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事業者様 NEXCO中日本WEBサイト

事業者情報入力

約款同意 登録申請受領

確認メール送付確認メール受領

登録完了

NEXCO中日本
登録申請フォーム

物品購入・役務提供に係る 
少額(250 万円未満)契約事業者登録の手引き 

 
 

１．事業者登録の概要 

NEXCO 中日本では、より公正で透明性のある調達のため、少額（250 万円未満）を見込む物品購入や

役務提供（以下「物品・役務」といいます。）の契約を結ぶ際の、見積競争に参加いただく事業者の皆さ

まに、事前の情報登録をお願いしております。 

いただいた情報は、2020 年 11 月以降の少額契約において、見積競争を行う際に活用させていただき

ます。つきましては、以下の通り登録をお願いいたします。 

 

２．登録手順  

NEXCO 中日本ホームページ⇒企業情報サイト⇒調達・お取引⇒少額契約にアクセスの上、登録申請フ

ォームより必要事項を入力し、「中日本高速道路株式会社契約規則」第 11 条に該当しない事業者である

ことに同意いただくことで、登録申請が完了となります。 

※申請完了から登録完了まで時間を要することがございます。 

登録完了後、事業者ＩＤを記載した登録メールを送信いたします。事業者ＩＤ及び登録申し込みフォ

ームで入力いただいたパスワードは、登録内容変更の際に必要となりますので、ご注意願います。  

なお、お申込みの際に記入いただいた情報は、NEXCO 中日本が行う契約手続以外の目的では利用いた

しません。 

【参考】契約事業者登録までの流れ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ※事業者情報変更には、ＩＤ・パスワードの入力が必要です。 

 

３．取引品目・発注機関について 

事業者登録の際に、希望する取引品目（別紙１）及び希望する本社、支社及び事務所（以下「発注機関」

といいます。詳細は「別紙２」参照。）を選択していただきます。  

※取引品目、発注機関ともに複数の選択可能です。 

なお、各発注機関の状況によっては、この申込みによって必ずしも見積競争に参加いただけるとは限

りません。また、この登録は NEXCO 中日本が行う見積競争に参加いただく必須要件ではなく、一般広告

物などで知り得た情報を使って、登録のない事業者の方に見積書の作成を依頼する場合もありますので

あらかじめご了承ください。
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（参考）お取引の流れ 

 発注の手続きは、物品・役務を必要とする当社の各発注機関が行います。 

見積競争への参加候補者として選定した際には、各発注機関から見積書の作成その他必要書類の提出

を依頼する文書を送付いたしますので、それに応じる形で見積書の提出をいただきます。加えて、契約

相手方となられた事業者におかれましては、必要に応じて請書等の提出並びに契約の履行後に納品書（又

は完了届）及び請求書など NEXCO 中日本が求める書類の提出をいただくことになります。  

 

【お取引の流れ】 

 

〈お取引の流れ〉 
見積書作成の依頼が届く 

 
↓ 
 

見積書を作成し提出する 
 

↓ 
 

契約決定の連絡が届く 
請書等を作成します。 

（省略する場合もあります） 
 

↓ 
 

契約を履行する 
代金は後払いです 

 
↓ 
 

納品書（又は完了届）を提出する 
納品書（完了届）は必須です 

 
↓ 
 

検査完了後、請求書を提出する 
支払は銀行振り込みのみです 
請求書受領後支払まで 1 ヶ月程度 

 

以 上 
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別紙１ 

   

 

 

 

  

品目の具体例

1 靴類 長靴、安全靴など
2 看板・幕・テント類 案内看板、横断幕、社旗など
3 繊維製品類 タオル、カーテン、寝具など
4 ゴム製品類 タイヤ、ゴムマットなど
5 印章類 社印、ゴム印など
6 印刷類 ハガキ印刷、名刺印刷、パンフレット(チラシ)印刷など

7 図書類
美術、活版、グラビア、雑誌、本、DVD、CD、図書、刊行
物、映像ソフト、書籍、新聞など

8 紙・紙加工品類 封筒、印刷用紙など
9 贈答品類 ノベルティなど
10 園芸用品類 生花、肥料など
11 車両関係 車両、車両部品など
12 燃料類 ガソリン、灯油など
13 什器類 机、椅子など

