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1. ログイン・ログアウト 

 
1.1. ログインの操作方法 

■操作手順 

WEB 大分のトップ画面（右図）の状態から左側上部メニ

ューの「ログイン」にて“ログイン ID”、“パスワード”に、

ご契約時に弊社が発行した正しいコードを入力してくださ

い。（コードは全て半角の英数字で入力してください） 

 最後にログインを押します。 

 

 毎回同じコードを入力することが面倒な場合など

は、下図のように「ログイン情報を保存する」をチェ

ック 

 

ログインを押すと右図のように、表示が変わります。 

このような表示が出たらログインは完了です。 

会員専用の各コンテンツが利用可能となります 

 

 

1.2. ログアウトの操作方法 

■操作手順 

ログインした状態で、右図にあるログアウトボタンをクリッ

クします。 

 

ログアウトボタンを押すと右図のように表示が変わり、ログ

アウトが完了します。 

 

 

  



4 

 

2. マイサーチ 

 

2.1. マイサーチについて 

【入札情報検索】 

・入札情報一覧 

・予定価格対落札率明細表 

・落札業者集計表 

・週間ダイジェスト 

【民間情報（建築情報検索）】 

・建築情報一覧 

・施工業者別件数集計 

・地区別建築確認件数 

でマイサーチに保存した状態から再検索出

来る機能です。操作方法は、個々の操作方法

をご覧ください。 

 

 

3. 入札情報の閲覧 

 

3.1. 本日の入札情報の操作方法 

■操作手順 

トップ画面の右側上部にある「****/**/**の入札情

報」の下部「カレンダーで見る」をクリックします。 

すると、右図のようにカレンダーが表示されるので

確認しながら、見たい日をクリックします。 

 

上記で日付を選択すると、右図のように、その日の

入札情報の状態（件数）が表に表示されます。 
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上の状態で、例えば「別国（予報）」の数字部分をク

リックすると、その日の別国地区で予報として掲載

の案件が全て一覧で表示されます。 

表示例：右図を参照 

 

 

上の状態で、工事名の部分をクリックするとその案

件の詳細な入札情報を表示できます。 

表示例：右図を参照 

 

 

3.2. 入札情報一覧の操作方法 

■操作手順 

トップ画面で「入札関連検索」のメニ

ューボタンをクリックします。 

入札情報に関する最新のお知らせと入

札情報に関するサブメニューが表示さ

れます。 

【サブメニューの一覧】 

・入札情報一覧 

・予定価格対落札率明細表 

・落札業者集計表 

・週間ダイジェスト 
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入札情報一覧をクリックすると右図の

ように、本日の入札と検索ができます。 

本日の入札は 3.1 本日の入札情報の

操作方法 を参照してください。 

ここでは、入札情報の検索について説

明します。 

 

詳細オプションをクリックすると右図

のように展開され、発注元を大項目中

項目と選択することもできます。 

 

新機能として、発注元検索に直接入力

していき途中から出てくる予測文字か

ら選ぶだけでいち早く発注者を探すこ

とができます。 
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開札日もカレンダーで日付の範囲を簡

単に選ぶことができ、 マークで、開

始日を終了日へコピーできます。また

マークは、クリアボタンで一度に消

してやり直すこともできます。 

 

公告の案件で発注者が公示した日を指

定して検索する場合には「公告日」 

に日付の範囲が指定できます。 

プロポーザル型のように開札日等の日

付から絞れない案件や 

単に「いつ公告が出たのか」を知る場合

にも便利です。 

 

検索したい工種を選択します。工種（中）

は土木・建築など大まかな工種分類で、

より細かい工種は工種（小）を指定する

ことで使い分けます。 

工種（小）では工事か委託を選択し“選

択してください”をクリックすると属す

る工種を選択できます。施工場所や工事

名が分かれば入力ます。 

 

競争形態のチェックボックスは指名競

争や公告など競争形態別の絞込みを行

なう場合に使用します。 

例えば、指名競争入札だけを絞り込む場

合には□指名にだけ☑を付けます。 

公告の場合は、「□指名」以外の絞り込

みたい競争形態の文言（一部）を☑しま

す。 

あらかじめ頻繁に使われる競争形態を

揃えていますが、「□その他」はこれら

以外の競争形態のキーワードを指定す

る際に使います。 
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検索ボタンをクリックすると右図のよ

うに検索結果が下に表示されます。 

 

