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１ 更新申請 

 

申請情報の更新処理を行います。 

更新申請は、次のような操作の流れとなります。 

 

 
基本情報入力画面以降の画面遷移は申請登録と同様の画面遷移となります。 

「受注者－申請－02－申請登録.doc」の画面遷移図参照。 

 

｢戻る｣を押下 

｢更新申請｣を押下 

１．１ 業者メニュー 

１．２ 基本情報入力 

「メニューへ戻る」を押下 

または、 

｢一時保存｣を押下 
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１.１ 業者メニュー 

 

本システムにログインして、「業者メニュー画面」を表示します。 

「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 更新申請 「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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１.２ 基本情報入力 

 

更新すべき事項があれば、各画面にて更新すべき項目を変更して下さい。 

 

基本情報入力画面以降の手順は申請登録と同様となります。 

「受注者－申請－02－申請登録.doc」を参照して下さい。 

 

ただし、以下点が異なります。 

 

・以下画面の画面初期表示値は登録情報全項目初期表示します。 

基本情報入力画面 

取引希望入力画面 

希望営業品目選択画面 

取扱品目入力画面 

提出内容確認画面 
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・営業概要・実績及び資格等入力画面の画面初期表示値が異なります。 

 

 

 

 

入力項目(営業概要) 

項目名称 入力条件等 

営業区分 登録情報を初期表示します。 

創業 登録情報を初期表示します。 

休業期間 登録情報を初期表示します。 

現組織への変更 登録情報を初期表示します。 

営業年数 登録情報を初期表示します。 

従業員数 登録情報を初期表示します。 

うち障害者雇用人

数 
登録情報を初期表示します。 

施設概要 本社（本

店） 所有 土地 
登録情報を初期表示します。 

施設概要 本社（本

店） 所有 建物 
登録情報を初期表示します。 

施設概要  代理人

（支店等） 所有 土

地 

登録情報を初期表示します。 

施設概要  代理人

（支店等） 所有 建

物 

登録情報を初期表示します。 

施設概要 本社（本

店） 借地 土地 
登録情報を初期表示します。 

施設概要 本社（本

店） 借地 建物 
登録情報を初期表示します。 

施設概要  代理人

（支店等） 借地 土

地 

登録情報を初期表示します。 

施設概要  代理人

（支店等） 借地 建

物 

登録情報を初期表示します。 
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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） 
登録情報を初期表示します。 

法人 資本金 初期値なし。 

法人 準備金 初期値なし。 

法人 積立金 初期値なし。 

法人 繰越金 初期値なし。 

個人 所得金額 初期値なし。 

直前年度（年）の売

上実績（１）～（６） 

営業種目番号 

登録情報を初期表示します。 

直前年度（年）の売

上実績（１）～（６） 

営業種目名 

登録情報を初期表示します。 

直前年度（年）の売

上実績（１）～（６） 

金額 

初期値なし。 

直前年度（年）の売

上実績（１）～（６） 

率 

初期値なし。 

直前年度（年）の売

上実績（７） 

金額 

初期値なし。 

直前年度（年）の売

上実績（７） 

率 

初期値なし。 
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入力項目(決算及び実績関係) 

項目名称 入力条件等 

直前年度（年）の売

上実績（８） 

金額 

初期値なし。 

直前年度（年）の売

上実績（８） 

率 

初期値なし。 

直前年度（年）の売

上実績（９） 

金額 

初期値なし。 

直前年度（年）の売

上実績（９） 

率 

初期値なし。 

契約の相手方 初期値なし。 

年月 初期値なし。 

契約内容 初期値なし。 

契約金額 初期値なし。 

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 
登録情報を初期表示します。 

取得している ISOの

種別 
登録情報を初期表示します。 

入力項目(代理店、特約店、取扱店) 

項目名称 入力条件等 

代理店メーカー 登録情報を初期表示します。 
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・印刷業者業務入力画面の画面初期表示値が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