14 電気機器類
電池、電話機、デジタルカメラなど(電気コードなど電気器
材含む)

15 電子計算機器類
パソコン、電卓、計算機、サーバ、ハードディスク、メモリ、
光学ドライブ、汎用ソフトウェアなど

16 医療用機器類 医療機器、AED、介護機器、福祉機器医療ベッドなど
17 事務用機器類 複合機、シュレッダーなど
18 試験機器 コンクリートの試験機器など(付属品などを含む)

19 消防器具類 消火器、消防ホースなど

20 防災用品類 非常食、非常用持出袋など
21 医療用品類 医療品、手指消毒剤、マスクなど
22 事務用品類 事務用品、文具など
23 土木・建設・建設材料 ドライバー、ワイヤー、塗料など
24 忌避剤 防虫スプレーなど
25 生活雑貨 蛍光灯、雨具、その他の日用品など
26 交通規制機材 コーン、矢印板、ヘルメット、安全チョッキなど
27 制服 制服・作業服
28 食料品類 非常食以外の食料品など
29 徽章類 徽章、トロフィー、楯など
30 その他物品購入

31 広告・宣伝
パンフレット作成、WEBサイト作成など(デザイン・コンテンツ
作成含む)

32 製図・製本
33 イベント企画運営 イベント企画、会場設営など
34 撮影 写真撮影、ビデオ撮影など
35 備品類レンタル 単身生活用備品、机、椅子、テーブルクロスなど
36 警備・誘導 駐車場整理、建物監視など

37 情報処理
情報処理、入力、データ作成、バックアップ、システム保
守、ソフトウェア保守、統計、集計、データエントリー、媒体
変換など

38 翻訳・通訳・速記 翻訳、通訳、速記、筆耕など
39 車両整備

40 建物管理等各種保守管理
管理、建物保守、監視、清掃、造園、警備、害虫駆除、
電話交換など

41 日常的な修繕 ドアの不具合対応、水漏れ対応など
42 設備などの点検 給排水設備や電気製品の点検など
43 清掃・衛生管理 樹木剪定、害虫駆除など
44 廃棄物処理 産業廃棄物及び一般廃棄物の保管、運搬、処分
45 旅客輸送 バス貸切など
46 貨物輸送 引越、荷造、小荷物運送など
47 医療検診 健康診断
48 クリーニング
49 速記・筆耕 テープおこしなど

