
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

令和４年 7月 

 

兵庫県 
 

 

 

兵庫県物品電子調達システム 
 

物品関係入札参加資格審査申請 

 

～電子申請操作手引書～ 



 
本操作説明書について 

 

本操作説明書は、「物品関係入札参加資格登録システム 入札参加資格審査申請」につ

いての操作を説明したものです。 

 

・動作環境 

 

本アプリケーションは、以下の環境にて動作致します。 

 

ＯＳ 

 ・ 日本語 Microsoft(R)Windows ８．１ 

・  日本語 Microsoft(R)Windows １０ 

 ・ 日本語 Microsoft(R)Windows １１ 

 

 

 

 

ブラウザ 

 ・ 日本語版 Microsoft Edge IEモード（推奨） 

 

※ 本書に記載されているシステム名、製品名等は一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。 

なお、本文中ではＴＭ、(R)マークは明記していない場合がございます。 
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１．新規・更新申請の流れ 

新規申請、更新申請は、以下の画面の流れに沿って行います。 

 

申請者認証画面 
申請者ＩＤとパスワードが正しいか確認します。 

 

申請者情報入力画面 
申請者の情報と、連絡先の情報を入力します。 

 

申請書入力画面 
申請書の情報を入力する画面です。 

 

送信確認画面 
申請内容を送信する画面です。 

 

到達確認通知画面 
申請内容が送信されたことを確認する画面です。 

印刷 

 

取扱状況照会画面 

申請内容に補正が必要な場合は、補正要

求通知メールが、県から届きます。 

別送 

書類 

 

取扱状況詳細画面 

申請時の到達確認通知画面に表示され

る、到達番号と問合せ番号を入力して認

証します。 

申請の状態を表示する画面です。補正に

関する指示が表示されます。 

 

申請内容補正画面 
補正対象を選択する画面です。 

 

申請書補正画面 
申請書の補正を行う画面です。 

 

送信確認画面 補正した申請内容を送信する画面です。 

 

到達確認通知画面 補正した申請内容が送信されたことを確

認する画面です。 

 

 

取扱状況照会画面 

申請内容に不備がなく、審査が可能になりましたら、受

付結果通知メールが、県から届きます。 

 

 

取扱状況詳細画面 

申請時の到達確認通知画面に表示される、到達番号と問合

せ番号を入力して認証します。 

申請の状態を表示する画面です。申請が不受理となった

場合は、不受理の事由が表示されます。 

補正要求通知 

受付結果通知 

 

 

取扱状況照会画面 

審査が終了し、申請が承認又は否認になると、審査結果

通知メールが、県から届きます。 

 

 

取扱状況詳細画面 

申請時の到達確認通知画面に表示される、到達番号と問

合せ番号を入力して認証します。 

申請の状態を表示する画面です。審査結果通知書の印刷

や、申請が否認となった場合の事由が表示されます。 

審査結果通知 
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２．変更届の流れ 

変更届は、以下の画面の流れに沿って行います。 

※新規・更新申請と違い、受付結果通知が届いた時点で、手続は終了となります。 

 

 

申請者認証画面 
申請者ＩＤとパスワードが正しいか確認します。 

 

申請者情報入力画面 
申請者の情報と、連絡先の情報を入力します。 

 

申請書入力画面 
申請書の情報を入力する画面です。 

 

送信確認画面 
申請内容を送信する画面です。 

 

到達確認通知画面 
申請内容が送信されたことを確認する画面です。 

印刷 

 

取扱状況照会画面 

申請内容に補正が必要な場合は、補正要

求通知メールが、県から届きます。 

別送 

書類 

 

取扱状況詳細画面 

申請時の到達確認通知画面に表示され

る、到達番号と問合せ番号を入力して認

証します。 

申請の状態を表示する画面です。補正に

関する指示が表示されます。 

 

申請内容補正画面 
補正対象を選択する画面です。 

 

申請書補正画面 
申請書の補正を行う画面です。 

 

送信確認画面 補正した申請内容を送信する画面です。 

 

到達確認通知画面 補正した申請内容が送信されたことを確

認する画面です。 

 

 

取扱状況照会画面 

申請内容に不備がなく、審査が可能になりましたら、受

付結果通知メールが、県から届きます。 

 

 

取扱状況詳細画面 

申請時の到達確認通知画面に表示される、到達番号と問合

せ番号を入力して認証します。 

申請の状態を表示する画面です。申請が不受理となった

場合は、不受理の事由が表示されます。 

補正要求通知 

受付結果通知 
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３．申請処理 

 

（１）画面呼び出し手順 

以下の URLへアクセス 

https:// www.buppin-shikaku.pref.hyogo.lg.jp/shinsei.html 
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◇新規登録の申請 

 
 

電子申請ログイン画面 

⇒ 申請書入力画面 

電子申請ログイン画面 

⇒ 取扱状況照会画面 

電子申請ログイン画面 

⇒ 補正処理 

・・・取扱状況照会画面 

事前登録画面 



兵庫県 物品電子調達システム操作説明書  電子申請操作手引書 

 

ページ ５ 
 

 

◇更新の申請 

※現在有効な資格は持っていないが、過去に資格を取得したことがある方はこちらの

メニューで手続きをお願いいたします。 

 

 
 

電子申請ログイン画面 

⇒変更届入力画面 

電子申請ログイン画面 

⇒ 取扱状況照会画面 

電子申請ログイン画面 

⇒ 補正処理 

・・・取扱状況照会画面 
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◇登録内容の変更 

 

 

電子申請ログイン画面 

⇒ 申請書入力画面 

電子申請ログイン画面 

⇒ 取扱状況照会画面 

電子申請ログイン画面 

⇒ 補正処理 

・・・取扱状況照会画面 
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（２）申請者認証 

 

 

 

① ユーザＩＤ（業者コード）とパスワードを入力します。 

・新規に申請する場合 

事前登録の登録後に電子メールで送付されるＩＤ発行通知書に記載されたユー

ザＩＤと、任意に設定し入力したパスワード（英数字で６～１２桁のもの）を、

使用してください。 

・最初に電子申請した場合 

新規申請を行ったときのユーザＩＤとパスワード（英数字で６～１２桁のも

の）を、使用してください。（ユーザＩＤは審査結果通知書に記載された業者コ

ードと同じものです。） 

・最初に書面申請した場合 

 審査結果通知書に記載された業者コードをユーザＩＤとし、申請時に任意に設

定し申請書に記載したパスワード（英数字で６～１２桁のもの）を使用してくだ

さい。 

※ユーザＩＤ（業者ＩＤ）は、今後も変わりませんので、大切に保管しておいてく

ださい。 

② 次に進む場合は、「ログイン」をクリックします。 

 

 

＜申請者認証画面＞ 

 
 

申請者の認証を行う画面です。 
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画面上の各項目については以下の表のとおりです。 

入力・選択・項目説明 

No. 項目名 必須 文字種 桁数 説明 

1 ユーザＩＤ ○ 半角数字 8 事前登録で発行されたＩＤを入力してください。 

2 パスワード ○ 半角英数字 6～12 事前登録で登録したパスワードを入力してください。 

3 ログイン  ボタン  入力した内容で、認証を行い、問題がなければ、申請者

情報入力画面へ遷移します。 

4 ユーザ ID 通知  ボタン  ユーザ ID を忘れた場合、申請 ID 通知送信画面へ遷移し

ます。 

5 パスワード再登録  ボタン  パスワードを忘れた場合、パスワード再登録申請画面へ

遷移します。 

 

