：「OR検索」「AND検索」「NOT検索」に入力したキーワードを条件に検索します。
配信するメールアドレス：新着メール配信の希望時に入力します。

※「配信を停止する」にチェックを入れるとメールアドレスが入力されていても、配信は行われません。

発注機関：案件の発信元を選択して絞り込むことができます。
案件登録日（公告日）/開札日（契約日）：入札情報は案件登録日、落札情報は開札日の期間を指定します。

■入札詳細検索
入札情報を更に詳しく検索を行うときに使用します。
発注地域：ご契約いただいた地域から絞り込んだ設定ができます。

※トライアル会員期間は全国契約の設定になっています。

カテゴリ：カテゴリ別に案件を絞ることができます。
入札種別：案件の種別を選択して絞り込むことができます。
資格ランク：A～Eまでの資格ランクを指定して絞り込むことができます。（国、東京都、東京23区市町村に対応。）

検索種別：案件名で検索を行うか、全文検索で検索を行うかを選択できます。
入札日（締切日）：入札案件の入札日で検索をすることができます。

※受付中ボタンを押すと現在受付中の案件のみ表示する設定になります。

■落札詳細検索
落札情報を更に詳しく検索をするときに使用します。
発注地域：ご契約いただいた、地域から絞り込んだ設定ができます。
会社名：落札をした会社名で検索を行います。
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保存した検索条件をプルダウンから表示することができます。
条件は250件まで登録することが可能です。

2.2【保存した検索条件の呼び出し】
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・全て検索
入札・落札を同時に検索します。
「入札情報の検索項目を指定」「落札情報の検索項目を指定」を含む
クリーム色の欄すべてが保存対象です。
★入札案件のみ新着メール配信設定可能

★✉ マークがついている条件は配信設定済みの条件です。

・入札のみ検索
入札情報を検索します。
入札のみ検索では、
入札・落札共通項目「検索キーワード」～「検索方法」
入札詳細検索「発注地域」～「検索種別」までが保存対象項目です。
★新着メール配信設定可能

・落札のみ検索
落札情報を検索します。
落札のみ検索では、
入札・落札共通項目「検索キーワード」～「検索方法」
落札詳細検索「発注地域」～「会社名」が保存対象項目です。
★落札情報はメール配信対象外です。
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検索キーワードを入力して案件の検索を行います。

■配信するメールアドレス
「全て検索」「入札のみ検索」で保存した条件に合致する入札案件をメールで受け取ることができます。
メールアドレスは1アカウント200アドレスまで設定可能です。
配信を停止するにチェックを入れるとメール配信を停止します。（※落札情報は非対応）

■発注機関
発注機関を絞り込んで検索を行うことができます。

■検索方法
「全て検索」、「入札情報検索」、「落札情報検索」の中から選択できます。
初期設定は「全て検索」になっています。

■案件登録日（公告日）/開札日
案件が登録された期間で絞り込むことができます。

入札情報は案件登録日（公告日）/落札情報は開札日で検索します

2.3【入札・落札情報共通検索項目を指定】
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※受付中の案件を検索にチェックを入れると、「案件登録日（公告日）/開札日」に入力した日付とは関係なく現在入札受付中の案件を表示いたします。
※無料トライアル会員様は直近3年間の案件しかお調べすることはできません。

■検索キーワード
キーワード入力欄にキーワードを入力することにより、そのキーワードが入札・落札情報の件名、ある

いは公告文に含まれる案件を抽出できます。※1枠に1キーワード入力してください。
検索キーワード左側のチェックBOXでチェックが入っていると有効、チェックがないと無効にできます。

・検索方法
検索方法には「OR検索」（20キーワードまで）、「AND検索」（6キーワードまで）、「NOT検索」

（20キーワードまで）の３つの方法があります。それぞれ独立して設定することも、組合せて設定する
こともできます。
初期設定では、OR検索4入力欄、AND検索2入力欄、NOT検索2入力欄が表示されていますが、プルダ

ウンを押下すると下方に入力欄が追加表示されます。
また、（検索方法について）にカーソルを置くと、キーワードの使用方法が表示されます。
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入札情報の検索項目を絞って案件の検索を行います。
※入札情報の詳細検索を行っている間は落札情報の詳細検索には入力できません。