登録情報を初期表示します。 
営業 

製作部門 

企画・編集・デ

ザイン 

登録情報を初期表示します。 
DTP製作 

版下 

製版 

その他 

印刷部門 登録情報を初期表示します。 

製本部門 登録情報を初期表示します。 

その他 登録情報を初期表示します。 

小計 登録情報を初期表示します。 

臨時・パート 登録情報を初期表示します。 

総計 登録情報を初期表示します。 

入力項目（主たる印刷種目） 

項目名称 入力条件等 

順位 登録情報を初期表示します。 

記号 登録情報を初期表示します。 

入力項目（外注関係） 

項目名称 入力条件等 

下請・外注関係 登録情報を初期表示します。 

下請・外注先 登録情報を初期表示します。 

所在地 登録情報を初期表示します。 
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入力項目（年間売上高） 

項目名称 入力条件等 

決算期間 初期値なし。 

全売上高 初期値なし。 

うち和歌山県関係 初期値なし。 

うち他の官公庁関係 初期値なし。 

うち民間企業関係 初期値なし。 
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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 

製作部門 企画編集 パーソナルコンピュータ 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製作部門 DTP製作 パーソナルコンピュータ 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製作部門 DTP製作 プリンター 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製作部門 DTP製作 フィルムセッター 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製作部門 DTP製作 プレートセッター（CTP） 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製作部門 版下製作 タイプ 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製作部門 版下製作 ワードプロセッサー 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製作部門 版下製作 手動写植 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 
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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 

製作部門 版下製作 電算写植 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製作部門 版下製作 出力 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製作部門 製版・刷版 モノクロスキャナ 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製作部門 製版・刷版 カラースキャナ 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製作部門 製版・刷版 校正機 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製作部門 製版・刷版 コンポーザー（植版機） 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

印刷部門 平板印刷 単色機 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

印刷部門 平板印刷 ２色機 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 
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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 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

印刷部門 平板印刷 その他 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

印刷部門 
その他印

刷 
その他 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製本部門 断裁機 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製本部門 無線綴機 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製本部門 中綴機 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製本部門 紙折機 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

製本部門 丁合機 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 
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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 

製本部門 その他 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

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 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

活版印刷機 
性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

オフセット印刷機 
名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

オフセット印刷機 
性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

フォーム印刷機 
名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

フォーム印刷機 
性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

カラー印刷機 
名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

カラー印刷機 
性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 

その他の印刷機 

名称・型式 登録情報を初期表示。 

メーカ名 登録情報を初期表示。 

性能 登録情報を初期表示。 

台数 登録情報を初期表示。 
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入力項目（主要取引先） 

項目名称 入力条件等 

和歌山県関係 登録情報を初期表示します。 

他の官公庁関係 登録情報を初期表示します。 

民間企業関係 登録情報を初期表示します。 

入力項目（過去２年間の契約実績） 

項目名称 入力条件等 

期間 初期値なし。 

和歌山県関係 

件名 初期値なし。 

発注者 初期値なし。 

契約年月日 初期値なし。 

契約金額 初期値なし。 

印刷方式 初期値なし。 

他の官公庁関係 

件名 初期値なし。 

発注者 初期値なし。 

契約年月日 初期値なし。 

契約金額 初期値なし。 

印刷方式 初期値なし。 

民間企業関係 

件名 初期値なし。 

発注者 初期値なし。 

契約年月日 初期値なし。 

契約金額 初期値なし。 

印刷方式 初期値なし。 

入力項目（ISO認定取得） 

項目名称 入力条件等 

取得年月日 登録情報を初期表示します。 

認証期間 登録情報を初期表示します。 

登録番号 登録情報を初期表示します。 
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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 登録情報を初期表示します。 

印刷工場面積 登録情報を初期表示します。 

自社倉庫面積 登録情報を初期表示します。 

工場見取り図 登録情報を初期表示します。 