 

※ 「次へ」ボタンをクリックすると、下記セキュリティ警告画面が表示されることが

あります。セキュリティ警告画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてく

ださい。申請画面中の「申請データ読込」「申請データ保存」機能を利用するため

に必要になります。 

 

＜セキュリティ警告画面＞ 
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（３）申請書入力画面 

 

 

 

申請書の必要事項を入力します。申請者情報入力画面で入力した内容又は、前回申

請時に兵庫県に承認を受けた内容が、次の項目に引き継がれます。（●申請者 全項

目、●連絡先 全項目、●登録者情報のふりがな、商号・屋号、代表者名、郵便番号、

ＴＥＬ） 

他の項目は、前回兵庫県に承認を受けた内容が表示されます。ただし、新規申請時

は表示されません。 

 

・必要事項を入力し、「次へ」をクリックし、次に進みます。 

・申請データを保存したい場合は、「申請データ保存」をクリックし、入力内容を

ファイルに保存します。 

・保存した申請データを読み込む場合は、「申請データ読込」をクリックし、「申

請データ保存」で保存したファイルを指定し、データを読み込みます。 

・申請者認証に戻る場合は、「＜＜戻る」をクリックします。 

・中止する場合は、「中止」をクリックします。この場合、入力したデータは破棄

されますのでご注意ください。 

 

※ 表示後 60分で自動的に回線が切断されます。入力に 60分以上かかる場合は、作業

中に必ず申請データを保存しておいてください。 

※ ◆項目は、必須入力となります。 

各項目の入力の注意事項については、画面上のガイダンス及び、「申請の手引き（電

子申請用）」を参照してください。 

  この画面では、項目の必須チェック及び、形式チェックのみ行われます。入力項目

間での不整合や、提出書類との不整合等があった場合は、後で補正指示が送付され

ますので、ご注意ください。 

  営業開始年月については、昭和６４年等（元号が変わった年）の場合、入力した元

号が変更されることがありますが、審査には影響ありません。 

 

 

 

 

新規・更新申請用の、申請書の情報を入力する画面です。 
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＜申請書入力画面１＞ 

 
 

＜申請書入力画面２＞ 
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＜申請書入力画面３＞ 

 
＜申請書入力画面４＞ 
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＜申請書入力画面５＞ 
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画面上の各項目については以下の表のとおりです。 

入力・選択・項目説明 

No. 項目名 必須 文字種 桁数 説明 

申請者 

1 会社名  漢字 20 法人名または団体名を入力してください。 

2 代表者 職名 ○ 漢字 10 代表者の職名を入力してください。 

3 代表者名  姓 ○ 漢字 10 氏名または代表者氏名 姓を入力してください。 

4      名 ○ 漢字 10 氏名または代表者氏名 名を入力してください。 

5 所在地 都道府県 ○ 選択  リストから都道府県を選択してください。 

6     市町名以下   ○ 漢字 20 住所の市町村名以下を入力してください。 

7     様方  漢字 20 様方・マンション名を入力してください。 

8 ＴＥＬ ○ 英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

連絡先 

9 会社名  漢字 20 法人名または団体名を入力してください。 

10 氏名  姓 ○ 漢字 10 氏名または代表者氏名 姓を入力してください。 

11    名 ○ 漢字 10 氏名または代表者氏名 名を入力してください。 

12 ＴＥＬ ○ 英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

13 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

14 Ｅ－Ｍａｉｌ    ○ 英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

登録者情報 

15 ふりがな ○ ひらがな 40 商号・屋号のふりがなを入力してください。 

16 商号・屋号 ○ 漢字 30 商号・屋号を入力してください。 

17 代表者名 姓  ○ 漢字 10 代表者名 姓を入力してください。 

18      名  ○ 漢字 10 代表者名 名を入力してください。 

19    当て字     ON/OFF  商号・屋号、代表者に当て字を使用した場合、チェック
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入力・選択・項目説明 

No. 項目名 必須 文字種 桁数 説明 

してください。 

20    郵便番号    ○ 英数 3-4 郵便番号を入力してください。ハイフンで区切って入力

してください。 

前３桁（半角数字）と後４桁（半角数字）の間を半角ハ

イフンで入力してください。（例：111-2222） 

21    所在地 都道府県  ○ 選択  所在地 都道府県を選択してください。 

22        市町(区)   選択  都道府県が兵庫県の場合、市町(区)を選択してくださ

い。 

23       番地等   ○ 漢字 30 番地等（兵庫県以外は、市町村から）を入力してくださ

い。 

24 ＴＥＬ ○ 英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

25 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

26 Ｅ－Ｍａｉｌ     英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

27 ＵＲＬ  英数字 60 URL を入力してください。（例：http://www.aa.bb.cc/） 

28 取引希望の有無     ON/OFF  本社・本店が県との取引を希望する場合、チェックして

ください。 

29 人格    ○ 選択  人格をリストから選択してください。 

30 資本形態    ○ 選択  資本形態をリストから選択してください。 

31 事業別区分    ○ 選択  事業別区分をリストから選択してください。 

希望業種 

32 第 1 希望 

 大分類名 

○ 選択  大分類名を選択してください。 

33   小分類名 ○ 選択  小分類名を選択してください。 

34 取扱品目（業務）    漢字 30 取扱品目（業務）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

35 メーカー名等    漢字 30 メーカー名等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 
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36 取得資格・許認可等    漢字 30 取得資格・許認可等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

37   摘要（取扱支店等）    漢字 30 摘要（取扱支店等）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

38 第２希望 

 大分類名 

 選択  大分類名を選択してください。 

39   小分類名  選択  小分類名を選択してください。 

40 取扱品目（業務）    漢字 30 取扱品目（業務）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

41 メーカー名等    漢字 30 メーカー名等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

42 取得資格・許認可等    漢字 30 取得資格・許認可等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

43   摘要（取扱支店等）    漢字 30 摘要（取扱支店等）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

44 第３希望 

 大分類名 

 選択  大分類名を選択してください。 

45   小分類名  選択  小分類名を選択してください。 

46 取扱品目（業務）    漢字 30 取扱品目（業務）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

47 メーカー名等    漢字 30 メーカー名等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

48 取得資格・許認可等    漢字 30 取得資格・許認可等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

49   摘要（取扱支店等）    漢字 30 摘要（取扱支店等）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

50 第４希望 

 大分類名 

 選択  大分類名を選択してください。 

51   小分類名  選択  小分類名を選択してください。 

52 取扱品目（業務）    漢字 30 取扱品目（業務）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

53 メーカー名等    漢字 30 メーカー名等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

54 取得資格・許認可等    漢字 30 取得資格・許認可等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

55   摘要（取扱支店等）    漢字 30 摘要（取扱支店等）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 
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56 第５希望 

 大分類名 

 選択  大分類名を選択してください。 

57   小分類名  選択  小分類名を選択してください。 

58 取扱品目（業務）    漢字 30 取扱品目（業務）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

59 メーカー名等    漢字 30 メーカー名等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

60 取得資格・許認可等    漢字 30 取得資格・許認可等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

61   摘要（取扱支店等）    漢字 30 摘要（取扱支店等）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

