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１ 申請登録 

 

 

１．１０ 申請完了 

１．８ (印刷業者のみ)印刷業者業務入力 

１．７ 取扱品目入力 

１．９ 提出内容確認 

｢次へ｣を押下 

申請確認書 

｢申請完了｣を押下 

｢トップ画面へ戻る｣を押下 

｢戻る｣を押下 

｢申請登録｣を押下 

｢戻る｣を押下 

１．６ 営業概要・実績及び資格等入力 

｢戻る｣を押下 

｢新規申請｣を押下 

｢ログイン｣を押下 
｢ログアウト｣を押下 

トップ画面 

１．４ 取引希望入力 

１．２ 業者メニュー 

１．１ ログイン 

 

１．３ 基本情報入力 

｢次へ｣を押下 

１．５ 希望営業品目選択 

｢次へ｣を押下 
｢戻る｣を押下 

｢戻る｣を押下 
｢次へ｣を押下 

｢次へ｣を押下 
｢戻る｣を押下 

｢戻る｣を押下 
｢次へ｣を押下 

｢修正｣を押下 

｢修正｣を押下 

｢修正｣を押下 

｢修正｣を押下 

｢修正｣を押下 

｢修正｣を押下 

「メニューへ戻る」を押下 

または、 

｢一時保存｣を押下 

申請受付通知メール 

｢申請確認書の印刷｣を押下 
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１.１ ログイン 

 

ID、パスワードを使用してログインを行います。 

ID、パスワードをお持ちでない場合は「こちらから」リンクを押下して 

予備登録を行ってください。 

また、ID、パスワードが不明な場合は、「ユーザID、パスワードが不明なときは」リンクを 

押下して、メールにて通知を受けることができます。 

 

※パスワードの有効期限は６ヶ月となっています。 

有効期限になると、パスワードの変更を求められます。 

 
 

ボタン・リンク 

番

号 
ボタン・リンク名称 処理 

① こちらから 「予備登録｣画面へ遷移します。 

② 
ユーザ ID、パスワー

ドが不明なときは 
「ID・パスワード再発行」画面へ遷移します。 

③ リセット 入力項目を初期化します。 

④ ログイン 「業者メニュー」画面へ遷移します。 

⑤ 
和歌山県ホームペ

ージ 
和歌山県ホームページへ遷移します。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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１.２ 業者メニュー 

 

「新規申請」リンク（更新申請の場合は「更新申請」リンク）を押下してください。 

 

 

ボタン・リンク 

番

号 
ボタン・リンク名称 処理 

① 新規申請 「基本情報入力」画面へ遷移します。 

② 
ログイン用パスワ

ード更新 
「ログイン用パスワード更新」画面へ遷移します。 

③ 
見積書提出用パ

スワード更新 
「見積書提出用パスワード更新」画面へ遷移します。 

 

① 

② 

③ 
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１.３ 基本情報入力 

 

基本情報を入力して、「次へ」ボタンを押下してください。 

 

 
 

 

 

 

 

① ② 

① ② 
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入力項目(申請者の情報) 

