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「e-お菓子ねっと」サービス

<ＥＤＩサービス>

・データ交換
・取引先コード照会
・運用状況照会
・センタ処理結果通知

<Ｗｅｂ－ＥＤＩサービス>

・データ交換
・取引先コード照会
・集配信状況照会
・発注データ代替送受信

<ＦＡＸ配信サービス>

・ＦＡＸ配信
・代替ＦＡＸ配信
・緊急障害連絡

卸売業

自社システム

基
幹

通
信

卸売業

自社システム

発注データ編集

ブラウザ

基
幹

JCA

メーカー

自社業務

メーカー

自社システム

スケジュール機能

伝票発行

通
信 ﾌｫｰﾏｯﾄ変換

基
幹

伝票発行

ブラウザ

メーカー

自社システム

スケジュール機能

伝票発行

通
信 ﾌｫｰﾏｯﾄ変換

基
幹

基
幹

メーカー

自社業務

ＦＡＸ

基
幹

E
D
I

W
E
B
-
E
D
I

JCA

全銀
TCP/IP

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

F
A
X

FAX

スケジュール機能

ﾌｫｰﾏｯﾄ変換

卸売業

自社システム

基
幹

通
信

スケジュール機能

ﾌｫｰﾏｯﾄ変換

E
D
I

W
E
B
-
E
D
I

F
A
X

全銀
TCP/IP

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

１．１ サービス機能一覧
■「ｅ-お菓子ねっと」サービスは、菓子業界に於ける卸売業様とメーカー様の業務効率化を実現するための業界ＥＤＩサービスです。

－データ種毎に全取引先様分を一括送受信する通信環境をご提供します。
・１回の通信で全取引先様分のデータ交換が完了します。
・取引先様の追加時にも通信環境の変更なく、データ交換が可能になります。

１．「ｅ－お菓子ねっと」がご提供するサービスの概要
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１．２ 機能概要

１．２．１ ＥＤＩ（電子データ交換）

-詳細については、「２．ＥＤＩ（データ交換）機能」をご参照下さい。

（１）データ交換機能
①メーカー-卸売業間に於ける以下のデータ種についてのデータ交換機能。

・発注データ
・入庫予定データ
・受領データ
・返品通知データ
・直送データ
・請求データ
・支払データ
・店出しデータ
・販促金案内・支払データ
・販促金請求データ

（２）取引先コード照会機能
①卸売業が取引に係わる以下の取引先コードを採番し、登録する機能。

・帳合先､二次店､届け先等の取引先および自社の支店､営業所､倉庫などの事業所
②加入企業が登録された取引先コードを照会（データ受信）する機能。

（３）運用状況照会機能
①卸売業、メーカーがｅ-お菓子ねっとセンタの集配信状況を照会（データ受信）する機能。
・照会元（自社）の受信状況（集信時刻、件数 等）
・照会元（自社）の送信状況（配信時刻、件数 等）
・送信先の受信状況（配信時刻、件数 等）
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（４）センタ処理結果通知機能
①自社が送信したデータのセンタ振分処理の結果を照会（データ受信）する機能。

（５）配信先分割マスタ更新機能
①自社が送信したデータを伝票単位に配信先を振り分けるための配信分割マスタの更新機能。

7-1



１．２．２ 【欠番】
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１．２．３ Ｗｅｂ－ＥＤＩ（Ｗｅｂ２００８）

-詳細については、「４．Ｗｅｂ－ＥＤＩ（Ｗｅｂ２００８）機能」をご参照下さい。

（１）データ交換機能
①卸売業－メーカー間に於ける以下のデータ種についてのデータ交換機能。

・発注データ
・入庫予定データ
・請求データ
・支払データ
・直送データ
・店出しデータ

（２）発注データ代替送受信機能
①卸売業様は自社で作成した発注データをＷｅｂ画面から以下のフォーマットで代替送信する機能。

・ＥＤＩ－フォーマット
・Ｗｅｂ２００８－フォーマット

②メーカー様は自社のＥＤＩ－発注データをＷｅｂ画面から以下のフォーマットで代替受信する機能。
・ＥＤＩ－フォーマット
・Ｗｅｂ２００８－フォーマット(NTS-190-PRINTを利用して伝票発行が可能）

※当機能をご利用する場合、別途「ｅ-お菓子ねっと Ｗｅｂ2008発注代替送受信機能」申請が必要になります。

（３）集配信状況照会機能
①卸売業、メーカーがｅ-お菓子ねっとセンタの集配信状況をデータ種毎に照会（ブラウザ表示）する機能。
・入力した取引先コードの集配信状況（状態、送受信時刻、件数）が確認できます。
・過去分の集配信状況を参照できます。

（４）取引先コード照会機能
①加入企業が、登録された取引先コードを照会（ブラウザ表示）する機能。
②卸売業様のみ、取引に係わる以下の取引先コードを採番し、登録する機能。

・帳合先､二次店､届け先等の企業様および自社の支店､営業所､倉庫などの事業所
9



１．２．４ 【欠番】

１．２．５ ＦＡＸ配信

-詳細については、「６．ＦＡＸ配信システム機能」をご参照下さい。

（１）ＦＡＸ配信
①ＥＤＩデータ交換を導入していないメーカーに対し、卸売業の発注データを伝票イメージでＦＡＸ出力する機能。

１．２．６ 【欠番】
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１．２．７ ＥＤＩパッケージ

-詳細については、「８．ＥＤＩパッケージ機能」をご参照下さい。

（１）メーカー向けパッケージ
①ｅ-お菓子ねっと とのデータ交換を行う業務パッケージです。
②利用可能なデータ種は以下の通りです。

・発注データ
・入庫予定データ
・受領データ
・返品通知データ
・直送データ
・請求データ
・支払データ

（２）卸売業向けパッケージ
①ｅ-お菓子ねっと とのデータ交換を行う業務パッケージです。
②利用可能なデータ種は以下の通りです。

・発注データ
・入庫予定データ
・受領データ
・返品通知データ
・直送データ
・請求データ
・支払データ

※ＥＤＩパッケージは、WindowsXPのサポートをもってサービス（販売）を終了しています。
ｅ－お菓子ねっと専門委員会では、２００７年度より検討を重ね以下のサービスを追加しました。
①Ｗｅｂ２００８ ： インターネットのアップロード、ダウンロードでe-お菓子ねっととデータ交換する機能
②通信パッケージ ： 通信機能のみ絞り込みを行い、市販の製品と組合せによりＥＤＩパッケージと同等の機能を実現