営業情報 

62 前年度決算時の総売上額 ○ 数字 11 前年度決算時の総売上額を入力してください。 

63 資本金額 ○ 数字 11 資本金額を入力してください。 

64 自己資本の額  ○ 数字 11 自己資本の額を入力してください。 

65 設備の状況    ○ 数字 11 設備の状況を入力してください。 

66 従業員数    ○ 数字 5 従業員数を入力してください。 

67 うち障害者数    ○ 数字 5 うち障害者数を入力してください。 

68 営業開始年月 元号 ○ 選択  営業開始 元号を入力してください。 

69        年 ○ 年 2 営業開始 年を入力してください。 

70       月 ○ 月 2 営業開始 月を入力してください。 

71 流動資産の額    ○ 数字 11 流動資産の額を入力してください。 

72 流動負債の額    ○ 数字 11 流動負債の額を入力してください。 

73 兵庫県税課税の有無    ○ 選択  兵庫県税課税の有無を選択してください。 

74 消費税課税の有無    ○ 選択  消費税課税の有無を選択してください。 

75 障害者法定雇用率達成状況    ○ 選択  障害者法定雇用率達成状況を選択してください。 

76 ISO9001 取得の有無 ○ 選択  ISO9001 取得の有無を選択してください。 

77 ISO14001 取得の有無 ○ 選択  ISO14001 取得を選択してください。 

取引を希望する支店・営業所等 

78 １ 

支店・営業所名 

 漢字 20 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等名を入力してください。 

79 代表者 職名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の職名を入力してください。 

80 代表者名  氏名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の氏名（姓名）を入力してください。 

81 郵便番号    英数 3-4 郵便番号を入力してください。ハイフンで区切って入力

してください。 
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前３桁（半角数字）と後４桁（半角数字）の間を半角ハ

イフンで入力してください。（例：111-2222） 

82 所在地 都道府県  選択  所在地 都道府県を選択してください。 

83      市町(区)  選択  都道府県が兵庫県の場合、市町(区)を選択してくださ

い。 

84      番地等  漢字 30 番地等（兵庫県以外は、市町村から）を入力してくださ

い。 

85 ＴＥＬ  英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

86 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

87 Ｅ－Ｍａｉｌ  英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

88 ２ 

支店・営業所名 

 漢字 20 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等名称を入力してください。 

89 代表者 職名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の職名を入力してください。 

90 代表者名  氏名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の氏名（姓名）を入力してください。 

891 郵便番号    英数 3-4 郵便番号を入力してください。ハイフンで区切って入力

してください。 

前３桁（半角数字）と後４桁（半角数字）の間を半角ハ

イフンで入力してください。（例：111-2222） 

92 所在地 都道府県  選択  所在地 都道府県を選択してください。 

93      市町(区)  選択  都道府県が兵庫県の場合、市町(区)を選択してくださ

い。 

94      番地等  漢字 30 番地等（兵庫県以外は、市町村から）を入力してくださ

い。 

95 ＴＥＬ  英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 
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市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

96 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

97 Ｅ－Ｍａｉｌ  英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

98 ３ 

支店・営業所名 

 漢字 20 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等名称を入力してください。 

99 代表者 職名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の職名を入力してください。 

100 代表者名  氏名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の氏名（姓名）を入力してください。 

101 郵便番号    英数 3-4 郵便番号を入力してください。ハイフンで区切って入力

してください。 

前３桁（半角数字）と後４桁（半角数字）の間を半角ハ

イフンで入力してください。（例：111-2222） 

102 所在地 都道府県  選択  所在地 都道府県を選択してください。 

103      市町(区)  選択  都道府県が兵庫県の場合、市町(区)を選択してくださ

い。 

104      番地等  漢字 30 番地等（兵庫県以外は、市町村から）を入力してくださ

い。 

105 ＴＥＬ  英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

106 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

107 Ｅ－Ｍａｉｌ  英数 60 メールアドレスを入力してください。 
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携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

108 ４ 

支店・営業所名 

 漢字 20 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等名称を入力してください。 

109 代表者 職名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の職名を入力してください。 

110 代表者名  氏名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の氏名（姓名）を入力してください。 

111 郵便番号    英数 3-4 郵便番号を入力してください。ハイフンで区切って入力

してください。 

前３桁（半角数字）と後４桁（半角数字）の間を半角ハ

イフンで入力してください。（例：111-2222） 

112 所在地 都道府県  選択  所在地 都道府県を選択してください。 

113      市町(区)  選択  都道府県が兵庫県の場合、市町(区)を選択してくださ

い。 

114      番地等  漢字 30 番地等（兵庫県以外は、市町村から）を入力してくださ

い。 

115 ＴＥＬ  英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

116 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

117 Ｅ－Ｍａｉｌ  英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

118 ５ 

支店・営業所名 

 漢字 20 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等名称を入力してください。 

119 代表者 職名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の職名を入力してください。 

120 代表者名  氏名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の氏名（姓名）を入力してください。 
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121 郵便番号    英数 3-4 郵便番号を入力してください。ハイフンで区切って入力

してください。 

前３桁（半角数字）と後４桁（半角数字）の間を半角ハ

イフンで入力してください。（例：111-2222） 

122 所在地 都道府県  選択  所在地 都道府県を選択してください。 

123      市町(区)  選択  都道府県が兵庫県の場合、市町(区)を選択してくださ

い。 

124      番地等  漢字 30 番地等（兵庫県以外は、市町村から）を入力してくださ

い。 

125 ＴＥＬ  英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

 

126 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

 

127 Ｅ－Ｍａｉｌ  英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

128 ６ 

支店・営業所名 

 漢字 20 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等名称を入力してください。 

129 代表者 職名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の職名を入力してください。 

130 代表者名  氏名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の氏名（姓名）を入力してください。 

131 郵便番号    英数 3-4 郵便番号を入力してください。ハイフンで区切って入力

してください。 

前３桁（半角数字）と後４桁（半角数字）の間を半角ハ

イフンで入力してください。（例：111-2222） 

132 所在地 都道府県  選択  所在地 都道府県を選択してください。 

133      市町(区)  選択  都道府県が兵庫県の場合、市町(区)を選択してくださ

い。 
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134      番地等  漢字 30 番地等（兵庫県以外は、市町村から）を入力してくださ

い。 

135 ＴＥＬ  英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

136 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

137 Ｅ－Ｍａｉｌ  英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

添付書類 法人事業者 

138 商業登記簿謄本     ON/OFF  商業登記簿謄本を添付する場合、チェックしてくださ

い。 

139 兵庫県税納税証明書（３）

又は兵庫県税に関する誓約

書兼調査に関する承認書     

 ON/OFF  兵庫県税納税証明書（３）又は兵庫県税に関する誓約書

兼調査に関する承認書を添付する場合、チェックしてくだ

さい。 

140 消費税納税証明書(様式そ

の３)    