項目名称 入力条件等 

所在地 郵便番号 半角数字 3桁 - 4桁 

所在地  

都道府県/市区町

村 

全角 40文字まで 

所在地  

地名/番地/ビル名

等 

全角 40文字まで 

上に同じ 

登記上の所在記が上記と同じ場合にチェックを入れます。 

チェックを入れますと、所在地に入力した各項目の値が、 

登記上の所在地の各項目にコピーされます。 

登記上の所在地 

郵便番号 

半角数字 3桁 - 4桁 

上に同じにチェックしている場合入力の必要はありません。 

登記上の所在地 

都道府県/市区町

村 

全角 40文字まで 

上に同じにチェックしている場合入力の必要はありません。 

登記上の所在地  

地名/番地/ビル名

等 

全角 40文字まで 

上に同じにチェックしている場合入力の必要はありません。 

商号又は名称 

全角 40文字まで。 

環境依存文字の「㈱」、半角かっこ等が入力された場合は、 

全角文字に自動的に変換されます。 

商号又は名称 

ふりがな 
全角 40文字まで 

代表者職名 全角 40文字まで 

代表者氏名 

全角 20文字まで 姓 名 

半角空白は全角空白に自動変換されます。 

２つ以上の連続した空白は、１つの全角空白に自動変換されます。 

代表者氏名 

ふりがな 

全角 20文字まで 

半角空白は全角空白に自動変換されます。 

２つ以上の連続した空白は、１つの全角空白に自動変換されます。 

電話番号 電話番号の合計が半角数字 10桁又は 11桁 

Fax番号 電話番号の合計が半角数字 10桁又は 11桁 
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ボタン・リンク 

番

号 
ボタン・リンク名称 処理 

① 一時保存 入力した内容を保存して「業者メニュー」画面へ遷移します。 

② 次へ 「取引希望入力」画面へ遷移します。 

 

入力項目(記載担当者の情報) 

項目名称 入力条件等 

所属 全角 40文字まで 

氏名 

全角 20文字まで 姓 名 

半角空白は全角空白に自動変換されます。 

２つ以上の連続した空白は、１つの全角空白に自動変換されます。 

電話番号 電話番号の合計が半角数字 10桁又は 11桁 

メールアドレス （半角英数字） 60文字まで 

入力項目(取引希望先) 

項目名称 入力条件等 

取引希望先 全県または取引希望先をチェックします。 
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１.４ 取引希望入力 

 

代理人の情報や債権債務番号等を入力してください。 

代理人情報欄は、県外業者の場合のみ入力してください。 

 

 
 

 

 

入力項目(代理人の情報) 

項目名称 入力条件等 

所在地 郵便番号 半角数字 3桁 - 4桁 

所在地 都道府県

/市区町村 

全角 40文字まで 

上に同じにチェックしている場合入力の必要はありません。 

所在地  

地名/番地/ビル名

等 

全角 40文字まで 

上に同じにチェックしている場合入力の必要はありません。 

商号又は名称 

全角 40文字まで。 

環境依存文字の「㈱」、半角かっこ等が入力された場合は、 

全角文字に自動的に変換されます。 

① ② 

① ② 
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入力項目(代理人の情報) 

項目名称 入力条件等 

商号又は名称 

ふりがな 
全角 40文字まで 

代表人職名 全角 40文字まで 

代表人氏名 

全角 20文字まで 姓 名 

半角空白は全角空白に自動変換されます。 

２つ以上の連続した空白は、１つの全角空白に自動変換されます。 

代表人氏名 

ふりがな 

全角 20文字まで 

半角空白は全角空白に自動変換されます。 

２つ以上の連続した空白は、１つの全角空白に自動変換されます。 

電話番号 電話番号の合計が半角数字 10桁又は 11桁 

Fax番号 電話番号の合計が半角数字 10桁又は 11桁 

 

入力項目(債権債務者番号） 

項目名称 入力条件等 

債権債務者番号 半角数字 10桁 

 

ボタン・リンク 

番

号 
ボタン・リンク名称 処理 

① 一時保存 入力した内容を保存して「業者メニュー」画面へ遷移します。 

② 次へ 「希望営業品目選択｣画面へ遷移します。 
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１.５ 希望営業品目選択 

 

主として営業している種目にチェックを入れ、希望する順位を選択してください。 

最大６種目まで登録することができます。 

 

 

 

 

ボタン・リンク 

番

号 
ボタン・リンク名称 処理 

① 一時保存 入力した内容を保存して「業者メニュー」画面へ遷移します。 

② 次へ 「営業概要・実績及び資格等入力｣画面へ遷移します。 

 

入力項目(希望する営業品目) 

項目名称 入力条件等 

営業種目番号前

のチェックボックス 

当項目にチェックすることで、「順位」項目が入力可能になります。 

最大 6つまでチェックすることが可能です。 

営業種目番号  

営業種目名  

順位 
営業種目番号前のチェックボックスをチェックすることで、入力可能に

なります。1～6の順位を選択します。 

① ② 

① ② 
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１.６ 営業概要・実績及び資格等入力 

 