「Ⅷ．その他 ５．ＥＤＩパッケージから通信パッケージへの切替え」を参照
11
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発注データ

入庫予定案内

受領データ

直送データ

返品通知データ

請求データ

支払データ

店出しデータ

発注変更連絡

品切れ情報

店欠品

入金依頼/報告

２．ＥＤＩ（データ交換）機能

卸売業業務
発注

発注変更

品切確認

入庫予定管理

欠品通知

検品

入庫確定

仕入

返品通知

請求確認

支払案内

振込

小売店出荷情報

販促条件

請求案内

支払確認

入金

メーカー業務
受注

受注訂正

品切通知

出荷報告

納品

出荷確定

メーカー直送案内

返品確認

請求案内

支払確認

入金

販売管理

販売促進条件

請求確認

支払内容

振込

２．１ 業務プロセス概要

■卸売業とメーカー間で利用するデータ種と業務プロセス概要
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販促金請求データ

販促金案内データ

販促金支払データ

入金依頼/報告



データ種
卸売業 データの

流れ

メーカー
概 要

① ② ③ ① ② ③

発注 ○ ○ ⇒ ○ ○ ○
・卸売業、メーカー間の受発注情報
・スーパーＥＯＳは対象外。但し、直送依頼は可能

入庫予定 ○ ○ ← ○ ○ ・メーカーが確定した受注データから作成される入庫情報

返品通知 ○ ⇒ ○
・卸売業からメーカーへの返品通知情報
・メーカーからのターンアラウンドはない

受領 ○ ⇒ ○
・卸売業での入庫確定により作成される受領情報
（卸売業が入庫予定データを受信した場合は、積極的に受領データを運用して下さい）

直送 ○ ○ ← ○ ○ ・メーカーから小売、２次卸売業への直接売上／返品情報

店出し ○ ○ ⇒ ○ ○
・卸売業の小売店出荷情報
・店別、商品別実績をベースとする

請求 ○ ○ ← ○ ○
・メーカーから卸売業へ請求金額を通知する情報
・伝票ごとの合計金額を一単位とする

支払 ○ ○ ⇒ ○ ○
・卸売業からメーカーへ支払い金額を案内する情報
・伝票ごとの合計金額を一単位とする

販促金（案内・支払） ○ ← ○
・案内：メーカーから卸売業に対して、販促金支払に伴う販売促進情報を案内する情報

・支払：卸売業より請求されたデータを元にメーカーが販促金の支払内容の提供情報

販促金（請求） ○ ⇒ ○ ・販売促進のプロモーション等に対して卸売業がメーカーに販促金の請求を行う情報

２．２ データ交換機能

２．２．１ 卸売業とメーカー間で利用するデータ種の概要と卸売業、メーカーの利用方法

※卸売業、メーカーの利用方法
①：ＥＤＩ ，②：Ｗｅｂ２００８ ，③：Ｆａｘ
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２．２．２ 卸売業、メーカーとｅ－お菓子ねっとセンタ間で利用するデータ種の概要と卸売業、メーカーの利用方法

データ種
卸売業､メーカー データの

流れ
センタ 概 要

① ② ③

取引先コード照会 ○ ○ ⇒ ○
・センタに登録された取引先コードの照会要求データ

・センタに登録された取引先コードをブラウザに表示

取引先コード照会結果 ○ ← ○ ・取引先コード照会要求データに対する結果データ

運用状況照会
（集配信状況照会）

○ ○ ⇒ ○
・自社の集配信状況、送信先の配信状況の照会要求データ

・自社の集配信状況、送信先の配信状況をブラウザに表示

運用状況照会結果 ○ ← ○ ・運用状況照会要求データに対する照会結果データ

センタ処理結果 ○ ← ○ ・センタで交換データ受信時に振分処理した結果データ

配信先分割マスタ更新 ○ ⇒ ○ ・配信分割マスタの更新要求データ

配信先分割マスタ更新結果 ○ ← ○ ・配信先分割マスタ更新要求に対する処理結果データ

14
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２．２．３ 送信先別のデータ振分機能

ｅ-お菓子ねっとセンタでは、卸売業、メーカーより受信した交換データを配信先単位に振り分け、配信先別の配信ファイルに
セットします。

①配信先の決定方法
・コントロールレコードの送信先コードにより、配信先を決定します。
但し、直接送信先コードが入力されている場合には、直接送信先コードにより配信先を決定します。

②振り分け単位
・コントロールレコード単位（コントロールレコードからトレーラレコードまで）

＜データ振り分け単位＞

ｺﾝﾄﾛｰﾙ
ﾚｺｰﾄﾞ

ﾍｯﾀﾞ
ﾚｺｰﾄﾞ

明細
ﾚｺｰﾄﾞ

明細
ﾚｺｰﾄﾞ

ﾍｯﾀﾞ
ﾚｺｰﾄﾞ

ﾄﾚｰﾗ
ﾚｺｰﾄﾞ

ｺﾝﾄﾛｰﾙ
ﾚｺｰﾄﾞ

ﾍｯﾀﾞ
ﾚｺｰﾄﾞ ～～

振り分け単位

③エラーデータの取扱い
・送信元コード、送信先コードのうち一つでもe-お菓子ねっとセンタに未登録ならば、エラーとし該当の振り分け単位分デー
タは、ｅ－お菓子ねっとセンタで破棄します。

・直接送信先コードが入力されている場合には、送信先コード、直接送信先コードのうち、１つでもセンタに未登録ならば
エラーとし、該当の振り分け単位分データは、e-お菓子ねっとセンタで破棄します。

※データに誤りがあり、送信先にデータ振分け（配信）ができない場合でもｅ-お菓子ねっとセンタからご連絡は致しません。
送信元各社にてセンタ処理結果データを受信し処理結果を確認して下さい。
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伝送拠点の増設
商品の届け先や営業所の増設