 ON/OFF  消費税納税証明書(様式その３)を添付する場合、チェッ

クしてください。 

141 前年度（直前決算期）の決

算書類  

 ON/OFF  前年度（直前決算期）を添付する場合、チェックしてく

ださい。 

142 取引希望届   ON/OFF  取引希望届を添付する場合、チェックしてください。 

143 障害者雇用状況報告書     ON/OFF  障害者雇用状況報告書を添付する場合、チェックしてく

ださい。 

144 ＩＳＯ9001 の登録証      ON/OFF  ＩＳＯ9001 の登録証を添付する場合、チェックしてく

ださい。 

145 ＩＳＯ14001 の登録証      ON/OFF  ＩＳＯ14001 の登録証を添付する場合、チェックしてく

ださい。 

146 印刷業に関する保有機器申

告書    

 ON/OFF  印刷業に関する保有機器申告書を添付する場合、チェッ

クしてください。 

147 許可証、認可証、届出済証

等 

 ON/OFF  許可証、認可証、届出済証等を添付する場合、チェック

してください。 
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入力・選択・項目説明 

No. 項目名 必須 文字種 桁数 説明 

148   枚数   数字 2 許可証、認可証、届出済証等を添付する枚数を入力して

ください。 

149     許可内容等   漢字 50 許可証、認可証、届出済証等を添付する名称を入力して

ください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

添付書類 個人事業者 

150 禁治産者でないことの証明

書    

 ON/OFF  禁治産者でないことの証明書を添付する場合、チェック

してください。 

151 兵庫県税納税証明書（３）

又は兵庫県税に関する誓約

書兼調査に関する承認書  

 ON/OFF  兵庫県税納税証明書（３）又は兵庫県税に関する誓約書

兼調査に関する承認書を添付する場合、チェックしてくだ

さい。 

152 消費税納税証明書(様式そ

の３)    

 ON/OFF  消費税納税証明書(様式その３) を添付する場合、チェ

ックしてください。 

153 前年度（直前決算期）の所

得税確定申告書の写し 

 ON/OFF  前年度（直前決算期）の所得税確定申告書の写しを添付

する場合、チェックしてください。 

154 取引希望届   ON/OFF  取引希望届を添付する場合、チェックしてください。 

155 ＩＳＯ9001 の登録証      ON/OFF  ＩＳＯ9001 の登録証を添付する場合、チェックしてく

ださい。 

156 ＩＳＯ14001 の登録証      ON/OFF  ＩＳＯ14001 の登録証を添付する場合、チェックしてく

ださい。 

157 印刷業に関する保有機器申

告書    

 ON/OFF  印刷業に関する保有機器申告書を添付する場合、チェッ

クしてください。 

158 許可証、認可証、届出済証

等 

 ON/OFF  許可証、認可証、届出済証等を添付する場合、チェック

してください。 

159     枚数   数字 2 許可証、認可証、届出済証等を添付する枚数を入力して

ください。 

160     許可内容等   漢字 50 許可証、認可証、届出済証等を添付する名称を入力して

ください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

161 「戻る」  ボタン  申請者情報画面へ戻ります。 

162 「申請データ読込」  ボタン  保存したファイルを画面に読み込む場合、使用してくだ

さい。 

163 「申請データ保存」  ボタン  入力内容をファイルに保存する場合、使用してくださ

い。 

164 「中止」  ボタン  処理を中止します。入力した項目はすべてクリアされま

すので、注意してください。 

165 「次へ」  ボタン  確認画面へ進みます。 
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① 申請データ保存 

 

  入力作業の一時中断するなど、申請内容を保存したいときは、画面の一番した

にある「申請データ保存」ボタンを押してください。この場合における画面表示

は次のとおりです。 

 

＜申請データ保存確認画面＞ 

ブラウザの下に以下が表示されます。 

 

 
 

「保存」ボタンを押して保存するか、「名前を付けて保存」で申請データに名

前を付けて保存画面を表示します。 

 

＜申請データ保存画面＞ 

 
保存するファイル名を入力し、「保存」ボタンを押します。 
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② 申請データ読込 

 

  入力作業の一時中断により、保存した申請データを呼び出すときは、画面の一

番下にある「申請データ読込」ボタンを押してください。この場合における画面

表示は次のとおりです。 

 

＜申請データ読込画面＞ 

 
「参照」ボタンを押し、申請データ読込参照画面を表示します。申請データ読

込参照画面でファイルを選択した後、ファイル名が表示されているのを確認して

「送信」ボタンを押します。 

 

＜申請データ読込参照画面＞ 

 
読み込むファイルを選択し、「開く」ボタンを押します。画面が閉じ、申請デ

ータ読込画面にファイル名が入ります。 
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（４）申請付帯情報入力 

 

 

 

申請書入力画面の「次へ」を押すと連絡先を入力するための画面が表示されます。 

入力した内容が表示されますので内容を確認します。 

・問題がない場合は、「次へ」をクリックし、次に進みます。 

・問題があり修正する場合は、「戻る」をクリックし、申請書入力画面へ戻ります。 

 

＜申請付帯情報入力画面＞ 

 
 

 

 

 

連絡先情報を入力する画面です。 
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（５）送信確認 

 

 

 

申請付帯情報入力画面の「次へ」をクリックすると、入力した内容を確認するための

画面が表示されます。 

① 申請書の入力内容や添付書類、別送書類、連絡先情報を確認して問題がなければ「送

信」をクリックします。 

② 入力した申請情報を修正したい場合は、「戻る」をクリックしてください。 

＜申請内容確認画面＞ 

 

（６） 

入力した内容を確認する画面です。 

～～～～～～～ 

～～～～～～～

～ 
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到達の確認 

 

 

 

送信確認画面で「送信」を押すと到達確認画面になります。 

送信を完了したことを確認し、到達確認通知を保存、印刷します。 

・保存する場合は、「保存」をクリックします。 

・印刷する場合は、「印刷」をクリックします。 

・保存、印刷が済んだ場合は、「終了」をクリックします。 

 

＜到達確認画面＞ 

 
 

別送書類がある場合には、「到達確認」画面に「別送書類送り先情報」が表示されます。

「別送先印刷用表示」をクリックすると別画面で「別送書類送り先情報」画面が表示され

て、「別送書類送り先情報」が確認できます。 

印刷し、別送書類に同封して送付してください。また住所部分は宛名ラベルとしてご使

用ください。 

申請内容が送信されたことを確認し、保存、印刷を行う画面です。 

。 
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これで申請が県に到達しましたので、県からのメールに従ってそれぞれ処理をすること

になります。 
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４．変更届処理 

 

（１）変更届入力画面 

 

 

 

変更届の必要事項を入力します。申請者情報入力画面で入力した内容が、次の項目

に引き継がれます。（●申請者 全項目、●連絡者 全項目、●登録者情報のふりが

な、商号・屋号、代表者名、郵便番号、ＴＥＬ） 

他の項目は、前回兵庫県に承認を受けた内容が表示されます。なお、別送書類に関

しては引き継がれておりませんので、今回の変更届で必要な書類のみチェックして下

さい。 

 

・変更事由を入力し、変更となった箇所を書き直して、「次へ」をクリックすると

３．申請処理（５）申請内容確認画面になります。次に進んだあとの手続きは、

新規・更新申請の場合と同じです。 

・申請データを保存したい場合は、「申請データ保存」をクリックし、入力内容を

ファイルに保存します。 

※ 画面遷移及び操作方法は、新規・更新申請と同じです。 

・保存した申請データを読み込む場合は、「申請データ読込」をクリックし、「申

請データ保存」で保存したファイルを指定し、データを読み込みます。 

※ 画面遷移及び操作方法は、新規・更新申請と同じです。 

・申請者認証に戻る場合は、「＜＜戻る」をクリックします。 

・中止する場合は、「中止」をクリックします。この場合、入力したデータは破棄

されますのでご注意ください。 

 