営業に関する概要や実績等を入力して、「次へ」ボタンを押下してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② 

① ② 
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入力項目(営業概要) 

項目名称 入力条件等 

営業区分 プルダウンメニューから該当業種のうち、主たる業種を選択 

創業 半角数字 

休業期間 半角数字 

現組織への変更 半角数字 

営業年数 

自動計算かつ、入力可能項目。 

半角数字 ４桁まで 

１年に満たない端数は切り捨てとします。 

従業員数 半角数字 ６桁まで 

うち障害者雇用人

数 
半角数字 ６桁まで 

施設概要 本社（本

店） 所有 土地 
半角数字 ８桁まで 

施設概要 本社（本

店） 所有 建物 
半角数字 ８桁まで 

施設概要  代理人

（支店等） 所有 土

地 

半角数字 ８桁まで 

施設概要  代理人

（支店等） 所有 建

物 

半角数字 ８桁まで 

施設概要 本社（本

店） 借地 土地 
半角数字 ８桁まで 

施設概要 本社（本

店） 借地 建物 
半角数字 ８桁まで 

施設概要  代理人

（支店等） 借地 土

地 

半角数字 ８桁まで 

施設概要  代理人

（支店等） 借地 建

物 

半角数字 ８桁まで 
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ボタン・リンク 

番

号 
ボタン・リンク名称 処理 

① 一時保存 入力した内容を保存して「業者メニュー」画面へ遷移します。 

② 次へ 「取扱品目入力｣画面へ遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

入力項目(決算及び実績関係) 

項目名称 入力条件等 

対象となる期間（和

暦）（半角数字） 
 

法人 資本金 
半角数字 １２桁まで 

０や負の数値も入力可能です。 

個人 所得金額 

半角数字 １２桁まで 

０や負の数値も入力可能です。 

※青色申告の場合は、青色申告特別控除前の金額を記入してくだ

さい。 

総売上額 
半角数字 １２桁まで 

※財務諸表に記載の金額を記入してください。 

入力項目(資格関係) 

項目名称 入力条件等 

運営上の資格・許可

等 
全角 ３０文字まで 

取得している ISOの

種別 
半角英数字 ２０文字まで 
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１.７ 取扱品目入力 

 

「希望営業種目選択」画面にて選択した種目に関連する、主な取扱品目のメーカー名等を 

入力してください。 

１メーカーずつ改行を入力してください。 

 

 

 

 

ボタン・リンク 

番

号 
ボタン・リンク名称 処理 

① 一時保存 入力した内容を保存して「業者メニュー」画面へ遷移します。 

入力項目 

項目名称 入力条件等 

営業種目名 
希望営業品目選択画面で、チェックした営業種目名が表示

されます。 

主な取扱品目メーカー名称 全角 １８０桁まで 

① ② 

① ② 
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ボタン・リンク 

番

号 
ボタン・リンク名称 処理 

② 次へ 

希望営業品目に印刷業種が含まれている場合は「印刷業者業

務入力｣画面へ遷移します。 

希望営業品目に印刷業種が含まれていない場合は｢提出内容

確認｣画面へ遷移します。 
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１.８ 印刷業者業務入力 

 

「希望営業種目選択」画面にて、67～72のものを含んでいた場合は印刷業者と判別して、当

画面を表示します。選択されていない場合は、当画面は表示されません。 

 

 

 

①  ② ③ 
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①  ② ③ 

④ 

⑤ 
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入力項目（従業員数） 

項目名称 入力条件等 

事業部門 
管理・経理 

半角数字 ６桁まで 
営業 

製作部門 

企画・編集・デ

ザイン 

半角数字 ６桁まで 
DTP製作 

版下 

製版 

その他 

印刷部門 半角数字 ６桁まで 

製本部門 半角数字 ６桁まで 

その他 半角数字 ６桁まで 

小計 半角数字 ６桁まで 

臨時・パート 半角数字 ６桁まで 

総計 半角数字 ６桁まで 

入力項目（保有機械設備・１,製本、印刷、製本設備等） 

項目名称 入力条件等 

製作部門 企画編集 パーソナルコンピュータ 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製作部門 DTP製作 パーソナルコンピュータ 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製作部門 DTP製作 プリンター 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製作部門 DTP製作 フィルムセッター 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製作部門 DTP製作 プレートセッター（CTP） 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 