■入札日

入札日で絞り込みを行います。

「受付中」ボタンを選択している時は、入札受付中の案件と入札期間が不明の案件が表示されます。

2.4【入札情報の検索項目を指定】
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■発注地域

トライアル会員：全国の地域から絞り込むことができます。

正会員：契約地域の中から絞り込むことができます。

■カテゴリ

案件を絞り込むことが可能です。

業種を絞ることでより自社の事業に合う案件が検索・配信されます。

■資格ランク

「A」、「B」、「C」、「D」、「E」を選択することができます。初期設定では、全ての資格ランク
にチェックが入っています。

資格ランクは、国、東京都、東京23区市町村について表示されます。

■入札種別

「競争・公募」、「指名」、「随意」を選択することができます。初期設定では、全ての入札種別に
チェックが入っています。

■検索種別

「件名一致検索」「全文一致検索」を選択することができます。件名一致検索は案件名を対象に、全文
一致検索は公告文や案件情報の概要を対象に検索します（案件名も含む）。初期設定では、件名一致検索
が選択されています。

なお、検索条件の指定欄で表示される☆は件名一致検索を示し、★は全文一致検索を示しています



2.5【落札情報の検索項目を指定】

落札情報の検索項目を絞って案件の検索を行います。
※落札情報の詳細検索を行っている間は入札情報詳細検索には入力できません。
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■発注地域

トライアル会員：全国の地域から絞り込むことができます。

正会員：契約地域の中で絞り込むことができます。

■会社名

落札した会社名で検索ができます。

掲載元のサイトと同じ社名で表示されるので、

検索する会社名が複数表記や英語表記の際にはご注意ください。

例：「ズノー」「Zuno」

※㈱や株式会社を除外して検索することをお勧めします。



■手順説明

・検索対象に項目をセット

「発注機関小項目」の中に記載されている項目を選択し、

「追加→」ボタンを押下することで、選択した項目が「検索対象」に追加されます。

「発注機関検索条件へセット」ボタンを押下すると、カテゴリーが設定されます。

検索対象の「↓全て選択」を押下後、「リストから削除」を押下することで、

検索対象にセットしてある項目を消すことができます。

・全ての発注機関一覧

「全ての発注機関一覧」を選択すると、細かい発注機関一覧が表示されますので、

表示された項目を選択することができます。

・全ての選択方法

発注機関小項目の「↓全て選択」ボタンを押下して下さい。

「追加→」ボタンを押下すると、検索対象に項目が追加されます。

・検索対象から削除方法

検索対象から削除したい項目を選択し、

「リストから削除」ボタンを押下して下さい。

選択していた項目が検索対象から削除されます。

※なお、「カテゴリー項目」及び「検索対象」において項目を選択する場合、

キーボードのCtrlボタンを押しながら選択すると、複数同時に選択することができます。

2.6【発注機関選択】
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発注期間を絞り込んで、検索を行うことができます。
官公庁や独立行政法人、各地方自治体から絞込みができます。
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■手順説明

・発注地域項目をセット

「発注地域項目」の中に記載されている地域を選択し、

「追加→」ボタンを押下することで、選択した地域が「検索対象」に追加されます。

「発注地域検索条件へセット」ボタンを押下すると、発注地域が設定されます。

検索対象の「↓全て選択」を押下後、「リストから削除」を押下することで、

検索対象にセットしてある全ての地域を消すことができます。

・全ての選択方法

発注地域項目の「↓全て選択」ボタンを押下して下さい。

「追加→」ボタンを押下すると、検索対象に選択した地域が追加されます。

・検索対象から削除方法

検索対象から削除したい地域を選択し、

「リストから削除」ボタンを押下して下さい。

選択していた地域が検索対象から削除されます。

※なお、「発注地域項目」及び「検索対象」において項目を選択する場合、

キーボードのCtrlボタンを押しながら選択すると、複数同時に選択することができます。

2.7【発注地域選択】
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発注地域を絞り込んで、検索を行うことができます。
ご契約いただいている地域から絞り込みます。※トライアル会員様は全国ご覧いただけます。
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2.8【カテゴリ選択】
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入札情報のみカテゴリを絞り込んで、検索を行うことができます。
こちらから「補助金・助成金」や「米軍案件」などの絞込みも可能です。
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■手順説明

「カテゴリ項目」の中に記載されている項目を選択し、

「追加→」ボタンを押下することで、選択した項目が「検索対象」に追加されます。

「カテゴリ選択条件へセット」ボタンを押下すると、カテゴリが設定されます。

検索対象の「↓全て選択」を押下後、「リストから削除」を押下することで、

検索対象にセットしてある全ての項目を消すことができます。

・全ての選択方法

カテゴリ項目の「↓全て選択」ボタンを押下して下さい。

「追加→」ボタンを押下すると、検索対象に項目が追加されます。

・検索対象から削除方法

検索対象から削除を希望される項目を選択し、

「リストから削除」ボタンを押下して下さい。

選択していた項目が検索対象から削除されます。

※なお、「カテゴリ項目」及び「検索対象」において項目を選択する場合、

キーボードのCtrlボタンを押しながら選択すると、複数同時に選択することができます。



希望の条件で検索を行うと検索結果が表示されます。

■入札情報詳細
クリックすると入札案件の詳細画面タブが開きます。
案件名に記載されているURLをクリックすると、別タブにて入札情
報詳細が閲覧できます。
また、2017年度以降の公告案件は、
公告文のほか仕様書や説明書等が掲載されている場合は、
それらの情報も閲覧が可能です（一部のwebサイトが対象です）。

