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『入札公告情報ナビ』 とは？
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注）『入札公告情報ナビ』 をご利用いただくには、G-Search
データベースサービスの会員である必要があります。

① G-Searchトップページにアクセスします。

https://db.g-search.or.jp

② 「マーケティング情報をみる」をクリック。

➡ サービスの一覧が表示されます。

③ 『入札公告情報ナビ』のボタンをクリック。

➡ サービス概要ページが表示されます。

④ のボタンをクリック。

➡ ログインページが表示されます。

⑤ をクリック。

➡ ID・パスワードを入力してログインします。

1. 「入札公告情報ナビ」にログインする
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2. 「入札公告情報ナビ」を設定する（初期設定）

© G-Search Limited 20224

はじめに、入手したい入札・公募情報の範囲や情報の通知先メールアドレスの登録などの設定をおこないます。
以下の手順を参考に、設定してください。

配信先のメールアドレスを登録します。
メールアドレスは10まで登録できます。

Step1 配信先メールアドレスの登録

①情報収集したい都道府県の県数を選択します。
選択した県数によって利用料（月額）がかわ
ります。

例）
３県：10,000円（税込 11,000円）／月

都道府県数ごとの利用料については以下をご覧くだ
さい。

https://db.g-search.or.jp/market/WDWK.html

Step2 都道府県数と県の選択

②次に情報収集したい都道府県名を選択します。

例）
都道府県数を3県で指定した場合

青森県・岩手県・宮城県など県名を、
選択した県数分選択します。

次ページにつづきます

https://db.g-search.or.jp/market/WDWK.html


2. 「入札公告情報ナビ」を設定する（初期設定）

これで登録完了です 登録完了通知(E-Mail)をご確認ください。
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収集したい業務分類を業務分類一覧から選択しま
す。

業務分類は複数設定できます。
さらに、入札参加資格の等級やキーワードで絞込み
も可能です。

Step3 業務分類を選択する

登録内容を確認して「登録する」ボタンを押せば、設
定完了です。



3. 発注機関一覧

© G-Search Limited 20226

都道府県ごとの発注機関の一覧は以下（PDFファイル）をご参照ください。

https://db.g-search.or.jp/ad/pdf/WDWK_organization.pdf

4. 業務分類一覧

業務分類は変更・追加される可能性があります。最新の業務分類については設定画面でご確認ください。

https://db.g-search.or.jp/ad/pdf/WDWK_organization.pdf


5. 入札情報を確認する（マイページ）

Point1 入札・公募情報を見る

設定した入札情報は「マイページ」に掲載されます。
マイページを表示するには、2通りあります。

① 毎日（平日のみ）届くメールに記載の
「マイページURL」をクリック

② 「入札公告情報ナビ」概要ページからログイン

https://db.g-search.or.jp/market/WDWK.html

マイページを表示すると設定した入札情報一覧がに
表示されます。
案件名のリンクをクリックすると実際の入札公告を参
照することができます。

Point2 入札・公募情報を出力する

マイページに表示されている入札情報は「CSV出
力」ボタンからデータCSV形式で出力が可能です。
出力したデータはExcelなどで加工するなど、業務に
活用できます。

Point3 入札情報・公募を絞り込む

ヒットした入札・公募情報は、案件名、発注機関
名、等級など、細かく条件を指定して情報を絞り込
むことができます。
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https://db.g-search.or.jp/market/WDWK.html


はじめに設定した内容（都道府県、業務分類などの絞込条件、入通知先のメールアドレスなど）の変
更・追加をしたい場合は以下の手順をご参考ください。
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6. 設定内容を変更する

「入札公告情報ナビ」にログインし、上部メニュー「配
信条件変更」を押します。

配信条件変更画面では、以下の設定変更ができ
ます。

①メールアドレスの変更
10件までメールアドレスの追加ができます。

②都道府県の選択
設定した都道府県数の範囲で、県を変更する
ことができます。

③業務分類・キーワードの変更
業務分類の追加や、キーワードによる絞込設定
を追加・変更できます

④都道府県数の契約変更

Point1 都道府県数の変更（契約の変更）

収集対象とする都道府県数を変更する場合は、
「配信条件変更」画面の「都道府県数の契約変
更」を押します。

選択した県数によって利用料（月額）がかわります。
都道府県数ごとの利用料については以下をご覧くだ
さい。

https://db.g-search.or.jp/market/WDWK.html

また、月の途中で、県数を変更した場合、翌月から
変更した県数の料金が反映されます。

https://db.g-search.or.jp/market/WDWK.html


7. 便利な機能：全ての入札・公募情報を検索する

情報収集範囲に設定してない他県の入札・公募情報も検索して参照することが可能です。
試しに他県の入札・公募情報をチェックことができるので、県の変更や県数を広げる際に便利な機能です。