 19 

入力項目（保有機械設備・１,製本、印刷、製本設備等） 

項目名称 入力条件等 

製作部門 版下製作 タイプ 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製作部門 版下製作 ワードプロセッサー 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製作部門 版下製作 手動写植 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製作部門 版下製作 電算写植 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製作部門 版下製作 出力 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製作部門 製版・刷版 モノクロスキャナ 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製作部門 製版・刷版 カラースキャナ 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製作部門 製版・刷版 校正機 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製作部門 製版・刷版 コンポーザー（植版機） 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

印刷部門 平板印刷 単色機 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

印刷部門 平板印刷 ２色機 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 
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入力項目（保有機械設備・１,製本、印刷、製本設備等） 

項目名称 入力条件等 

印刷部門 平板印刷 ４色機 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

印刷部門 平板印刷 その他 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

印刷部門 
その他印

刷 
その他 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製本部門 断裁機 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製本部門 無線綴機 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製本部門 中綴機 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製本部門 紙折機 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製本部門 丁合機 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

製本部門 その他 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 
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入力項目（保有機械設備・２,印刷設備） 

項目名称 入力条件等 

活版印刷機 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

サイズ 半角数字 ２０桁まで 

色数 全角 ２０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

オフセット印刷機 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

サイズ 半角数字 ２0桁まで 

色数 全角 ２０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

フォーム印刷機 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

サイズ 半角数字 ２0桁まで 

色数 全角 ２０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

カラー印刷機 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

サイズ 半角数字 ２0桁まで 

色数 全角 ２０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 

その他の印刷機 

名称・型式 全角 １０桁まで 

メーカ名 全角 １０桁まで 

サイズ 半角数字 ２0桁まで 

色数 全角 ２０桁まで 

台数 半角数字 ４桁まで 
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入力項目（工場所在地ならびに工場面積及び自社倉庫面積） 

項目名称 入力条件等 

工場所在地 全角 ４０桁まで 

印刷工場面積 半角数字 ８桁まで 

自社倉庫面積 半角数字 ８桁まで 

工場見取り図 １０MB未満の添付ファイル 

ボタン・リンク 

番

号 
ボタン・リンク名称 処理 

① 一時保存 
入力した内容を保存して「メニュー」画面へ遷移します。 

※工場見取り図の添付ファイル以外の情報が保存されます。 

② 登録 
工場見取り図として選択した添付ファイルがサーバへアップロー

ドされます。 

③ 次へ 「提出内容確認」画面へ遷移します。 

④ 参照 「アップロードするファイルを選択」画面が表示されます。 

⑤ 削除 アップロードしたファイルを削除します。 
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１.９ 提出内容確認 

 

入力内容を確認します。 

入力内容は「一時保存」ボタンを押下することで一時保存することができます。 

入力内容をよくご確認のうえ、入力内容に誤りがなければ、「申請完了」ボタンを押下してくだ

さい。なお、「申請完了」ボタン押下後の修正はできません。 

 

 
 

① 

① 
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① 

① 

① 

① 
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②  ③ ④ 
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ボタン・リンク 

番

号 
ボタン・リンク名称 処理 

① 修正 該当する項目の画面へ遷移します。 

② 印刷 当画面を印刷します。 

③ 一時保存 内容を保存して「受注者メニュー」画面へ遷移します。 

④ 申請完了 
「申請完了」画面へ遷移します。 

申請受付通知メールを送信します。 
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１.１０ 申請完了 

 

申請が完了した旨が表示されます。「申請確認書の印刷」ボタンを押下して、 

申請確認書を印刷してください。 

 

 

 

ボタン・リンク 

番

号 
ボタン・リンク名称 処理 

① 申請確認書の印刷 

申請確認書をダウンロードします。 

※申請内容により、「役員等に関する調書」のフォーマットを

和歌山県の HPをダウンロードします。 

 

① 