落札業者や指名業者で検索をかけたい

ときはそれぞれの右側にある「追加ボタ

ン」を押します。  

上記「追加ボタン」を押すと右図のよう

に検索画面が出ます。詳細オプションを

押すとすべて・一般企業・ＪＶ企業のみ

等選択してより早く企業名を検索する

ことが出来ます。 

 

キーワードに会社名に含まれる文字を

入力し業者名が出たらラジオボタン（左

の○）をクリックし追加ボタンを押しま

す 
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追加を何度かすると下の画面上に追加

された業者名が反映されます。閉じると

きは、閉じるボタンもしくは、右下の×

ボタンで閉じます。 

 

 指名・落札業者を右図のように複

数指定して検索した場合は、何れかの業

者が含まれる案件が対象になります。 

 

間違った企業名を指定したり、2度同じ

企業名を入れてしまっていても、画面右

側の赤の×ボタンで削除できます。 

各金額に千円単位で指定するとそれを

条件に検索することもできます。 

 

検索ボタンをクリックすると右図のよ

うに検索結果が表示されます。 

 

 

左のチェックボックスでそれぞれにチ

ェックを入れるか、図の ボタンを押

すとこのページの全ての案件を選択で

きます。全てのチェックを解除する場合

は ボタンを押

し ま す。チェッ

クを終えたらボタンでキープできます。 
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上記でキープ一覧に追加すると、選択し

た案件の行が右図のように青色になり

キープされていることを示します。 

 

キープ後は をクリックしま

す。全ての情報を一度にｐｄｆやｃｓｖ

で 表 示 さ せ た い 時 は 、 こ こ で

のボタンを押すと全

てを PDF または CSV ファイルとして

保存できます。 

 

上記で をクリックするとキ

ープされた案件の詳細な一覧が表示さ

れます。キープ内の PDF や CSV ファ

イルへの保存はここでもできます。

ボタンは、検索前に一度に戻ります。他

の条件で検索をやり直したい場合は、こ

ちらが便利です。キープ前の画面（検索

結果の一覧）に戻りたい時は、ブラウザ

の （戻るボタン）か Alt+←キーで戻

してください。 

 

をクリックすると PDF へ、

をクリックすると CSV ファイ

ルへキープした詳細の一覧を保存でき

ます。 
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公告の本文を参照する場合は マー

クをクリックすると PDFで公告の本文

を確認できます。また、訂正等や再公告、

中止等、重要などは案内に表示されま

す。 

 

 

では、マイサーチに

登録する機能です。  

条件を保存をクリックすると右図のよ

うな画面が出ます。ご自身で分かり易い

名前を付けて保存することが出来ます。 

 

ここで、保存した画面の確認をしてみま

しょう。メニューバーでマイサーチとい

うボタンをクリックするとここに保存

されたことが確認できます。 

 

毎回同じ条件で検索するときは、ここで

名称の部分をクリックして検索すると、

保存した時の検索条件で検索できます。 
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3.3. 予定価格落札率明細表の操作方法 

■操作手順 

 

入札関連検索から予定価格落札率明細表をクリッ

クします。 

 

検索条件（詳細オプションは開閉ができます）の

画面で所望の条件を設定します。 

工種は、入札情報一覧と同じ考え方です。工種（中）

は土木・建築など大まかな工種分類で、より細か

い工種は工種（小）を指定することで使い分けま

す。 

 

落札業者や指名業者で検索をかけたいときはそれ

ぞれの右側にある「追加ボタン」を押します。 

 

上記「追加ボタン」を押すと右図のように検索画

面が出ます。詳細オプションを押すとすべて・一

般企業・ＪＶ企業のみ等選択してより早く企業名

を検索することが出来ます。 
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キーワードに会社名に含まれる文字を入力し業者

名が出たらラジオボタン（左の○）をクリックし

追加ボタンを押します 

 

追加を何度かすると下の画面上に追加された業者

名が反映されます。閉じるときは、閉じるボタン

もしくは、右下の×ボタンで閉じます。 

 

 指名・落札業者を右図のように複数指定し

て検索した場合は、何れかの業者が含まれる案件

が対象になります。 

 

間違った企業名を指定したり、2 度同じ企業名を

入れてしまっていても、画面右側の赤の×ボタン

で削除できます。 

各金額に千円単位で指定するとそれを条件に検索

することもできます。 

 

「指名業者 ☑出力する」を選択しておくと、詳

細な情報の表示に指名業者のリストが表示されま

す。 

不要な場合は上記の☑を外すと指名業者のリスト

は表示されません。 

 