※ 変更届は、当該年度の申請内容に対する変更となります。兵庫県により承認された

申請に対して変更を行う場合は、審査結果通知書に記載されている有効期間内に変

更届を提出してください。 

※ 表示後 60分で自動的に回線が切断されます。入力に 60分以上かかる場合は、作業

中に必ず申請データを保存しておいてください。 

※ ◆項目は、必須入力となります。 

各項目の入力の注意事項については、画面上のガイダンス及び、「申請の手引き（電

子申請用）」を参照してください。 

  この画面では、項目の必須チェック及び、形式チェックのみ行われます。入力項目

間での不整合や、提出書類との不整合等があった場合は、後で補正指示が送付され

ますので、ご注意ください。 

 

 

 

変更届の情報を入力する画面です。 
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＜変更届入力画面１＞ 

 
 

＜変更届入力画面２＞ 
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＜変更届入力画面３＞ 

 
 

＜変更届入力画面４＞ 
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画面上の各項目については以下の表のとおりです。 

入力・選択・項目説明 

No. 項目名 必須 文字種 桁数 説明 

申請者 

1 会社名  漢字 20 法人名または団体名を入力してください。 

2 代表者 職名 ○ 漢字 10 代表者の職名を入力してください。 

3 代表者名  姓 ○ 漢字 10 氏名または代表者氏名 姓を入力してください。 

4      名 ○ 漢字 10 氏名または代表者氏名 名を入力してください。 

5 所在地 都道府県 ○ 選択  リストから都道府県を選択してください。 

6     市町名以下   ○ 漢字 20 住所の市町村名以下を入力してください。 

7     様方  漢字 20 様方・マンション名を入力してください。 

8 ＴＥＬ ○ 英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

連絡先 

9 会社名  漢字 20 法人名または団体名を入力してください。 

10 氏名  姓 ○ 漢字 10 氏名または代表者氏名 姓を入力してください。 

11    名 ○ 漢字 10 氏名または代表者氏名 名を入力してください。 

12 ＴＥＬ ○ 英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

13 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

15 Ｅ－Ｍａｉｌ    ○ 英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

変更事由 

15 承継  ON/OFF  資格承継となる変更の場合、チェックしてください。 

16 変更事由 ○ 漢字 500 変更事由を入力してください。 

登録者情報 

17 ふりがな ○ ひらがな 40 商号・屋号のふりがなを入力してください。 
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入力・選択・項目説明 

No. 項目名 必須 文字種 桁数 説明 

18 商号・屋号 ○ 漢字 30 商号・屋号を入力してください。 

19 代表者名 姓  ○ 漢字 10 代表者名 姓を入力してください。 

20      名  ○ 漢字 10 代表者名 名を入力してください。 

21    当て字     ON/OFF  商号・屋号、代表者に当て字を使用した場合、チェック

してください。 

22    郵便番号    ○ 英数 3-4 郵便番号を入力してください。ハイフンで区切って入力

してください。 

前３桁（半角数字）と後４桁（半角数字）の間を半角ハ

イフンで入力してください。（例：111-2222） 

23    所在地 都道府県  ○ 選択  所在地 都道府県を選択してください。 

24        市町(区)   選択  都道府県が兵庫県の場合、市町(区)を選択してくださ

い。 

25       番地等   ○ 漢字 30 番地等（兵庫県以外は、市町村から）を入力してくださ

い。 

26 ＴＥＬ ○ 英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

27 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

28 Ｅ－Ｍａｉｌ     英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

29 ＵＲＬ  英数字 60 URL を入力してください。（例：http://www.aa.bb.cc/） 

30 取引希望の有無     ON/OFF  本社・本店が県との取引を希望する場合、チェックして

ください。 

31 人格    ○ 選択  人格をリストから選択してください。 

32 資本形態    ○ 選択  資本形態をリストから選択してください。 

33 事業別区分    ○ 選択  事業別区分をリストから選択してください。 

希望業種 

34 第 1 希望 

 大分類名 

○ 選択  大分類名を選択してください。 

※一度承認された希望業種は変更できません。 

35   小分類名 ○ 選択  小分類名を選択してください。 
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入力・選択・項目説明 

No. 項目名 必須 文字種 桁数 説明 

※一度承認された希望業種は変更できません。 

 

36 取扱品目（業務）    漢字 30 取扱品目（業務）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

37 メーカー名等    漢字 30 メーカー名等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

38 取得資格・許認可等    漢字 30 取得資格・許認可等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

39   摘要（取扱支店等）    漢字 30 摘要（取扱支店等）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

40 第２希望 

 大分類名 

 選択  大分類名を選択してください。 

※一度承認された希望業種は変更できません。 

41   小分類名  選択  小分類名を選択してください。 

※一度承認された希望業種は変更できません。 

42 取扱品目（業務）    漢字 30 取扱品目（業務）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

43 メーカー名等    漢字 30 メーカー名等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

44 取得資格・許認可等    漢字 30 取得資格・許認可等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

45   摘要（取扱支店等）    漢字 30 摘要（取扱支店等）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

46 第３希望 

 大分類名 

 選択  大分類名を選択してください。 

※一度承認された希望業種は変更できません。 

47   小分類名  選択  小分類名を選択してください。 

※一度承認された希望業種は変更できません。 

48 取扱品目（業務）    漢字 30 取扱品目（業務）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

49 メーカー名等    漢字 30 メーカー名等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

50 取得資格・許認可等    漢字 30 取得資格・許認可等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

51   摘要（取扱支店等）    漢字 30 摘要（取扱支店等）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

52 第４希望 

 大分類名 

 選択  大分類名を選択してください。 

※一度承認された希望業種は変更できません。 

53   小分類名  選択  小分類名を選択してください。 
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※一度承認された希望業種は変更できません。 

 

54 取扱品目（業務）    漢字 30 取扱品目（業務）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

55 メーカー名等    漢字 30 メーカー名等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

56 取得資格・許認可等    漢字 30 取得資格・許認可等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

57   摘要（取扱支店等）    漢字 30 摘要（取扱支店等）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

58 第５希望 

 大分類名 

 選択  大分類名を選択してください。 

※一度承認された希望業種は変更できません。 

59   小分類名  選択  小分類名を選択してください。 

※一度承認された希望業種は変更できません。 

60 取扱品目（業務）    漢字 30 取扱品目（業務）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

61 メーカー名等    漢字 30 メーカー名等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

62 取得資格・許認可等    漢字 30 取得資格・許認可等を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

63   摘要（取扱支店等）    漢字 30 摘要（取扱支店等）を入力してください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

取引を希望する支店・営業所等 

63 １ 

支店・営業所名 

 漢字 20 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等名を入力してください。 

64 代表者 職名 

 

 漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の職名を入力してください。 

65 代表者名  氏名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の氏名（姓名）を入力してください。 

66 郵便番号    英数 3-4 郵便番号を入力してください。ハイフンで区切って入力

してください。 

前３桁（半角数字）と後４桁（半角数字）の間を半角ハ

イフンで入力してください。（例：111-2222） 

67 所在地 都道府県  選択  所在地 都道府県を選択してください。 

68      市町(区)  選択  都道府県が兵庫県の場合、市町(区)を選択してくださ

い。 
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69      番地等  漢字 30 番地等（兵庫県以外は、市町村から）を入力してくださ