（伝送しない拠点）

卸売業 接続申込書
取引先コード照会
・大量 ： 取引先コード照会
・少量 ： Ｗｅｂ取引先コード照会

メーカー 接続申込書 取引先の卸売業様に登録依頼

２．３ 取引先コード照会機能

２．３．１ 取引先コードの管理

菓子業界の取引先コード標準化のため、e-お菓子ねっとセンタで統一的にコードの付番・管理を行います。従って、加入卸売業、
メーカーは、センタに自社コードの登録を申請し、かつ取引先コード照会を行い、取引先の取引先コードを受取って下さい。

２．３．２ 取引先コードの登録方法

卸売業

メーカー

e-お菓子ねっとセンタ

取引先
ＤＢ

接続申込

接続申込

伝送拠点増設

登録要求

登録結果

ｵﾝﾗｲﾝ

バッチ

届け先､営業所増設

登録要求

登録結果

Ｗｅｂ登録

登録依頼

登録回答
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（１）自社の取引先コードの場合
①加入卸売業・メーカーの取引先コード登録は、オンライン伝送コードの登録と紐付ける必要から「接続申込書」によりセンタで
行います。

②支店・営業所でもデータの受け渡しが発生する場合には、支店・営業所分をそれぞれ申し込んで下さい。
・送受信しない場合でも該当支店・営業所のデータが発生する場合には、申込みが必要です。

（２）取引先の場合
①取引先のコード照会は、取引先コード照会データにより行います。
・データ交換機能とＷｅｂ機能の利用が可能です。

ａ）照会データの作成
・照会したい会社の社名・住所・郵便番号・電話番号をセットして照会データを作成します。
・支店・営業所を紹介する場合、支店・営業所名を社名に含めてください。

ｂ）ｅ－お菓子ねっとセンタでの処理
・センタでは、受信した照会データにより統一取引マスタを検索し、取引先コード照会結果データに取引先コードをセットして
配信ファイルにセットします。

・統一取引先マスタに未登録の場合は､新たに取引先コードを付番し､統一取引先マスタへ登録し､その内容をセットします。

ｃ）照会結果データの受信
・照会結果データを受信し、自社マスタの取引先コードの更新を行って下さい。
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２．３．３ 取引先コード体系

（１）付番対象
①本サービスに加入する卸売業・メーカー及びその支店、営業所、倉庫等
②仕入先、一次店、二次店、届け先等、取引に係わる客先

＜例１＞メーカーは本社のみで受発注、請求・支払を行う場合

A社 ａ支店

【請求】

受注情報を
αメーカー社内ネットで通知 ※この場合のⅹ支店は、本社の倉庫扱いになります

【納品】

αメーカー本社として納品

小売店

αメーカー 本社

A社 本社

小売店

αメーカー ｘ支店

【発注】

【請求】【発注】【納品】
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＜例２＞卸売業・メーカーとも本社・支店で受発注、請求・支払を行う場合

（２）コード体系
①菓子業界統一取引先コードを以下のコード体系で管理する。
②統一取引先コードは、e-お菓子ねっとセンタで管理する。

Ｚ１：「０」
Ｙ１～Ｙ３ ：郵便番号の上３桁
Ｎ１～Ｎ４ ：郵便番号の下３桁内の通番

ⅹ支店の倉庫の場所がⅹ支店と
異なっていても登録は不要

ⅹ支店として納品

小売店

βメーカー 本社

A社 本社

【請求】【発注】【納品】

A社 ａ支店

【請求】【発注】

βメーカー ｘ支店

倉庫

小売店

【納品】

： 付番対象

： 付番対象外

予備 郵便番号 連番

Ｚ１ Y1 Ｙ2 Ｙ3 Ｎ1 Ｎ2 Ｎ3 Ｎ4
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２．４ 運用状況照会機能

２．４．１ 機能概要
①加入卸売業、メーカーがｅ－お菓子ねっとセンタの集配信状況を確認するデータです。
②ｅ－お菓子ねっとセンタでは、運用状況照会データを受信後、照会元（運用状況照会データの送信元）の状況を
プリントイメージに編集し、配信ファイルにセットします。

③照会可能な情報は以下の通りです。
・照会元（自社）の受信状況（集信時刻、件数 等）
・照会元（自社）の送信状況（配信時刻、件数 等）
・送信先の受信状況（配信時刻、件数 等）

２．４．２ 運用状況照会に於ける処理結果の印刷例

** ｾﾝﾀ ｳﾝﾖｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ ｼｮｳｶｲ ｹｯｶ ﾘｽﾄ **

11111111 ﾌｼﾞﾂｳ ｾｲｶ ﾄﾞﾉ

*** ｼﾞｭｼﾝ ｼﾞｮｳｷｮｳ ***
ｼﾞｮｳｷｮｳ ｼﾞｺｸ ｹﾝｽｳ ﾃﾞｰﾀｼｭﾍﾞﾂ ｾﾝﾀ ｻｸｾｲ ｼﾞｺｸ ｿｳｼﾝﾓﾄ ﾒｲｼｮｳ

ｼﾞｭｼﾝｽﾞ 10:10 100 02 ﾊｯﾁｭｳﾃﾞｰﾀ 00/04/01 09:30 22222222 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾃﾝ
ﾐｼｭｳｼﾝ 50 02 ﾊｯﾁｭｳﾃﾞｰﾀ 00/04/01 11:00 33333333 ｻﾄｳ ｼｮｳﾃﾝ

*** ｿｳｼﾝ ｼﾞｮｳｷｮｳ ***
ｼﾞｮｳｷｮｳ ｼﾞｺｸ ｹﾝｽｳ

ｿｳｼﾝ ｽﾞﾐ 09：30 500

*** ｿｳｼﾝｻｷ ｼﾞｮｳｷｮｳ ***
ｼﾞｮｳｷｮｳ ｼﾞｺｸ ｹﾝｽｳ ﾃﾞｰﾀｼｭﾍﾞﾂ ｾﾝﾀ ｼｭｳｼﾝ ｼﾞｺｸ ｿｳｼﾝﾓﾄ ﾒｲｼｮｳ

ﾊｲｼﾝｽﾞﾐ 10：10 55 22 ﾁｮｸｿｳﾃﾞｰﾀ 00/04/01 09:30 44444444 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾃﾝ
ﾐﾊｲｼﾝ 22 22 ﾁｮｸｿｳﾃﾞｰﾀ 00/04/01 09:30 55555555 ｶﾄｳ ｼｮｳﾃﾝ
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２．５ センタ処理結果通知