 

指名業者出力した場合 

 
指名業者出力しない場合
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検索ボタンをクリックすると下に右図のような検

索された案件の一覧が表示されます。 

 

左のチェックボックスでそれぞれにチェックを入

れるか、図の ボタンを押すとこのページの全

ての案件を選択できます。全てのチェックを解除

する場合は ボタンを押します。チェックを終え

たら ボタンでキープできます。 

検索された全ての情報を PDFや CSVファイルへ

出力するときはここで ボタンを

クリックします。 
 

キープ一覧を表示ボタンを押すと右図のような詳

細画面になります。ここで をク

リックすることで自分のチョイスした案件だけを

PDFや CSVのファイルへ保存できます。 

なお、ここでの ボタンは、検索条件をリセッ

トして最初から検索したい時に押します。 

キープ前の画面（検索結果の一覧）に戻りたい時

は、ブラウザの （戻るボタン）か Alt+←キーで

戻してください。 

 

では、マイサー

チに登録する機能です。  
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条件を保存をクリックすると右図

のような画面が出ます。ご自身で分

かり易い名前を付けて保存するこ

とが出来ます。 

 

ここで、保存した画面の確認をして

みましょう。メニューバーでマイサ

ーチというボタンをクリックする

とここに保存されたことが確認で

きます。 

 

毎回同じ条件で検索するときは、こ

こから検索しても簡単に検索でき

ます。 
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3.4. 落札業者集計表の操作方法 

■操作手順 

トップ画面で「入札関連検索」のメニ

ューボタンをクリックします。 

落札業者集計表をクリックします 

 

落札業者集計表をクリックすると右

図のように、検索画面がでます。 

 

詳細オプションをクリックすると右

図のように展開され、発注元を大項目

中項目と選択することもできます。 
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新機能として、発注元検索に直接入力

していき途中から出てくる予測文字

で選ぶだけでいち早く検索項目を探

すことができます。 

 

開札日もカレンダーで簡単に選ぶこ

と が で き、このマークは、

開札日をコピーできます。またこのマ

ーク  は、クリアボタンで一度に

消してやり直すことができます。 

 

検索したい工種を選択し、工事か委託

を選択し“選択してください”をクリ

ックするとより詳細な工種を選択で

きます。施工場所や工事名が分かれば

入力し指名競争以外はチェックを入

れると公告の検索も同時にできます。 

 

落札業者や指名業者で検索をかけた

いときは右側の追加ボタンを押すと

右図のように検索画面が出ます。詳細

オプションを押すとすべて・一般企

業・ＪＶ企業のみ等選択してより早く

企業名を検索することが出来ます。 
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キーワードで会社名を入力し業者名

が出たら左の○をクリックし追加ボ

タンを押します 

 

追加を何度かすると下の画面上に追

加された業者名が反映されます。閉じ

るときは、閉じるボタンもしくは、右

下の×ボタンで閉じます。 

 

間違えたり、2度同じ業者を入れてし

まっていても、画面右側の赤の×ボタ

ンで削除できます。 

 
 

検索ボタンをクリックすると右図の

ように検索結果がでます。ｐｄｆで表

示したり、ｃｓｖで出力することもで

きます。 
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では、マイサーチ

に登録する機能です。 

 

条件を保存をクリックすると右図の

ような画面が出ます。ご自身で分かり

易い名前を付けて保存することが出

来ます。 

 

ここで、保存した画面の確認をしてみ

ましょう。メニューバーでマイサーチ

というボタンをクリックするとここ

に保存されたことが確認できます。 

 

毎回同じ条件で検索するときは、ここ

から検索しても簡単に検索できます。 
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3.5. 週刊ダイジェストの操作方法 

■操作手順 

 

入札関連検索から予週刊ダイジェストをク

リックします。 

 

検索画面は右図のように出ます。 

 

期間をクリックするとカレンダーがでます。

その週月曜日から金曜日までの日にちが自

動的に選べます。 
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工種の工事もしくは、委託を選択し検索ボタ

ンクリックすると検索できます。 

 

選択した週の 5,000万円以上の工事が検索で

きました。ｐｄｆで表示し印刷したり、ｃｓ

ｖで吐出しもできます。個々の詳細を確認す

るには、工事名をクリックします。 

 

右図のように詳細画面が表示されます。 
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4. 発注見通し 

4.1. 発注見通しの操作方法 

メニューバーの“発注見通し”を

クリックします。最新の更新され

たものなどはお知らせでどんどん

追加されます 

 