■落札情報詳細
入札情報の詳細画面を開くと、
類似した案件の落札情報も表示されます。

落札情報も入札情報と同様に、記載のURLをクリックすると、落札
結果の掲載画面が開きます。

■案件の並び替え

「並び替えができます」のプルダウンで案件の並び替えができます。
「▲」は昇順「▼」は降順に並び替えられます。

■掲載元ページ（リンク）
選択した案件が、掲載されたページを表示します。
掲載元から入札案件の確認ができ、
他の案件も閲覧することができます。

■ブックマーク
案件名の横にある星のアイコンを押下すると、
ブックマークに登録されます。
登録すると、黄色くなりますので再度ボタンを押下すると白色になり解除されます。

2.9【検索結果】
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2.10【検索条件の保存】
一度検索した条件を保存できます。
再度検索したいときにすぐに呼び出すことができ、新着入札案件の配信設定を行えます。

【追加】
この検索条件で新規保存します。
項目を入力した後に、【追加】又は【この検索条件を新規追加】ボタン
を押下すると、「検索条件名」ウインドウが表示されますので、入力後
「新規登録」ボタンで保存されます。

【上書】
検索条件の呼び出しから呼び出した条件の変更を行った場合にその条件
を上書き保存します。
項目を入力した後に、【上書】又は【この検索条件で上書き保存】ボタ
ンを押下すると、「検索条件名」ウインドウが表示されるので、入力後
「変更登録」ボタンで保存されます。
※条件を追加していないときには選択できません

【削除】
保存した検索条件を削除いたします。
「保存した検索条件の呼び出し」のプルダウンより対象の検索条件を選
択いたします。
【削除】ボタンを押下すると「本当に削除しますか？」ウインドウが開
きますので「OK」を選択します。

【順番変更】
保存した検索条件の呼び出しの順番を変更します。
【順番変更】を押下すると、ウィンドウが開くので「全て検索」「入札
のみ検索」「落札のみ検索」各カテゴリ内で「▲」「▼」ボタンで順番
の変更が行えます。

このボタンからも検索条件の
新規追加が行えます

このボタンからも検索条件の
上書き保存が行えます

※条件を追加していないときには選択できません
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検索結果をCSVに変換してパソコンに保存できます。

2.11【検索結果をCSVに保存】

■CSV保存
検索結果をCSVのファイルに保存します。
案件検索後に「CSV保存」ボタンを押下すると、ダウンロードが開始され保存されます。
問い合わせ番号が
「N」からはじまる番号が入札案件
「R」からはじまる番号が落札案件です。

12

トライアル会員の方は、ホームページよりサンプルをダウンロードできます。

12

問い合わせ番号が
「Ｎ」から始まってい

るので入札案件

問い合わせ番号が
「Ｒ」から始まってい

るので落札案件



「ブックマーク」では、「入札・落札情報検索」ページでブックマークした案件情報を閲覧・編集・管理することができます。
また、CSV保存によってデータの抽出が可能です。

■表示件数

「表示件数」を選択して下さい。10、30、50、100件と表示件数の変更ができます。

■CSV保存
「CSV保存」ボタンを押下して下さい。
保存ファイルはMicrosoft Excelで閲覧・編集・保存することができます。
「□全てをチェック」をチェックすると、下方に表示されている案件のすべての□にチェックが入ります。

■削除
削除を希望される案件のチェックボックスにチェックを入れ、「削除」ボタンを押下して下さい。
「□全てをチェック」をチェックすると、下方に表示されている案件のすべての□にチェックが入ります。

■案件の並び替え

「並び替えができます」のプルダウンで案件の並び替えができます。

「▲」は昇順「▼」は降順に並び替えられます。

3. ブックマーク
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「登録情報確認・変更」ページは、会員情報を変更することができます。
住所や会社名などの変更がある場合は、この機能をご利用下さい。

※「登録情報確認・変更」画面からは、
メールアドレス（ログイン用ＩＤ）は変更できませんので、
変更をご希望の場合は入札王事務局へご連絡ください。

【変更画面】
変更箇所を入力後「登録確認」ボタンを押下してください。

【確認画面】
問題が無ければ「登録」ボタンを、修正する場合は「戻る」ボタ
ンを押下してください。

【完了画面】
登録情報の変更が完了です。

4. 登録情報確認・変更
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