50 賃貸借
事務、パソコン、機器、自動車、植物、動物、情報機器、
医療機器、イベント用品、建物、寝具、植木、物品など

51 保険サービス 各種保険
52 その他役務提供

【物品購入】
品目

【役務提供】
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No. 機関名 電話番号（代表）

1 本社　 〒４６０－０００３ 愛知県名古屋市中区錦２-１８-１９ 052-222-1620

2 本社　料金事務センター 〒２１６－００２４ 神奈川県川崎市宮前区南平台１－１ 044-870-8641

3 東京支社 〒１０５－６０１１ 東京都港区虎ノ門４－３－１ 03-5776-5600

4 厚木工事事務所 〒２４３－００３２ 神奈川県厚木市恩名一丁目14番13号 046-223-8721

5 東京工事事務所 〒１５３－００４４ 東京都目黒区大橋一丁目5番1号 03-3770-6280

6 秦野工事事務所 〒２５７－００１７ 神奈川県秦野市立野台1-4 0463-80-5600

7 沼津工事事務所 〒４１０－００１１ 静岡県沼津市岡宮字焼土手1300-1 055-926-7100

8 横浜保全・サービスセンター 〒２２６－００２６ 神奈川県横浜市緑区長津田町5509 045-922-1141

9 伊勢原保全・サービスセンター 〒２５９－１１４１ 神奈川県伊勢原市上粕屋2678 0463-91-2727

10 御殿場保全・サービスセンター 〒４１２－００２６ 静岡県御殿場市東田中1140 0550-82-3100

11 富士保全・サービスセンター 〒４１９－０２０１ 静岡県富士市厚原1738-4 0545-52-2505

12 静岡保全・サービスセンター 〒４２２－８０４６ 静岡県静岡市駿河区中島235-1 054-286-5181

13 浜松保全・サービスセンター 〒４３４－００１２ 静岡県浜松市浜北区中瀬6008 053-588-5710

14 名古屋支社 〒４６０－０００３ 愛知県名古屋市中区錦２-１８-１９ 052-222-1181

15 津高速道路事務所 〒５１４－１１９３ 三重県津市久居明神町2670-2 059-256-7683

16 岐阜工事事務所 〒５００－８８４２ 岐阜県岐阜市金町4丁目30番地 058-267-5100

17 名古屋工事事務所 〒４８５－００８２ 愛知県小牧市大字村中字松原856 0568-42-1911

18 四日市工事事務所 〒５１０－０８３２ 三重県四日市市伊倉1-2-14 0593-53-9221

19 豊田保全・サービスセンター 〒４７０－１２０２ 愛知県豊田市渡刈町大屋敷57 0565-21-0937

20 名古屋保全・サービスセンター 〒４６５－００４５ 愛知県名古屋市名東区姫若町57 052-702-7801

21 飯田保全・サービスセンター 〒３９５－０１５１ 長野県飯田市北方856-1 0265-25-7288

22 多治見保全・サービスセンター 〒５０７－００５２ 岐阜県多治見市光ヶ丘5-28 0572-23-3281

23 羽島保全・サービスセンター 〒５０１－６２３６ 岐阜県羽島市江吉良町字鍵田2578-1 058-398-3361

24 彦根保全・サービスセンター 〒５２２－００２３ 滋賀県彦根市原町714-1 0749-22-1941

25 岐阜保全・サービスセンター 〒５０４－０９３４ 岐阜県各務原市大野町1-222 058-382-1271

26 高山保全・サービスセンター 〒５０６－０２０５ 岐阜県高山市清見町夏厩318 0577-67-3261

27 桑名保全・サービスセンター 〒５１１－０８５４ 三重県桑名市大字蓮花寺字鍋谷608-2 0594-23-3561

28 八王子支社 〒１９２－８６４８ 東京都八王子市宇津木町231 042-691-1171

29 八王子工事事務所 〒１９２－０９０７ 東京都八王子市長沼町1305-3 042-645-7511

30 八王子保全・サービスセンター 〒１９２－００２４ 東京都八王子市宇津木町287-1 042-691-7121

31 大月保全・サービスセンター 〒４０１－００１５ 山梨県大月市大月町花咲223 0554-22-2151

32 甲府保全・サービスセンター 〒４０９－３８６６ 山梨県中巨摩郡昭和町西条2858 055-275-5121

33 松本保全・サービスセンター 〒３９０－０８５２ 長野県松本市大字島立1347 0263-47-7515

34 金沢支社 〒９２０－０３６５ 石川県金沢市神野町東170 076-240-4930

35 富山高速道路事務所 〒９３９－８２１４ 富山県富山市黒崎439 076-421-9048

36 金沢保全・サービスセンター 〒９２０－０３６５ 石川県金沢市神野町東170 076-249-8111

37 福井保全・サービスセンター 〒９１０－２１７７ 福井県福井市稲津町16-7 0776-41-3420

38 敦賀保全・サービスセンター 〒９１４－００１４ 福井県敦賀市井川17号字稲荷藪8-1 0770-25-5223

住　　所

発注機関一覧（令和2年8月1日現在）

別紙２ 
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少額契約事業者登録 操作方法 
１．NEXCO 中日本ウェブサイト⇒企業情報サイト⇒[調達・お取引]画面を表示します。 
 

 
 
２．[少額契約について]リンクを押下して、[少額契約について]画面を表示します。 

 

 
 

３．[登録申請フォーム（新規事業者登録はこちら）]リンクを押下して、[登録申請フォーム(入力)]画面を表示します。 
 

 

[少額契約について]リンクを押下する 

[登録申請フォーム（新規事業者登録はこちら）]リンクを押下する 

登録情報の変更の場合はこちらに入力してください。 
※記入するフォームは同一です。 
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４．[登録申請フォーム(入力)]画面に事業者情報を入力し、確認ボタンを押下します。 
（※がついている項目は入力必須項目です） 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩
 

⑪ 
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⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