発注見通しの検索は発注見通し一覧を

クリックして下さい。詳細オプション

をクリックすると右図のように検索画

面が展開されます。 

 

新機能として、発注元検索に直接入力

していき途中から出てくる予測文字で

選ぶだけでいち早く検索項目を探すこ

とができます。 

 

年度や時期（第○四半期）を選択し検

索ボタンをクリックします。 
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検索結果が表示されました。 

 

見たい件名のみチョイスしたい場合は

それぞれでチェックします。全部選択

したい場合は、 左

側のチェックのついたボタンをクリッ

クします。また、外したい場合はチェ

ックの外れたボタンを押します。チェ

ックした後は、“キープ一覧に追加”を

します。キープした内容を確認するに

は、“キープ一覧を表示”ボタンを押す

と詳細が出ます。 

検索条件全ての情報をｐｄｆやｃｓｖ

で吐き出す場合は、右図の画面で行っ

てください。 
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“キープ一覧を表示”ボタンを押すと

右図のように詳細で表示されます。こ

こでは、キープした内容のｐｄｆやｃ

ｓｖで吐出しが出来ます。ここでの戻

るボタンは検索を全て一度クリアにし

て検索をし直す場合はこの右上の戻る

ボタンを押してください。キープ前の

画面に戻る場合は画面左上の （戻る）

を押してください。 

 

 

5. 民間情報（建築情報など） 

5.1. 建築情報一覧の操作方法 

メニューバーの“民間情報（建築情

報など）”をクリックします。最新

の更新されたものなどはお知らせ

でどんどん追加されます 

 

民間情報一覧のボタンを押すと建築情報

が検索できます。詳細オプションをクリ

ックすると右図のように展開されます。

地区や面積、施工業者など調べたいこと

を入力し検索ボタンをクリックします。 
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見たい件名のみチョイスしたい場合はそ

れぞれでチェックします。全部選択した

い場合は、 左側のチ

ェックのついたボタンをクリックしま

す。また、外したい場合はチェックの外

れたボタンを押します。チェックした後

は、“キープ一覧に追加”をします。キー

プした内容を確認するには、“キープ一覧

を表示”ボタンを押すと詳細が出ます。 

検索条件全ての情報をｐｄｆやｃｓｖで

吐き出す場合は、右図の画面で行ってく

ださい。 

 

“キープ一覧を表示”ボタンを押すと右

図のように詳細で表示されます。ここで

は、キープした内容のｐｄｆやｃｓｖで

保存が出来ます。ここでの戻るボタンは

検索を全て一度クリアにして検索をし直

す場合はこの右上の戻るボタンを押して

ください。キープ前の画面に戻る場合は

画面左上の （戻る）を押してください。 

 

では、マイサーチに登

録する機能です。 
 

条件を保存をクリックすると右図のよう

な画面が出ます。ご自身で分かり易い名

前を付けて保存することが出来ます。 

 

ここで、保存した画面の確認をしてみま

しょう。メニューバーでマイサーチとい

うボタンをクリックするとここに保存さ

れたことが確認できます。 
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毎回同じ条件で検索するときは、ここか

ら検索しても簡単に検索できます。 

 

 

5.2. 施工業者別件数集計表の操作方法 

トップ画面で「民間情報（建築情報など）」

のメニューボタンをクリックします。 

民間情報に関する一覧と最新のお知らせが

表示されます。 

 

施工業別件数集計表をクリックして下さい。

詳細オプションをクリックすると右図のよ

うに検索画面が展開されます。 

 

検索したい地区や面積施工業者など検索条

件を入れて検索ボタンをクリックします。 
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検索結果表示されました。ここでは、ｐｄｆ

で表示し印刷することも可能です。また 

では、マイサーチに登録

する機能です。 

 

 

 

 

 

条件を保存をクリックすると右図のような

画面が出ます。ご自身で分かり易い名前を付

けて保存することが出来ます。 

 

ここで、保存した画面の確認をしてみましょ

う。メニューバーでマイサーチというボタン

をクリックするとここに保存されたことが

確認できます。 

 

毎回同じ条件で検索するときは、ここから検

索しても簡単に検索できます。 
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5.3. 地区別建築確認件数表（主要用途）の操作方法 

トップ画面で「民間情報（建築情報など）」

のメニューボタンをクリックします。 

民間情報に関する一覧と最新のお知らせが

表示されます。 

 