２．５．１ 機能概要

①ｅ-お菓子ねっとセンタで受信した交換データの振分け処理結果をプリントイメージに編集し、送信元配信ファイルにセットします。
②送信元でセンタ処理結果データを受信し、処理結果を確認してください。

２．５．２ センタ処理結果の印刷例

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ チェック内容

９９
９９
６０
６１
６２
６３
６４
６５
６６
６７
６８
７８

コントロールレコードが無い
送信元コードがセンタに登録されていない
トレーラレコードが無い
データ種別が正しくない
送信されたデータは、送信元の取扱いデータとしてセンタに登録されていない
送信先コートがセンタに登録されていない
送信されたデータは、送信先の取扱いデータとしてセンタに登録されていない
直接送信先コードが登録されていない（コードが０以外の場合）
送信されたデータは、直接送信先の取扱いデータとしてセンタに登録されていない
送信されたデータのなかにレコード区分の正しくないものがある
ヘッダーレコードが無い（ヘッダーレコード必須のデータ種別の場合）
明細レコードが無い

*** ｾ ﾝ ﾀ ｼ ﾖ ﾘ ｹ ﾂ ｶ ﾘ ｽ ﾄ *** 00/04/01 19:02 1 ﾍﾟ-ｼﾞ * = ｾﾝﾀ ｼﾖﾘｼﾞﾖｳﾎｳ

11111111 (ｽｽﾞｷｼﾖｳｶｲ )ﾄﾞﾉ ｼﾕｳｼﾝ : 00/04/01 19:00

ｼﾕﾙｲ ｿｳｼﾝｻｷ ｿｳｼﾝｻｷ ｼﾔﾒｲ ｹﾝｽｳ ﾃﾞﾝﾋﾟﾖｳ ﾒｲｻｲ ｷﾝｶﾞｸ ｴﾗ- ｼﾞﾖｳﾎｳ
34 22222222 22222222 ﾆﾎﾝ ｾｲｶ 15 5 12 246340

* ｴﾗ- 34 33333333 44444444 ﾌｼﾞﾂｳ ｾｲｶ 8 2 4 246340 63 ｿｳｼﾝｻｷｺｰﾄﾞ ﾐﾄｳﾛｸ
*** ｿｳｼﾝｻｷ ｹﾝｽｳ ( 1)ｹﾝ

２．５．３ センタのチェック概要（エラーコード）

※必ず、送信元でセンタ処理結果データを受信し、処理結果を確認してください。
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２．６ 配信先分割マスタ更新機能

２．６．１ 機能概要

センタでは、受信したデータをコントロールレコードの送信先コードに従って振り分けを行っていることは、２．５で述べましたが、
さらに細かく伝票単位に振り分ける「配信先分割機能」を提供しています。
配分先分割マスタ更新データは、配信先分割で必要となる更新データです。

＜配信分割のイメージ＞

一Ⅹメーカー本社で受信した発注データを各支店から納品する場合

・ 配信先分割を利用しない場合

卸
売
業

セ
ン
タ

Ⅹ

メ
ー
カ
ー

本
社

Ⅹ

１
支
店

小
売
店

Ⅹメーカーの社内ネットで
Ⅹ１支店分を送信

発注データ

納品

納品
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卸
売
業

セ
ン
タ

Ⅹ

メ
ー
カ
ー

本
社

Ⅹ

１
支
店

小
売
店

卸売業からⅩメーカー本社宛の発注データを
センタで本社、Ⅹ１支店に分割して送信

発注データ

納品

納品

注１

注１）卸売業が直接Ⅹ１支店に伝送すれば、配信分割は必要ない。

・ 配信先分割を利用した場合
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２．６．２ システム仕様
（１）配信先の決定方法

・ 送信先コード、データ種、届け先コードにより配信先を決定します。
・ 本機能を利用するためには、あらかじめ送信先コード、データ種、届け先コードと配信先一取引先コードの対応情報を
センタに登録しておく必要があります。

・ 対応情報は、配信先分割マスタとしてセンタで管理しており、利用する卸売業、メーカーは配信先分割マスタ更新データを
センタに送信して登録、更新を行います。

・ 本機能を利用して分割配信を行った際、対応情報に未登録のデータが発生した場合には、センタは送信先コードが示す
配信先へ当該データを配信します。

（２）振り分け単位
・ 伝票（ヘッダ）単位に配信先を決定します。分割した際、コントロールレコードとトレーラレコードは、分割先ごとにセンタで
作成します。

＜配分先分割 例＞

ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾍｯﾀﾞ１ 明細11 明細12 ﾍｯﾀﾞ２ 明細21 ﾍｯﾀﾞ３ 明細31 ﾄﾚｰﾗ

ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾍｯﾀﾞ２ 明細21 ﾄﾚｰﾗ

ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾍｯﾀﾞ１ 明細11 明細12 ﾍｯﾀﾞ３ 明細31 ﾄﾚｰﾗ

配信先分割振り分け
配信先分割

マスタ
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（３）配信先分割マスタ更新結果データ
配信先分割マスタ更新の結果は、配信先分割マスタ更新結果データを受信することによって、確認します。
更新結果データの処理結果コードの意味は以下の通りです。

ｴﾗｰｺｰﾄﾞ チェック内容

１０
８４
〃
〃
〃
〃
８５
８６
〃
〃
８７
８８
〃
〃
８９

配信先分割マスタの更新が正常に行われた
更新区分が1,2,3,4でない
データ種別が正しくない
届け先コード未入力
分割先コード未入力
適用年月日エラー
届け先コードが取引先ＤＢに登録されていない
分割先コードが取引先ＤＢに登録されていない
分割先送信先コード未登録
分割先送信先コードがＦＡＸである
該当届け先は登録済み
変更対象データが未登録
削除対象データが未登録
取消対象データが未登録
更新データが既に存在する
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２．６．３ 配信先分割マスタの利用方法
前述の配信先分割振り分けを行うための振り分け情報をセンタに登録する例を以下に示します。

（１）配信先分割マスタの利用方法の例
Xメーカーが「届け先３」指定の発注データを「X1支店」で受信したい場合の例は、以下の通りとなります。
①発注データの振分け先