㉑ 

㉒ 

㉓ 

㉔ 

事業者情報を入力後、[確認]ボタンを押下する 
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画面項目名 内容 
①申込日 少額契約登録の申込日です。[登録申請フォーム(入力)]画面を表示した際の時刻が自動

で設定されます。 
②法人番号 法人番号を取得済みの場合は、13 桁の法人番号を入力します。法人番号を未取得の場

合は、「法人番号未取得」のチェックボックスに、チェックを入れます。 
③商号又は名称 商号又は名称を、全角文字の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で、60 文字以内で

入力します。 
記号は、「＆」（アンパサンド） 「’」（アポストロフィー） 「，」（コンマ） 「-」（ハイフン） 
「ー」（長音） 「．」（ピリオド） 「・」（中点） 「（」（丸カッコ） 「）」（丸カッコ閉
じ） 
が入力できます。 

④商号又は名称（カナ） 商号又は名称を、全角文字のカタカナ、英数字、記号で、120 文字以内で入力します。 
入力できる記号は、③商号又は名称で入力できる記号と同一です。 

⑤支店名等 支店名等を、全角文字の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で、100 文字以内で入
力します。入力できる記号は、③商号又は名称で入力できる記号と同一です。 
なお、支店を持たない事業者の場合は、「本社」と入力してください。 

⑥支店名等（カナ） 支店名等を、全角文字のカタカナ、英数字、記号で、100 文字以内で入力します。入力で
きる記号は、③商号又は名称で入力できる記号と同一です。 

⑦郵便番号 郵便番号を、半角数字と「-」（ハイフン）で入力します。 
郵便番号を入力すると、該当する住所の自動入力が行われます。住所が既に入力されてい
る場合は、郵便番号を入力しても住所の自動入力は行われません。 

⑧住所＿都道府県 [選択してください]と表示されているセレクトボックスを押下し、都道府県を選択します。住所
が国外の場合は、「外国」を選択します。 

⑧住所＿ 
市区町村（漢字） 

市区町村を、全角文字の漢字、ひらがな、カタカナで、40 文字以内で入力します。 

⑧住所＿ 
 地名番地（漢字） 

地名番地を、全角文字の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で、60 文字以内で入力
します。 
入力できる記号は、③商号又は名称で入力できる記号と同一です。 

⑧住所＿ 
 市区町村（カナ） 

市区町村を、全角文字のカタカナで、80 文字以内で入力します。 

⑧住所＿ 
 地名番地（カナ） 

地名番地を、全角文字の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で、120 文字以内で入
力します。 
入力できる記号は、③商号又は名称で入力できる記号と同一です。 

⑨代表者指名 代表者指名を、全角文字の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で、20 文字以内で入
力します。 
入力できる記号は、③商号又は名称で入力できる記号と同一です。 

⑩代表者指名（カナ） 代表者指名を、全角文字のカタカナ、英数字、記号で、40 文字以内で入力します。 
入力できる記号は、③商号又は名称で入力できる記号と同一です。 

⑪代表者電話番号 代表者電話番号を、半角数字と「-」（ハイフン）で入力します。 
⑫FAX 番号 FAX 番号を、半角数字と「-」（ハイフン）で入力します。 
⑬担当者部署名 担当者部署名を、全角文字の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で、50 文字以内で

入力します。入力できる記号は、③商号又は名称で入力できる記号と同一です。 
⑭担当者氏名 担当者氏名を、全角文字の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号で 50 文字以内で入

力します。入力できる記号は、③商号又は名称で入力できる記号と同一です。 
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⑮担当者電話番号 担当者電話番号を、半角数字と「-」（ハイフン）で入力します。 
⑯メールアドレス メールアドレスを、半角英数字と記号で、70 文字以内で入力します。 

入力できる記号は、「-」（ハイフン） 「.」（ピリオド） 「̲」（アンダーバー） 「@」（アット
マーク）が入力できます。 
メールアドレスは入力項目が 2 つあり、同一のメールアドレスを入力します。 

⑰従業員数 従業員数を、半角数字 6 文字以内で入力します。 
⑱設立年月日 設立年月日を、半角数字と「/」（スラッシュ）で入力します。 

また、[カレンダー]ボタンを押下して、カレンダーからも設立年月日を設定できます。 
※（１－４－１）カレンダーを使った設立年月日の設定方法参照 

⑲資本金 資本金を、半角数字 15 文字以内で入力します。 
⑳ホームページアドレス ホームページアドレスを、半角文字の英数字、記号で、2083 文字以内で入力します。 