地区別建築確認件数表をクリックして下さ

い。詳細オプションをクリックすると右図の

ように検索画面が展開されます。 

 

検索条件を入れ検索ボタンを押すと検索結

果が出ます。ここでは、ｐｄｆで表示し印刷

することもできます。 
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6. 企業情報 

6.1. 県内業者格付一覧の操作方法 

 

トップ画面で「企業情報」のメニュ

ーボタンをクリックします。 

企業情報に関する一覧と最新のお

知らせが表示されます。 

 

県内業者格付一覧をクリックして下さい。詳

細オプションをクリックすると右図のよう

に検索画面が展開されます。ここで、年度や

管内名称を指定するといち早く検索できま

す。 

 

検索結果が出ました。管内名称の青い文字を

押すとｐｄｆで表示されます。 
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ｐｄｆで表示されました。 

 

 

6.2. 県内業者格付集計表一覧の操作方法 

 

「企業情報」のメニューボタンから県内業者

格付集計表一覧をクリックして下さい。右図

のように年度でも検索できます。またそのま

ま年度をクリックするとｐｄｆで詳細表示

されます。 

 

ｐｄｆで表示されました。 
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6.3. 総合評定値・平均完工高一覧の操作方法 

「企業情報」のメニューボタンから総合評定

値・平均完工高一覧をクリックして下さい。 

詳細オプションをクリックすると右図のよ

うに検索画面が展開されます。ここで、年度

と工種のチェックを指定するといち早く検

索できます。 

 

ここでは、2011 年度の工種を土木で検索し

てみました。右図下に検索結果が表示されま

した。 

 

Ｐ点をクリックするとｐｄｆで表示されま

した。 

 

完工高をクリックするとｐｄｆで表示され

ました。 
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6.4. コンサルタント業者一覧（県内）の操作方法 

「企業情報」のメニューボタンから（県内業

者情報）のコンサルタント業者一覧をクリッ

クして下さい。 

詳細オプションをクリックすると右図のよ

うに検索画面が展開されます。ここで、年度

もしくは、名称からも検索できます。 

 

検索結果が表示されました。 

 

 

6.5. 国交省有資格者一覧の操作方法 

「企業情報」のメニューボタンから国交省有

資格者一覧をクリックします。 

名称で検索する。もしくは、そのままクリッ

クするとｐｄｆで表示されます。 

 

 

6.6. 県発注工事成績評定点の操作方法 

「企業情報」のメニューボタンから県発注工

事成績評定点をクリックして下さい。 

詳細オプションをクリックすると右図のよ

うに年度・部署名・工種から検索できます。 
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検索結果がｐｄｆで表示されました。 

 

 

6.7. 県外業者格付一覧の操作方法 

「企業情報」のメニューボタンから県外業者

情報の県外業者格付一覧をクリックして下

さい。 

詳細オプションをクリックすると右図のよ

うに年度・区分から検索できます。また、最

新のあ行～や・ら・わ行や土木部などでもそ

のままクリックするとｐｄｆで表示されま

す。 

 

検索結果がｐｄｆで表示されました。 
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6.8. コンサルタント業者一覧（県外）の操作方法 

「企業情報」のメニューボタンから県外業者

情報のコンサルタント業者一覧をクリック

して下さい。 

詳細オプションをクリックすると右図のよ

うに検索画面が展開されます。ここで、年度

もしくは、名称からも検索できます。 

 

検索結果が表示されました。 

 

 

 

7. 行政情報 

7.1. 人事異動の操作方法 

メニューバーの“行政情報”をクリ

ックします。最新の更新されたもの

などはお知らせでどんどん追加さ

れます 
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人事異動をクリックして下さい。詳

細オプションをクリックすると右

図のように検索画面が展開されま

す。調べたい名称をクリックすると

ｐｄｆで表示されます。 

 

ｐｄｆで表示されました。 

 

 

7.2. 表彰関係の操作方法 

表彰関係をクリックして下さい。詳細オ

プションをクリックすると右図のよう

に検索画面が展開され年度・区分・名称

で検索できます。 
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ｐｄｆで表示されました。 

 

 

7.3. 災害査定の操作方法 

災害査定をクリックして下さい。詳細オ

プションをクリックすると右図のよう

に検索画面が展開され年度・年次番号・

行政区分・地区で検索できます。 

 

検索結果の地区を選ぶとｐｄｆで表示

されました。 
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7.4. 予算特集の操作方法 

予算特集をクリックして下さい。詳細オ

プションをクリックすると右図のよう

に検索画面が展開され年度・行政区分・

自治体名・予算名称で検索できます。 

 