発注データ

送信先：Xメーカー本社
届け先：届け先３

卸
売
業

セ
ン
タ

Ⅹ

メ
ー
カ
ー

本
社

Ⅹ

１
支
店

届
け
先
１

納品

届
け
先
２

届
け
先
３

セ
ン
タ

届
け
先
１

納品

Ⅹ

メ
ー
カ
ー

本
社

Ⅹ

１
支
店

届
け
先
２

届
け
先
３

配信先分割
マスタ

＜配信分割マスタが未設定のとき＞ ＜配信分割マスタを設定したとき＞

配信先分割マス
タにより、Ｘ１支
店へ振り分けら
れる

配信先分割マス
タが未設定のた
め、本社へ振り
分けられる

発注データ

送信先：Xメーカー本社
届け先：届け先３

卸
売
業

Xメーカー X1支店 ０２２２２２２２

届け先１ ０１１１１００１

届け先２ ０１１１１００２
Xメーカー 本社 ０１１１１１１１

届け先３ ０２２２２００３

②Xメーカー各支店と届け先との取引先関係

Xメーカーとしては、「届け先３」指定の
発注データを「X1支店」で受信したい。
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③配信先分割マスタの更新手順
ご加入企業が配信先分割マスタ更新データをｅ－お菓子ねっとセンタへ送信します。
ｅ－お菓子ねっとセンタで配信分割マスタ更新処理を行います。

ご加入企業は、配信先分割マスタ更新結果データを受信によって、マスタ更新結果を確認します。

①配信先分割マスタ更新データ（データ種７２）の作成

④抽出・マスタ更新処理

⑤更新結果データのセット（データ種７７）

②オンラインデータ送信（データ種７２）

配信先分割マスタ更新データをセンタへ送信します
③受信（データ種７２）

⑥オンラインデータ受信（データ種７７）

配信先分割マスタ更新結果データを受信します

ｅ－お菓子ねっとセンタご加入企業（卸売業 又は メーカー）

注意事項
１）配信先分割マスタ更新データを送信される場合は、あらかじめｅ-お菓子ねっとセンタの取引先マスタにデータ種（データ種72、77）の
登録があるか、カスタマサポートデスクまでお問い合わせ下さい。
その際に下記情報をお伝えください。
・お客様の取引先コード（８桁）
・登録を確認するデータ種（データ種72、77）

2）ｅ-お菓子ねっとセンタにデータ種（データ種72、77）の登録がない場合は、データ種追加の申請を行って下さい。
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データ種別 送信先コード 送信元コード 対照データ種別 届け先コード
送信先コード

（分割先コード）
適用日 備考

７２ ００００００００

（ゼロ固定）

０１１１１１１１

（Xメーカー 本社）

０２
０１１１１００１

（届け先１）

０１１１１１１１

（Xメーカー 本社）
ＹＹＹＹＭＭＤＤ

本社

０２
０１１１１００２

（届け先２）

０１１１１１１１

（Xメーカー 本社）
ＹＹＹＹＭＭＤＤ

０２
０２２２２００３

（届け先３）

０２２２２２２２

（Xメーカー X1支店）
ＹＹＹＹＭＭＤＤ 支店１

④配信先分割マスタ更新データ（データ種７２）の作成

（１）②の配信分割振り分けを行う場合の更新データの設定内容を以下に示します。
この登録を行うことにより、Xメーカー本社向け発注データ（送信先コードが０１１１１１１１のデータ）は、どの卸売業からの
データであっても、届け先コードにより、本社と支店１に、配信分割されます。

各項目の説明は標準フォーマットの配信先分割マスタ更新データのページをご参照下さい。
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３．１ 【欠番】

３． 【欠番】
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３．２ 【欠番】

３．２．１ 【欠番】
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３．２．２ 【欠番】
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３．２．３ 【欠番】
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３．２．４ 【欠番】
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３．２．５ 【欠番】
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４．１ システム概念図
（１）利用可能なデータ種は、発注データ、入庫予定データ、請求データ、支払データ、直送データ、店出しデータの６データ種です。
（２）e-お菓子ねっととの接続にはインターネットを利用します。
（３）データ交換はファイルのアップロードとダウンロードを利用します。

※フォーマットは従来のＥＤＩフォーマットと異なりますので注意して下さい。
自社システムとの連携には、利用各社でのフォーマット変換機能の実装が必要です。

（４）既存加入企業とのデータ交換が可能です。
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： データ交換

集配信状況照会

取引先コード照会

発注
（発注代替送信）

入庫予定

請求

支払

直送

店出し

卸売業業務

ｅ－お菓子ねっと
センタ

発注データ

入庫予定データ

発注データ

直送データ

支払データ

入庫予定データ

支払データ

直送データ

請求データ請求データ

店出しデータ 店出しデータ

発注
（発注代替受信）

入庫予定

請求

支払

直送

店出し

メーカー業務

集配信状況照会

取引先コード照会

照会・結果照会・結果

照会・結果 照会・結果

４．Ｗｅｂ－ＥＤＩ（Ｗｅｂ２００８）機能



４．２ ＴＯＰ画面イメージ

（１） 卸売業向け
卸売業向けＷｅｂ－ＥＤＩ画面のＴＯＰ画面イメージは以下の通りです。

37

※メニュー（データ種選択）画面は、ご利用企業様がご契約して頂いたデータ種のボタンが表示します。
但し、集配信状況照会、取引先コード照会は「ｅ-お菓子ねっと」にご契約してＷｅｂ２００８の認証ＩＤをお持ちであればご利用できます。



（２） メーカー向け
メーカー向けＷｅｂ－ＥＤＩ画面のＴＯＰ画面イメージは以下の通りです。
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※メニュー（データ種選択）画面は、ご利用企業様がご契約して頂いたデータ種のボタンが表示します。
但し、集配信状況照会、取引先コード照会は「ｅ-お菓子ねっと」にご契約してＷｅｂ２００８の認証ＩＤをお持ちであればご利用できます。
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【卸売業向けＷｅｂ－ＥＤＩ】