い。 

70 ＴＥＬ  英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

71 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

72 Ｅ－Ｍａｉｌ  英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

73 ２ 

支店・営業所名 

 漢字 20 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等名称を入力してください。 

74 代表者 職名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の職名を入力してください。 

75 代表者名  氏名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の氏名（姓名）を入力してください。 

76 郵便番号    英数 3-4 郵便番号を入力してください。ハイフンで区切って入力

してください。 

前３桁（半角数字）と後４桁（半角数字）の間を半角ハ

イフンで入力してください。（例：111-2222） 

77 所在地 都道府県  選択  所在地 都道府県を選択してください。 

78      市町(区)  選択  都道府県が兵庫県の場合、市町(区)を選択してくださ

い。 

79      番地等  漢字 30 番地等（兵庫県以外は、市町村から）を入力してくださ

い。 

80 ＴＥＬ  英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

81 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 
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市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

 

82 Ｅ－Ｍａｉｌ  英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

 

83 ３ 

支店・営業所名 

 漢字 20 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等名称を入力してください。 

 

84 代表者 職名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の職名を入力してください。 

85 代表者名  氏名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の氏名（姓名）を入力してください。 

86 郵便番号    英数 3-4 郵便番号を入力してください。ハイフンで区切って入力

してください。 

前３桁（半角数字）と後４桁（半角数字）の間を半角ハ

イフンで入力してください。（例：111-2222） 

87 所在地 都道府県  選択  所在地 都道府県を選択してください。 

88      市町(区)  選択  都道府県が兵庫県の場合、市町(区)を選択してくださ

い。 

89      番地等  漢字 30 番地等（兵庫県以外は、市町村から）を入力してくださ

い。 

90 ＴＥＬ  英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

91 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

892 Ｅ－Ｍａｉｌ  英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 
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93 ４ 

支店・営業所名 

 漢字 20 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等名称を入力してください。 

 

94 代表者 職名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の職名を入力してください。 

95 代表者名  氏名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の氏名（姓名）を入力してください。 

96 郵便番号    英数 3-4 郵便番号を入力してください。ハイフンで区切って入力

してください。 

前３桁（半角数字）と後４桁（半角数字）の間を半角ハ

イフンで入力してください。（例：111-2222） 

 

97 所在地 都道府県  選択  所在地 都道府県を選択してください。 

98      市町(区)  選択  都道府県が兵庫県の場合、市町(区)を選択してくださ

い。 

99      番地等  漢字 30 番地等（兵庫県以外は、市町村から）を入力してくださ

い。 

 

100 ＴＥＬ  英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

101 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

102 Ｅ－Ｍａｉｌ  英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

103 ５ 

支店・営業所名 

 漢字 20 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等名称を入力してください。 

104 代表者 職名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の職名を入力してください。 

105 代表者名  氏名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の氏名（姓名）を入力してください。 
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106 郵便番号    英数 3-4 郵便番号を入力してください。ハイフンで区切って入力

してください。 

前３桁（半角数字）と後４桁（半角数字）の間を半角ハ

イフンで入力してください。（例：111-2222） 

107 所在地 都道府県  選択  所在地 都道府県を選択してください。 

108      市町(区)  選択  都道府県が兵庫県の場合、市町(区)を選択してくださ

い。 

109      番地等  漢字 30 番地等（兵庫県以外は、市町村から）を入力してくださ

い。 

110 ＴＥＬ  英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

111 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

112 Ｅ－Ｍａｉｌ  英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

113 ６ 

支店・営業所名 

 漢字 2710 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等名称を入力してください。 

114 代表者 職名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の職名を入力してください。 

115 代表者名  氏名  漢字 10 取引を希望する支店、営業所等がある場合、支店・営業

所等の代表者の氏名（姓名）を入力してください。 

116 郵便番号    英数 3-4 郵便番号を入力してください。ハイフンで区切って入力

してください。 

前３桁（半角数字）と後４桁（半角数字）の間を半角ハ

イフンで入力してください。（例：111-2222） 

117 所在地 都道府県  選択  所在地 都道府県を選択してください。 

118      市町(区)  選択  都道府県が兵庫県の場合、市町(区)を選択してくださ

い。 

119      番地等  漢字 30 番地等（兵庫県以外は、市町村から）を入力してくださ

い。 
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120 ＴＥＬ  英数 6-4-4 電話番号を入力してください。市外局番からハイフンで

区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

121 ＦＡＸ  英数 6-4-4 ＦＡＸ番号を入力してください。市外局番からハイフン

で区切って入力してください。 

市外局番を半角数字６桁以内で、局、番をそれぞれ半角

数字４桁以内で入力し、間を半角ハイフンで区切ります。

（例：078-XXX-XXXX） 

122 Ｅ－Ｍａｉｌ  英数 60 メールアドレスを入力してください。 

携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用

できません。 

添付書類 法人事業者 

123 商業登記簿謄本     ON/OFF  商業登記簿謄本を添付する場合、チェックしてくださ

い。 

134 取引希望届  ON/OFF  取引希望届を添付する場合、チェックしてください。 

125 印刷業に関する保有機器申

告書    

 ON/OFF  印刷業に関する保有機器申告書を添付する場合、チェッ

クしてください。 

126 許可証、認可証、届出済証

等 

 ON/OFF  許可証、認可証、届出済証等を添付する場合、チェック

してください。 

 

127   枚数   数字 2 許可証、認可証、届出済証等を添付する枚数を入力して

ください。 

 

128     許可内容等   漢字 50 許可証、認可証、届出済証等を添付する名称を入力して

ください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

129 その他の書類  ON/OFF  承継時に書類を添付する場合、チェックしてください。 

130        名称  漢字 50 承継時に添付する書類の名称を入力してください。 

添付書類 個人事業者 

131 禁治産者でないことの証明

書    

 ON/OFF  禁治産者でないことの証明書を添付する場合、チェック

してください。 

132 取引希望届  ON/OFF  取引希望届を添付する場合、チェックしてください。 

133 印刷業に関する保有機器申

告書    

 ON/OFF  印刷業に関する保有機器申告書を添付する場合、チェッ

クしてください。 

 



兵庫県 物品電子調達システム操作説明書  電子申請操作手引書 

 

ページ ４１ 
 

 

入力・選択・項目説明 

No. 項目名 必須 文字種 桁数 説明 

134 許可証、認可証、届出済証

等 

 ON/OFF  許可証、認可証、届出済証等を添付する場合、チェック

してください。 

135     枚数   数字 2 許可証、認可証、届出済証等を添付する枚数を入力して

ください。 

136     許可内容等   漢字 50 許可証、認可証、届出済証等を添付する名称を入力して

ください。 

※改行を入力するとエラーとなります 

137 その他の書類  ON/OFF  承継時に書類を添付する場合、チェックしてください。 

138        名称  漢字 50 承継時に添付する書類の名称を入力してください。 

139 「戻る」  ボタン  申請者情報画面へ戻ります。 

140 「申請データ読込」  ボタン  保存したファイルを画面に読み込む場合、使用してくだ

さい。 

141 「申請データ保存」  ボタン  入力内容をファイルに保存する場合、使用してくださ

い。 

142 「中止」  ボタン  処理を中止します。入力した項目はすべてクリアされま

すので、注意してください。 

143 「次へ」  ボタン  確認画面へ進みます。 
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５．補正処理 

 

（１）補正要求通知メール 

 

 

 

 