①「入札公告情報ナビ」にログイン、
またはメール に記載のURLを押して「マイペー
ジ」に入ります。

②「マイページ」上部メニュー「入札検索」タブを
押します。
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検索画面では、都道府県、入札参加資格の等
級、公示年月（期間）などのほか、
発注機関名や案件名は部分一致や完全一致
などキーワードでの検索が可能です。

8. 便利な機能： PICKUP案件（お勧め案件）

「マイページ」に表示されている入札・公募情報の
一覧にある「 」マークを押すと、その案件に類似
した情報を絞込検索して一覧表示します。

類似案件の見逃し防止に便利な機能です。



9. 便利な機能：お気に入りリスト①

気になる案件をお気に入りリスト登録すると、あとで確認することができるだけでなく、入札期限が近くなっ
たらリマインドメールを送信するなどToDo設定をするなど、高度な管理機能としても活用できます。
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■「お気に入りリスト」に登録する

①「マイページ」に表示されている入札・公募情報
の一覧にある「☆」マークをします。

ポップアップの確認ウインドウが表示されたら
「OK」を押します。

②リスト選択画面が表示されるので
「リストへ」ボタンを押します。

③お気に入りリストに登録されました。

④お気に入りリストからぬけるには、右上部の「閉
じる」ボタンを押します。

⑤「お気に入りリスト」を確認するには、「マイペー
ジ」にログインして上部メニューの「お気に入り」から
リストに遷移できます。



9. 便利な機能：お気に入りリスト②
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■「お気に入りリスト」にToDo設定する

①「入札公告情報ナビ」にログインし、
上部メニュー「お気に入り」を押します。

②リスト選択画面が表示されるので
「リストへ」ボタンを押します。

③お気に入りリストが表示されるので、
ToDo設定したい案件の「設定」ボタンを
押します。

④その案件の詳細設定画面が表示されます。
入札説明会や、入札日などのイベント情報など
覚えておきたい項目を自由に設定することが
できます。

入力したイベントに対して、指定した期日
（3日前など）にリマインドメールを設定する
ことができます。

⑤設定した「ToDoリスト」を確認するには、
「お気に入りリスト」に入り、上部メニュー
「ToDoリスト」を押します。



『落札情報ナビ』 も併せてご利用ください！

2003年以降の約400万件の落札情報が検索できます。

過去の事例案件の調査／競合他社の動向分析や、
入札時の参考価格の調査など、幅広くご活用いただけます。

フリーキーワード検索はもちろん、落札者や発注機関・
契約方式などを細かく指定して検索することができます。

見出し 10円(税込 11円)／件

本文 200円(税込 220円)／件

■ ご利用料金

G-Searchの「新聞・雑誌記事横断検索」では、
落札情報と全国紙・地方紙・専門紙・ビジネス誌・技術文献など

1億件以上の情報を一度に検索することができます！

情報収集に是非お役立てください。

更に！

【検索対象紙誌】

朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、
共同通信、時事通信、北海道新聞、河北新報、
新潟日報、中日新聞、中国新聞、西日本新聞、
日刊工業新聞、化学工業日報、日刊薬業、
建設工業新聞、建設通信新聞、日本食糧新聞、
日本農業新聞、繊研新聞、NNA、週刊ダイヤモンド、
週刊エコノミスト、週刊東洋経済、日経ビジネス、
プレジデント、AERA、週刊朝日、サンデー毎日、
世界の科学技術文献情報 など 約150紙誌
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落札公告情報ナビ https://db.g-search.or.jp/market/QDWR.html

新聞・雑誌記事横断 https://db.g-search.or.jp/g_news/RXCN.html

https://db.g-search.or.jp/market/QDWR.html
https://db.g-search.or.jp/g_news/RXCN.html