1.0
トップ画面

1.4.1
処理結果画面

1.3.1
受信画面

1.3.2
再受信画面

1.4 支払
送信画面

1.3 請求
受信メニュー

1.1.1
処理結果画面

1.2.1
受信画面

1.1.2
再受信画面

1.1 発注
送信画面

1.2 入庫予定
受信メニュー

1.5.1
受信画面

1.5 直送
受信メニュー

１

１

1.8 取引先ｺｰﾄﾞ照会
一覧画面

1.8.1
登録画面

1.8.2
検索画面

1.8.2.1
更新画面

1.6.1
処理結果画面

1.5.2
再受信画面

1.6 発注代替
送信画面

画面ＩＤ
画面名称

【凡例】
1.9.1

処理結果画面
1.9 店出し

送信画面

1.8.1.1
登録結果画面

1.8.2.1.1
更新結果画面

４．３ 画面遷移図

（１） 卸売業向け
卸売業向けＷｅｂ－ＥＤＩ画面の遷移図は以下の通りです。

1.7.1 デフォルト値
変更設定画面

1.7 集配信状況照会
状況照会



【メーカー向けＷｅｂ－ＥＤＩ】

2.0
トップ画面

2.3.1
処理結果画面

2.4.1
受信画面

2.4.2
再受信画面

2.3 請求
送信画面

2.4 支払
受信メニュー

2.2.1
処理結果画面

2.1.1
受信画面

2.1.2
再受信画面

2.2 入庫予定
送信画面

2.1 発注
受信メニュー

１

38-1

（２） メーカー様向け
メーカー様向けＷｅｂ－ＥＤＩ画面の遷移図は以下の通りです。

2.2.4
伝票明細画面

2.2.5
確定結果画面

2.2.7
数量訂正結果画面

2.2.2 入庫予定
処理メニュー

2.2.3
発注伝票一覧画面

2.2.6
数量訂正入力画面



2.6.1 代替受信
取引先選択画面

2.6.2 発注代替
受信(EDI)画面

2.6.3 発注代替
再受信(EDI)画面

2.6.4 発注代替
受信(WEB)画面

2.6.5 発注代替
再受信(WEB)画面

１

2.6 発注代替
受信メニュー

38-2

2.9.1
受信画面

2.9.2
再受信画面

1.8 取引先コード照会
一覧画面

1.8.2
検索画面

2.9 店出し
受信メニュー

２．５．１
処理結果画面

2.5 直送
送信画面

1.7.1 デフォルト値
変更設定画面

2.7 集配信状況照会
状況照会



４．４ 機能概要

４．４．１ データ交換機能

（１）卸売業向け
①発注データ

ａ） 発注データをブラウザ画面から送信（アップロード）する機能
ｂ） 送信データの処理結果をブラウザ画面で照会する機能

②入庫予定データ
ａ） 入庫予定データをブラウザ画面で受信（ダウンロード）する機能
ｂ） 受信済みの入庫予定データをブラウザ画面で再受信（ダウンロード）する機能

③請求データ
ａ） 請求データをブラウザ画面で受信（ダウンロード）する機能
ｂ） 受信済みの請求データをブラウザ画面で再受信（ダウンロード）する機能

④支払データ
ａ） 支払データをブラウザ画面から送信（アップロード）する機能
ｂ） 送信データの処理結果をブラウザ画面で照会する機能

⑤直送データ
ａ） 直送データをブラウザ画面で受信（ダウンロード）する機能
ｂ） 受信済みの直送データをブラウザ画面で再受信（ダウンロード）する機能

⑥店出しデータ

ａ） 店出しデータをブラウザ画面から送信（アップロード）する機能
ｂ） 送信データの処理結果をブラウザ画面で照会する機能
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（２）メーカー向け
①発注データ
ａ） 発注データをブラウザ画面で受信（ダウンロード）する機能

・ＷＥＢ(CSV)フォーマットまたはNTS-１９０PRINTでの菓子統一伝票発行用フォーマットがあります。
ｂ） 受信済みの発注データをブラウザ画面で再受信（ダウンロード）する機能

②入庫予定データ
ａ） 入庫予定データをブラウザ画面から送信（アップロード）する機能
ｂ） 送信データの処理結果をブラウザ画面で照会する機能
ｃ） 受信済みの発注データに対して以下の処理を行なうことができます。

ⅰ) 発注伝票の一覧（未確定、確定済、作成済、入庫予定対象外）をブラウザ画面に表示する機能
ⅱ) 発注伝票を訂正（商品コード、数量［ケース数、ボール数、バラ数］、欠品区分）する機能
ⅲ) 発注伝票から入庫予定データを作成し、発注データの送信元に入庫予定データを送信する機能。

③請求データ
ａ） 請求データをブラウザ画面から送信（アップロード）する機能
ｂ） 送信データの処理結果をブラウザ画面で照会する機能

④支払データ
ａ） 支払データをブラウザ画面で受信（ダウンロード）する機能
ｂ） 受信済みの支払データをブラウザ画面で再受信（ダウンロード）する機能

⑤直送データ

ａ） 直送データをブラウザ画面から送信（アップロード）する機能
ｂ） 送信データの処理結果をブラウザ画面で照会する機能

⑥店出しデータ
ａ） 店出しデータをブラウザ画面で受信（ダウンロード）する機能
ｂ） 受信済みの店出しデータをブラウザ画面で再受信（ダウンロード）する機能
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○○

４．４．１．１ 送信（アップロード）画面イメージ

（１）自社で作成した送信ファイルを画面で選択し、ｅ－お菓子ねっとに送信します。
（２）送信データの処理結果も画面に表示されます。

・データ送信用画面です。

・下段には直近５回分の送信履歴が表示されます。

データ種 卸売業 メーカー

02：発注データ ○

11：入庫予定データ ○

22：直送データ ○

33：請求データ ○

34：支払データ ○

42：店出しデータ ○

40

※直近５回分の送信履歴が表示されます。



○○
○○

４．４．１．２ 受信（ダウンロード）画面イメージ

（１）取引先から送信された自社分のデータを受信します。

41

データ種 卸売業 メーカー

02：発注データ ○

11：入庫予定データ ○

22：直送データ ○

33：請求データ ○

34：支払データ ○

42：店出しデータ ○

・データ受信用画面です。



４．４．１．２．１ 入庫予定データ作成画面イメージ

（１）発注伝票一覧（未確定、確定済、処理済、入庫予定対象外）をブラウザ画面に表示します。
（２）送信データの処理結果も画面に表示します。
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※直近５回分の送信履歴が表示されます。