申請内容に補正が必要な場合は、下記のようなメールが送信されます。 

取扱状況照会で、内容を確認し、補正を行い、再送信する必要があります。 

 

＜補正要求通知メール＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請内容を補正して頂く必要がある場合には、県から補正要求通知メールが送信

されます。 

件名：【兵庫県電子申請共同運営システム】補正要求通知 

 

下記の手続きについて補正をお願いします。 

内容の確認は下記 URL をクリックのうえ、確認をお願い致します。 

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/ 

 

〔団体名〕：●●×× 

〔手続名〕：物品関係入札参加資格審査申請 

〔申請者名〕：兵庫 太郎 

〔到達日時〕：2021 年 05 月 16 日 15 時 10 分 

〔到達番号〕：2021051600001 

〔補正期限〕：2021 年 05 月 18 日 17 時 00 分 

〔補正要求日時〕：2021 年 05月 16 日 15 時 10 分 

〔発行部署名〕：出納局管理課 

 

本メールはシステムが自動的に送信しております。 

本メールへ返信にてお問い合わせいただいてもご回答できませんので、 

予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 

ご不明な点がございましたら、「兵庫県電子入札ヘルプデスク」 

0120-554-538（フリーダイヤル）受付は、平日 9:00～12:00 

13:00～17:00 まで、お問合せください。 
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（２）取扱状況照会画面 

 

 

 

 

補正要求通知メールを受け取った場合は、電子申請トップページの「取扱状況照会」

ボタンを押して、取扱状況照会画面からユーザ ID、パスワードを入力するか、もしく

は、申請時の到達確認画面に表示される到達番号と問合せ番号を使用して、申請の取

扱状況を照会します。 

・取扱状況を照会する場合は、ユーザ ID、パスワードもしくは、到達番号、問合せ

番号を入力し「ログイン」をクリックし次に進みます。 

 

＜システムログイン画面＞ 

 
 

 

申請時の到達確認画面に表示される到達番号と問合せ番号を入力して認証後、照

会画面へ遷移します。 
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（３）取扱状況詳細画面 

 

 

 

 

提出した申請の取扱状況が表示されているので、確認します。補正要求通知メール

を受け取った場合は、補正指示情報を確認の上、補正処理を行います。 

・補正を行う場合は、「補正」をクリックし、次に進みます。 

・取扱状況照会画面に戻る場合は、「戻る」をクリックします。 

・処理履歴を確認する場合は、「履歴」をクリックします。 

・提出した申請データを確認する場合は、「申請書類一覧」をクリックします。 

 

＜取扱状況詳細画面＞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

申請時の到達確認画面に表示される到達番号と問合せ番号を入力して認証後、照

会画面へ遷移します。 
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「履歴情報」をクリックすると、下記画面が表示されます。申請者・職員の処理の

履歴を確認できます。 

 

＜履歴情報画面＞ 

 



兵庫県 物品電子調達システム操作説明書  電子申請操作手引書 

 

ページ ４７ 
 

 

 

「申請書類一覧」をクリックすると、下記画面が表示されます。申請者・職員の処

理の履歴を確認できます。 

 

 

＜申請書類一覧画面＞ 
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申請書類一覧画面で、「別送先」をクリックしますと以下の画面が表示されます。 

 

＜別送先画面＞ 
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（４）申請内容補正画面 

 

 

 

申請内容の補正対象を確認又は補正を選択する画面です。 

・「戻る」をクリックすると、取扱状況詳細画面へ戻ります。 

 

＜申請内容補正画面＞ 

 
 

 

① 申請した内容を確認したい場合 

・「表示」をクリックしてください。 

 

② 申請書の補正を行う場合 

・「補正」をクリックし、（５）申請書補正画面に進みます。 

 

③ 「戻る」をクリックすると、取扱状況詳細画面へ戻ります。 

 

 

申請内容を補正する画面です。 
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（５）申請書補正画面 

 

 

 

申請書補正画面では、申請書の補正が行えます。 

・補正指示内容に従って、内容を確認後、補正を行います。 

・修正内容を破棄して戻る場合は、「戻る」をクリックします。 

 

＜申請書補正画面＞ 

 

 
 

 

申請書の補正を行う画面です。 

～～～～～～～

～～～～～～～

～ 
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（６）申請内容付帯情報入力 

 

 

 

全ての補正後、（５）申請書入力画面で、「次へ」をクリックすると連絡先を入力

するための画面が表示されます。入力した情報が表示されますので内容を確認します。

この画面では、補正を行った申請書が表示されますので、内容を確認します。 

・問題がない場合は、「次へ」をクリックし、次に進みます。 

・問題があり修正がある場合は、「戻る」をクリックし申請書入力画面へ戻ります。 

 

＜申請付帯情報入力画面＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先情報を入力する画面です。 
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（７）送信確認画面 

 

 

 

申請付帯情報入力画面の「次へ」をクリックすると、入力した内容を確認するための

画面が表示されます。 

① 申請書の入力内容や添付書類、別送書類、連絡先情報を確認して問題がなければ「送

信」をクリックします。 

② 入力した申請情報を修正したい場合は、「戻る」をクリックしてください。 

＜申請内容確認画面＞ 

 

入力した内容を確認する画面です。 
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＜確認画面＞ 

 
 

1回目の申請時と同様に必要書類を送付し、補正手続きは終了です。 

 

＜別送書類送付先＞ 

 〒650-8657 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号 

       兵庫県出納局管理課 宛 

 

※補正手続き後、さらに補正を要する場合には、補正要求通知メールが届きますので、

同じ手順で補正処理を行ってください。 
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６．受付結果通知確認処理 

 

（１）受付結果通知メール 

 

 

 

補正がない場合または補正が完了した場合で県の受付が終了すると、下記のような

メールが送信されます。 

取扱状況照会で、内容を確認します。 

 

＜受付結果通知メール＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付が終了すると、県から受付結果通知メールが送信されます。 

件名：【兵庫県電子申請共同運営システム】受付結果通知 

 

下記の手続きについて受付が終了しました。 

内容の確認は下記 URL をクリックのうえ、確認をお願い致します。 

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/ 

 

〔団体名〕：●●×× 

〔手続名〕：物品関係入札参加資格審査申請 

〔申請者名〕：兵庫 太郎 

〔到達日時〕：2021 年 05 月 16 日 15 時 19 分 

〔到達番号〕：2021051600001 

〔受付日時〕：2021 年 05 月 20 日 22 時 29 分 

〔受付部署名〕：出納局管理課 

 

本メールはシステムが自動的に送信しております。 

本メールへ返信にてお問い合わせいただいてもご回答できませんので、 

予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 

ご不明な点がございましたら、「兵庫県電子入札ヘルプデスク」 

0120-554-538（フリーダイヤル）受付は、平日 9:00～12:00 

13:00～17:00 まで、お問合せください。 
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（２）取扱状況照会画面 

 

 

 

 

受付結果通知メールを受け取った場合は、電子申請サービスにログインし、＜

取扱状況詳細＞画面を表示します。＜申請一覧＞画面で選択した申請について、

進行状況が表示されます。この画面から「通知書類一覧」「履歴」「申請書類一

覧」を照会します。 

 

＜取扱状況詳細画面＞ 

 
 

 

 

 

  

申請時の到達確認画面に表示される到達番号と問合せ番号を入力して認証後、照

会画面へ遷移します。 
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（３）通知書類一覧画面 

 