入力できる記号は、「-」（ハイフン） 「.」（ピリオド） 「̲」（アンダーバー）です。 
㉑事業 PR 事業 PR を、240 文字以内で入力します。入力できる文字に制限はありません。 
㉒希望する取引品目 希望する取引品目を、[取引品目一覧]画面より選択します。希望する取引品目は、複数

選択可能です。 
※（１－４－２）希望する取引品目と発注機関の選択方法参照 

㉓希望する発注機関 希望する発注機関を、[発注機関一覧]画面より選択します。希望する発注機関は、複数
選択可能です。 
※（１－４－２）希望する取引品目と発注機関の選択方法参照 

㉔パスワード パスワードを、半角文字の英数字 8 文字以上かつ、20 文字以内で入力します。 
パスワードは入力項目が 2 つあり、同一のパスワードを入力します。 

 
４－１． カレンダーを使った設立年月日の設定方法 

 
 
 
 
 
 

カレンダーアイコンを押下して、カレンダーを表示する。カレンダ
ーから、日付を選択する。 
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４－２． 希望する取引品目と発注機関の選択方法 
 

 
 
 
 

ｓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．[誓約事項]画面が表示されます。誓約事項を最後まで読み進めて、[誓約します]ボタンを押下します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[選択]ボタンを押下して、取引品目一覧画面がサブ画面を
表示する。 

[選択]ボタンを押下して、発注機関一覧画面を表示する。 

希望する取引品目にチェックを入れる。※別紙１参照 
※複数項目選択可能 

希望する発注機関にチェックを入れる。※別紙２参照 
※複数項目選択可能 
 

[誓約します]ボタンを押下する。 
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６．[登録申請フォーム(確認)]画面に、４．で入力した事業者情報が表示されます。入力内容を確認し、[登録]ボタンを
押下します。 

 

 

 
 

７．[登録申請フォーム(確認)]画面が表示されます。 
[終了]ボタンを押下し、[少額契約について]画面を表示すれば事業者情報入力は終了です。 
 

 
 
  

[登録]ボタンを押下する。 
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 事業者情報入力で発生する入力チェックエラー一覧 
 

 

入力エラーメッセージ一覧 

入力項目 エラーメッセージ 対処法 

法人番号 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

法人番号未取得の場合は法人番号未取得にチェッ

クを入れてください。 

13 文字で入力してください。 13 文字で値を入力しているか確認してください。 

商号又は名称 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

60 文字以内で入力してください。 60 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

全角のみで入力してください。 全角文字、全角数値のみで値を入力しているか確認

してください。 

商 号 又 は 名 称 （ カ

ナ） 

必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

120 文字以内で入力してください。 120 文字以内で値を入力しているか確認してくださ

い。 

全角カナと記号のみで入力してくださ

い。 

全角カナ、全角数値のみで値を入力しているか確認

してください。 

支店名等 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

100 文字以内で入力してください。 100 文字以内で値を入力しているか確認してくださ

い。 

全角のみで入力してください。 全角文字、全角数値のみで値を入力しているか確認

してください。 

支店名等（カナ） 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

100 文字以内で入力してください。 100 文字以内で値を入力しているか確認してくださ

い。 

全角カナと記号のみで入力してくださ

い。 

全角カナ、全角数値のみで値を入力しているか確認

してください。 

郵便番号 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

120 文字以内で入力してください。 120 文字以内で値を入力しているか確認してくださ

い。 

数値と「-」(ハイフン)のみで入力してく

ださい。 

半角数値、半角文字[-]のみで値を入力しているか

確認してください。 

都道府県名 必須項目です。 選択項目から値を指定しているか確認してください。 
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市区町村（漢字） 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

80 文字以内で入力してください。 80 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

全角のみで入力してください。 全角文字、全角数値のみで値を入力しているか確認

してください。 

 