（３）発注伝票を訂正（商品コード、数量［ケース数、ボール数、バラ数］、欠品区分）することができます。
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（４）発注伝票から入庫予定データ作成します。
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（５）ｅ－お菓子ねっとがご提供しているＥｘｃｅｌマクロから伝票イメージを表示することができます。
ダウンロードデータの取込み可能なファイルは以下の２ファイルです。
①発注データを受信（ダウンロード）または再受信（ダウンロード）したファイル
②入庫予定データ作成処理時にダウンロードしたファイル
※Ｅｘｃｅｌマクロについては、ホームページの会員様向け資料＞パターンファイル集から[Ｅｘｃｅｌマクロ（Web2008向け）]を
ダウンロードしてご利用下さい。
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４．４．１．３ レコードレイアウトの編集仕様

（１） １レコード1明細のカンマ区切りのＣＳＶファイルで処理します。（例えば、発注データ）
① コントロールレコード ： 全レコードに対してコントロールレコードの値を設定します。
② ヘッダレコード ： 次のヘッダレコードが発生するまで同じ値を設定します。
③ 漢字ヘッダ（オプション）レコード ： 次のヘッダレコードが発生するまで漢字ヘッダ（オプション）レコードの値を設定します。

但し、漢字ヘッダ（オプション）レコードが無い場合でも無条件に項目エリアを初期値を設定します。
④ 明細レコード ： １明細レコードに２明細分が設定されているので１明細毎の値に分けて２レコード作成します。

但し、１明細分しか設定されていない場合は２レコード目は作成しません。
⑤ トレーラレコード ： 全レコードにトレーラレコードの値を設定します。

但し、最終レコードの最終トレーラ判定区分に９（最終）が設定されているレコードのみトレーラ情報として
使用する。

※各レコード（コントロール、ヘッダ、漢字ヘッダ（オプション）、明細、トレーラ）の共通項目（データ種、送信先コード、送信元コード）
については、コントロールレコードのみに設定します。

コントロール１

ヘッダ１

漢字ﾍｯﾀﾞ１（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

ヘッダ２

トレーラ１

・
・

１
メ
ー
カ
ー
分

１
伝
票
分

汎用機のレコード構成

（１明細目） （2明細目）

（１明細目） （2明細目）

（１明細目） （2明細目）

ヘッダ１コントロール１ トレーラ１ 漢字ﾍｯﾀﾞ１（ｵﾌﾟｼｮﾝ）明細（１明細目）

ヘッダ１コントロール１ トレーラ１ 漢字ﾍｯﾀﾞ１（ｵﾌﾟｼｮﾝ）明細（２明細目）

漢字ﾍｯﾀﾞ１（ｵﾌﾟｼｮﾝ）トレーラ１ヘッダ１コントロール１ 明細（１明細目）

（１明細目） null

明細（1明細目） トレーラ１ 漢字ﾍｯﾀﾞ１（ｵﾌﾟｼｮﾝ）コントロール１ ヘッダ１

明細（２明細目） トレーラ１ 漢字ﾍｯﾀﾞ１（ｵﾌﾟｼｮﾝ）コントロール１ ヘッダ１

ヘッダ２コントロール１ トレーラ１ 漢字ﾍｯﾀﾞ(Null)ﾃﾞｰﾀ明細（1明細目）

ヘッダ２コントロール１ トレーラ１ 漢字ﾍｯﾀﾞ(Null)ﾃﾞｰﾀ明細（2明細目）

Ｗ
ｅ
ｂ
２
０
０
８
の
レ
コ
ー
ド
構
成

①

② ③

④

⑤

②
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通常のＥＤＩ受信

障害時の代替Ｗｅｂ送受信

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

メーカー業務

自
社
シ
ス
テ
ム

e-お菓子ねっとセンタ

発注 発注

抽出

JCA
全銀TCP卸売業

発注

発注

E
D
I

格納

発注

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

W
e
b
-
E
D
I

JCA
全銀TCP

自
社
シ
ス
テ
ム

W
e
b
-
E
D
I

E
D
I

制限事項

１）発注データ代替送受信機能をご使用になる場合は、あらかじめ申請が必要です。
２）発注データ代替送受信機能でＥＤＩフォーマットのまま送信または受信ができますが、自社システムに取込み場合、

通信ソフトで文字コード変換（S-JISEBCDIC）している場合には、各社にて文字コード変換を実装してください。
３）ＥＤＩを受信ができない場合のみ、一度、集配信状況照会にて状態を確認するかｅ－お菓子ねっとセンタに

状態確認した上で発注データ代替送受信機能に切替えをお願いします。
４）発注データ代替送受信機能で受信した発注データについては、ＥＤＩで再度受信することが出来なくなります。

（ＥＤＩ上では抽出済みの状態に変更されるため）
→再度、EDIで受信する場合はｅ－お菓子ねっとセンタへ再セット依頼のご連絡をしてください。

４．４．２ 発注データ代替送受信機能

卸売業様またはメーカー様で自社システムが障害等により「ｅ－お菓子ねっと」センタにＥＤＩの発注データを送信または受信ができない
場合の代替機能です。
（１）発注データを対象に以下の機能があります。

①卸売業様向けＷｅｂ画面からの代替送信（アップロード）機能です。
②メーカー様向けＷｅｂ画面からの代替受信（ダウンロード）機能です。

（２）ファイルフォーマットも以下の方式をご利用者が処理時に選択できます。
①現行EDIフォーマット（EBCDICコード）
②Ｗｅｂ２００８フォーマット（S-JISコード）
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４．４．２．１ 発注代替送信（アップロード）画面イメージ

（１）自社または送信を許した卸売業様で作成した発注データをｅ－お菓子ねっとに送信することができます。
（２）送信データの処理結果も画面に表示します。

※直近５回分の送信履歴が表示されます。
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４．４．２．２ 代替受信取引先選択画面イメージ

（１）自社または受信可能な取引先コードのＥＤＩ－発注データを受信依頼します。
（２）代替受信取引先選択した結果も画面に表示します。
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４．４．２．３ 発注代替受信（ダウンロード）画面イメージ

（１）代替受信取引先選択画面で指示したフォーマット形式で作成されたデータを受信することができます。
①ＥＤＩフォーマット
②Ｗｅｂ２００８フォーマット

○○
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４．４．３ 集配信状況照会機能

（１） 集配信状況照会で照会できるデータ種は、発注データ、入庫予定データ、受領データ、返品通知データ、直送データ、
請求データ、支払データ、店出しデータ、販促金案内・支払データ、販促金請求データの１０データ種です。