検索結果の地区を選ぶとｐｄｆで表示

されました。 

 

 

7.5. 積算単価の操作方法 

積算単価をクリックして下さい。詳細オ

プションをクリックすると右図のよう

に検索画面が展開され年度・資機材名称

で検索できます。 

 

検索結果の資機材名称を選ぶとｐｄｆ

で表示されました。 
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7.6. 労務単価の操作方法 

労務単価をクリックして下さい。詳細オ

プションをクリックすると右図のよう

に検索画面が展開され年度・名称で検索

できます。 

 

検索結果の名称を選ぶとｐｄｆで表示

されました。 

 

 

7.7. 検定・講習の操作方法 

検定・講習をクリックして下さい。詳細

オプションをクリックすると右図のよ

うに検索画面が展開され種類と件名で

検索できます。 

 

検索結果の名称を選ぶとｐｄｆで表示

されました。 
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8. 記事情報 

8.1. ニュース記事の操作方法 

メニューバーの“記事情報”をクリック

します。最新の更新されたものなどはお

知らせでどんどん追加されます 

 

ニュース記事は最新 5件を表示新聞の 1

面トップを紹介。その他の記事や過去の

記事を検索するにはニュース記事バー

の右側 の矢印をクリックします。 

 

キーワードや掲載日で簡単検索が可能

です。 
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8.2. 特集記事（２・３面記事）の操作方法 

メニューバーの“記事情報”をクリック

します。最新の更新されたものなどはお

知らせでどんどん追加されます。 

 

 

特集記事（２・３面記事）は最新 5件を

表示新聞の特集に関する記事（完成記

事・暑中・年始特集の記事など）を紹介。

記事を検索するには特集記事バーの右

側の矢印 をクリックします。 

 

 

キーワードや掲載日で簡単検索が可能

です。 

 

 

8.3. 四方山記事の操作方法 

四方山記事は最新 5件を表示新聞の 1面

に掲載中の話題満載の四方山話を紹介。

その他の記事や過去の記事を検索する

に は ニュース記事バーの右側の

矢 印 をクリックします。 

 

キーワード（記者名・内容等）や掲載日

で簡単検索が可能です。 
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8.4. インタビューの操作方法 

インタビュー記事は最新 4件を表示。そ

の他のインタビュー記事や過去の記事

を検索するにはインタビュー記事バー

の右側の矢印 をクリックしま

す。 

 

キーワードやカテゴリーからも簡単検

索が可能です。 

 

 

8.5. フォトギャラリーの操作方法 

弊社帰社が取材し掲載しきれなかった

一押しの画像をチョイスして掲載その

他の写真や過去の写真を検索するには

フ ォ トギャラリーバーの右側の

矢 印 をクリックします。 

 



42 

 

行事記事と共に写真満載。画像もしく

は、記事見出しをクリックするとその他

の画像も見られます。 

 

1 枚ずつ見ることもできます。他にもス

ライドショーでゆっくり眺めることも

できます。 

 

 

8.6. 技術者のたまごの操作方法 

土木・建築業に夢を描く将来の技術者に

インタビュー。記事は最新 4件を表示。

その他のインタビュー記事や過去の記

事を検索するにはインタ ビュー

記事バーの右側の矢印を クリッ

クします。 
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キーワードやカテゴリーからも簡単検

索が可能です。 

 

一覧からも検索できます。 

 

 

9. 過去の情報 

9.1. 過去の情報の操作方法 

過去の特集記事をさらに見やすくなり

ました。キーワードやカテゴリーからも

簡単検索が可能です。 
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10. お悔み情報 

10.1. お悔み情報の操作方法 

土木建設業会の関連する団体から送ら

れたお悔み情報をいち早くＷｅｂで掲

載しています。 

 

 

11. 関連業種リンク集 

11.1. 関連業種リンク集の操作方法 

この機械はどこに聞けば借りれるの？

どこに聞けば良いんだろ？そんな問題

をこのサイトで解決！大分県内の土木

建設業界と付随するお店なども紹介上

の工種をクリックするとその業種に飛

びます。 

 

 

12. モバイル受信設定 

12.1. モバイル受信設定の操作方法 

モバイル受信設定で自分の携帯やスマ

ートフォンに直接今日の入札や訂正や

お悔み配信をご自身で設定できます。必

要事項を入力し確認ボタンを押すだけ

で、その日の夕方から配信されます。 
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