 

 

取扱状況詳細画面の「通知書類一覧」をクリックすると、通知書類一覧画面が表示

されます。受付が終了している場合は、受付結果通知書類一覧が表示されます。 

 

・ 「取得」ボタンを押すと通知書類を XML形式でパソコンに保存できます。 

・ 「表示」ボタンを押すと通知書類をプレビュー表示できます。 

・ 「一括取得」ボタンを押すと通知書類・添付書類をまとめて取得できます。 

・ 取扱状況詳細画面に戻る場合は、「戻る」をクリックします。 

 

＜通知書類一覧画面＞ 

 
 

 

 

 

通知書類一覧画面から受付結果通知を確認します。 
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（４）受付結果通知画面 

 

 

 

通知書類一覧から、受付結果通知の「表示」をクリックすると、受付結果通知画面

が表示されます。 

 

・ 受付結果通知を印刷する場合は、「印刷」をクリックします。 

・ 通知書類一覧画面に戻る場合は、「閉じる」をクリックします。 

 

＜受付結果通知画面＞ 

 
 

注) 通信欄・添付書類名・別送書類名には何も表示されませんのでご了承ください。 

 

 

 

受付結果通知を確認します。 
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７．審査結果通知確認処理 

以下の手続きは、新規・更新申請時のみで変更届の場合は必要ありません。 

 

（１）審査結果通知メール 

 

 

 

 

受付終了後、資格審査が終了すると、下記のようなメールが送信されます。 

取扱状況照会で、内容を確認し、審査結果通知書を印刷します。 

 

 

＜審査結果通知メール＞ 

 

 

 

 

受付終了後、資格審査が終了すると、県から審査結果通知メールが送信されます。 

件名：【兵庫県電子申請共同運営システム】審査終了通知 

 

下記の手続きについて審査が終了しました。 

内容の確認は下記 URL をクリックのうえ、確認をお願い致します。 

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/ 

 

〔団体名〕：●●×× 

〔手続名〕：物品関係入札参加資格審査申請 

〔申請者名〕：兵庫 太郎 

〔到達日時〕：2021 年 05 月 21 日 10 時 00 分 

〔到達番号〕：2021051600001 

〔審査日時〕：2021 年 05 月 21 日 9 時 10 分 

〔受付部署名〕：出納局管理課 

 

本メールはシステムが自動的に送信しております。 

本メールへ返信にてお問い合わせいただいてもご回答できませんので、 

予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 

ご不明な点がございましたら、「兵庫県電子入札ヘルプデスク」 

0120-554-538（フリーダイヤル）受付は、平日 9:00～12:00 

13:00～17:00 まで、お問合せください。 
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（２）取扱状況照会画面 

 

 

 

 

受付結果通知メールを受け取った場合は、電子申請サービスにログインし、＜取扱

状況詳細＞画面を表示します。提出した申請の取扱状況で「審査終了」が表示されて

いることを確認します。 

 

＜取扱状況詳細画面＞ 

 
 

 

 

 

申請時の到達確認画面に表示される到達番号と問合せ番号を入力して認証後、照

会画面へ遷移します。 
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（３）通知書類一覧画面 

 

 

 

取扱状況詳細画面の「通知書類一覧」ボタンをクリックすると、通知書類一覧画面

が表示されます。通知書類一覧から、審査結果通知書を確認し、審査結果通知書を印

刷します。 

 

・ 「取得」ボタンを押すと通知書類を XML形式でパソコンに保存できます。 

・ 「表示」ボタンを押すと通知書類をプレビュー表示できます。 

・ 「一括取得」ボタンを押すと通知書類・添付書類をまとめて取得できます。 

・ 取扱状況詳細画面に戻る場合は、「戻る」をクリックします。 

 

 

＜通知書類一覧画面＞ 

 
 

 

 

 

通知書類一覧画面から審査結果通知を確認し、審査結果通知書を印刷します。 
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（４）審査結果通知画面 

 

 

 

通知書類一覧から、審査結果通知の「表示」をクリックすると、審査結果通知画面

が表示されます。 

 

・ 審査結果通知を印刷する場合は、「印刷」をクリックします。 

・ 通知書類一覧画面に戻る場合は、「閉じる」をクリックします。 

 

＜審査結果通知画面＞ 

 
 

注) 通信欄・添付書類名・別送書類名には何も表示されませんのでご了承ください。 

審査結果通知を確認します。 
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（５）審査結果通知書の保存 

 

 

 

通知書類一覧から、審査結果通知書の「取得」をクリックし、審査結果通知書を取

得します。審査結果通知書を受け取ったら手続きは終了です。 

 

・ ファイルのダウンロード画面が表示されるので、「保存」もしくは名前を付けて保

存をクリックします。 

・ 表示された審査結果通知書を印刷し、資格期間が終了するまで保存してください。 

 

＜取得確認画面＞ 

 
 

 

＜ファイルのダウンロード画面＞ 

 

 
 

 

 

 

審査結果通知書を保存します。 
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取得したデータがご使用のパソコンに正しく保存され、【受付済】ボタンを押すことに

より手続き終了となります。取扱状況で「手続終了」が表示されていることを確認します。 

 

これで手続はすべて終了です。 
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８．パスワードの変更 

 

（１）画面呼び出し手順 

 

兵庫県ホームページ（http://web.pref.hyogo.lg.jp/）兵庫県ホームページ（http://web.pref.hyogo.lg.jp/）

電子県庁電子県庁

電子申請電子申請

電子申請システム（県）電子申請システム（県）

電子申請一覧電子申請一覧

物品関係入札参加資格申請物品関係入札参加資格申請 物品関係入札参加資格申請書記載事項変更届物品関係入札参加資格申請書記載事項変更届

どちらの手続からでもご利用になれます。

パスワード変更パスワード変更

兵庫県ホームページ（http://web.pref.hyogo.lg.jp/）兵庫県ホームページ（http://web.pref.hyogo.lg.jp/）

電子県庁電子県庁

電子申請電子申請

電子申請システム（県）電子申請システム（県）

電子申請一覧電子申請一覧

物品関係入札参加資格申請物品関係入札参加資格申請 物品関係入札参加資格申請書記載事項変更届物品関係入札参加資格申請書記載事項変更届

どちらの手続からでもご利用になれます。

パスワード変更パスワード変更
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（２）申請者認証 

 

 

 

申請者ＩＤ（業者コード）と現在のパスワードを入力します。 

 

＜申請者情報変更画面（認証）＞ 

 
 

 

 

申請者の認証を行う画面です。 
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（３）パスワードの入力 

 

 

 

① まずは現在のパスワードを入力してください。 

② 新しいパスワードに、変更後の新しいパスワードを入力してください。 

③ パスワード（確認用）に新しいパスワードをもう一度入力してください。 

④ 最後に「変更」ボタンを押してください。 

 

 

   ＜申請者情報変更画面①＞ 

 
 

 

 

 

 

 

変更後のパスワードを入力する画面です。 
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（４）変更完了 

 

 

 

① 正常に変更が終了した場合に表示されます。 

② 「閉じる」をクリックしてください。メニューに戻ります。 

 

 ＜変更完了画面＞ 

 
 

 

  以上で、パスワードの変更が完了しました。 

新しいパスワードでログインする事ができます。 

 

パスワード変更が完了したことを伝える画面です。 