地名番地（漢字） 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

40 文字以内で入力してください。 40 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

全角のみで入力してください。 全角文字、全角数値のみで値を入力しているか確認

してください。 

市区町村（カナ） 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

120 文字以内で入力してください。 120 文字以内で値を入力しているか確認してくださ

い。 

全角カナと記号のみで入力してくださ

い。 

全角カナ、全角数値のみで値を入力しているか確認

してください。 

地名番地（カナ） 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

60 文字以内で入力してください。 60 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

全角カナと記号のみで入力してくださ

い。 

全角カナ、全角数値のみで値を入力しているか確認

してください。 

代表者氏名 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

20 文字以内で入力してください。 20 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

全角のみで入力してください。 全角文字、全角数値のみで値を入力しているか確認

してください。 

代表者氏名（カナ） 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

40 文字以内で入力してください。 40 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

全角カナと記号のみで入力してくださ

い。 

全角カナ、全角数値のみで値を入力しているか確認

してください。 

代表電話番号 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

30 文字以内で入力してください。 30 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

数値と「-」（ハイフン）のみで入力して

ください。 

半角数値、半角文字[-]のみで値を入力しているか

確認してください。 
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FAX 番号 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

30 文字以内で入力してください。 30 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

数値と「-」（ハイフン）のみで入力して

ください。 

半角数値、半角文字[-]のみで値を入力しているか

確認してください。 

担当者部署 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

50 文字以内で入力してください。 50 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

全角のみで入力してください。 全角文字、全角数値のみで値を入力しているか確認

してください。 

 

担当者電話番号 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

30 文字以内で入力してください。 30 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

数値と「-」（ハイフン）のみで入力して

ください。 

半角数値、半角文字[-]のみで値を入力しているか

確認してください。 

メールアドレス 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

70 文字以内で入力してください。 70 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

メールアドレスが正しいことを確認してく

ださい。 

半角英字、半角数値、半角記号のみで値を入力し

ているか確認してください。 

また、@の前後に文字を入力するメールアドレスパター

ンで入力しているか確認してください。 

例 abcd@xyz.com 

既に登録されているメールアドレスで

す。 

入力したメールアドレスは、少額契約事業者の登録が

完了しています。別のメールアドレスの使用を検討して

ください。 

また、少額契約事業者情報の修正をご希望の場合

は、少額契約ログイン画面でログイン操作を行ってくだ

さい。 

※詳しくは、後述の[少額契約事業者登録機能（修

正）]を参照 

メールアドレス(確認) メールアドレスが一致しません。 先に入力したメールアドレスと、内容が一致しているか

確認してください。 
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従業員数 6 文字以内で入力してください。 6 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

数値のみで入力してください。 半角数値のみで値を入力しているか確認してくださ

い。 

設立年月日 10 文字以内で入力してください。 10 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

資本金 12 文字以内で入力してください。 12 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

数値のみで入力してください。 半角数値のみで値を入力しているか確認してくださ

い。 

ホームページアドレス 2083 文字以内で入力してください。 2083 文字以内で値を入力しているか確認してくださ

い。 

アドレスが正しいことを確認してくださ

い。 

半角文字、半角数値、半角記号のみで値を入力し

ているか確認してください。 

また、入力した値が、「http://」、「https://」から始

まる正しいホームページアドレスか確認してください。 

事業 PR 240 文字以内で入力してください。 240 文字以内で値を入力しているか確認してくださ

い。 

希望する取引品目 必須項目です。 １つ以上値を選択しているか確認してください。 

希望する発注機関 必須項目です。 １つ以上値を選択しているか確認してください。 

パスワード 必須項目です。 項目に値を入力しているか確認してください。 

20 文字以内で入力してください。 20 文字以内で値を入力しているか確認してください。 

8 文字以上の英数字混合で設定して

ください。 

８文字以上で値を入力しているか確認してください。 

また、半角英字と半角数値の混合で値を入力してい

るか確認してください。 

パスワード（確認） パスワードが一致しません。 先に入力したパスワードと、内容が一致しているか確

認してください。 

画面表示メッセージ一覧 

メッセージ 対処法 

入力内容に誤りがあります。 入力エラーが発生しています。前述の[入力エラーメッセージ一覧]を参

考に、入力内容を修正してください。 

登録に失敗しました。 システム障害が発生しています。システム担当者に障害通知が送られ

ているので、詳細な状況はシステム担当者へお問い合わせください。 