（２） 卸売業、メーカーがｅ-お菓子ねっとセンタの集配信状況を照会（ブラウザ表示）する機能です。
（３） 入力した取引先コードの集配信状況（状態、集配信時刻、件数 等）が確認できます。

更に、過去分の集配信状況を参照することができます。
（４） 照会した集配信状況をＣＳＶファイルに出力することができます。
（５） 貴社取引先コードの情報のみ参照可能です。

※貴社取引先コード以外の支社・支店またはグループ企業の拠点情報を参照したい場合、別途、手続きが必要に
なりますのでお問合せ先までご連絡下さい。

（６） 検索条件のユーザID毎にカスタマイズ(データ種、状態、格納日時(開始日)）することができます。

４．４．３．１ 集配信状況照会の画面イメージ
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４．４．３．２ 送信側からの照会結果画面イメージ

（１） 自社から送信した送信データの送信状況を確認することができます。
（２） 自社が送信したデータ種を対象とし、送信先別の受信状況を確認することができます。
（３） 送信先の全接続方式（オンライン，FAX，Web2008）に対応しています。

送信情報

受信情報

データ種 卸売業 メーカー

02：発注データ ○

11：入庫予定データ ○

12：受領データ ○

19：返品通知ｳﾃﾞｰﾀ ○

22：直送データ ○

33：請求データ ○

34：支払データ ○

42：店出しデータ ○

51：販促金案内・支払データ ○

52：販促金請求データ ○

・送信対象となるデータ種
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４．４．３．３ 受信側からの照会結果画面イメージ

（１） 自社に送信されたデータ種を対象とし、送信元別の受信状況を確認することができます。

データ種 卸売業 メーカー

02：発注データ ○

11：入庫予定データ ○

12：受領データ ○

19：返品通知ｳﾃﾞｰﾀ ○

22：直送データ ○

33：請求データ ○

34：支払データ ○

42：店出しデータ ○

51：販促金案内・支払データ ○

52：販促金請求データ ○

・受信対象となるデータ種

受信情報
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４．４．３．４ 検索条件のデフォルト値変更設定画面イメージ

（１） 集配信状況照会の検索条件をユーザＩＤ毎にカスタマイズ（データ種、状態、格納日時(開始日））することができます。
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項番 情報
検索条件（状態） 発生箇所

全て 未受信 受信済 その他 状態 種別

１

送信

○ ○ ○ ○ 送信中

オンライン
２ ○ ○ ○ ○ 送信済

３ ○ ○ ○ ○ 処理中

４ ○ ○ ○ ○ 処理済

５ ○ ○ ○ ○ 処理待ち
Ｗｅｂ２００８

６ ○ ○ ○ ○ 処理済

７

受信

○ ○ 未受信

オンライン
８ ○ ○ ○ 受信中

９ ○ ○ セ処理済

１０ ○ ○ 受信済

１１ ○ ○ ○ 処理中

ＦＡＸ１２ ○ ○ 処理済

１３ ○ ○ ○ ○ 対応済

１４ ○ ○ 未受信
Ｗｅｂ２００８

１５ ○ ○ 受信済

１６

異常

○ ○ ○ ○ 接続異常

全種別共通１７ ○ ○ ○ ○ 処理異常

１８ ○ ○ ○ ○ 送信異常

４．４．３．５ 検索条件（状態）の表示と意味

（１） 検索条件の状態（全て、未受信、受信済、その他）のいずれかを選択することで、検索結果一覧に表示される状態は
以下の通りとなります。
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（２） 照会結果一覧の状態の意味
集配信状況照会の照会結果一覧に表示される状態の意味を以下の通りです。
※集配信状況照会の照会結果一覧時に［状態説明］ボタンを押下すると同様な情報が表示されます。

【送信情報】
・送信待ち：自社（ＷＥＢ２００８）から送信するデータを受付した状態
・送信中 ：自社からセンタに向けて送信中（接続中）の状態
・送信済 ：自社からセンタに向けてデータ送信が完了した状態
・処理中 ：自社から送信したデータは送信先に振分け中の状態
・処理済 ：自社から送信したデータの振分け処理が完了し、送信先へ格納された状態

【受信情報】
・未受信 ：送信先が格納されたデータを受信していない状態
・受信中 ：送信先が格納されたデータを受信中の状態
・処理中 ：送信先がＦＡＸ受信に対してＦＡＸセンタに処理依頼をした状態
・受信済 ：送信先が格納されたデータを受信完了した状態
・処理済 ：送信先がＦＡＸ受信に対してＦＡＸセンタで処理が完了した状態
・セ処理済：受信済または接続異常のデータをセンタにて抽出した状態
・対応済 ：センタ（弊社システム担当作業）にて処理した状態

【異常情報】
・接続異常：送信時または受信時に回線異常等が発生した状態
・処理異常：ＦＡＸセンタ内で処理異常が発生した状態
・送信異常：送信データの内容が誤っているため送信できない状態
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４．４．４ 取引先コード照会機能
（１） 加入企業が、登録された取引先コードを照会（ブラウザ表示）する機能です。
（２） 卸売業については、取引に係わる帳合先、二次店、届け先等の企業様。及び、自社の支店、営業所、倉庫等の事業所を

登録および更新する機能です。

取引先コード照会機能の画面イメージ
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４．４．５ 卸向け発注データ作成ツール
（１） 卸売業様がＦＡＸや電話、メールで発注している情報をデータ化を支援する「発注データ作成編集アプリケーション」です。
（２） 卸向け発注データ作成ツールは簡単な操作でＷｅｂ２００８用の発注データを作成できます。

卸向け発注データ作成ツールのイメージ

■卸向け発注データ作成ツールの機能概要は以下の通りです。
(1)自社情報、取引先（メーカー）情報、取引先－商品情報は、EXCELシート（表）で管理します。
(2)設定した商品シートに今回の発注情報（納品日、発注数）を入力することで発注データを編集します。

お願い事項

１）卸向け発注データ作成ツールをご利用したい場合、申請書を頂いた後に「卸向け発注データ作成ツール」をご提供しまう。 ※無償提供です。
２）卸向け発注データ作成ツールをご利用する前にお取引しているメーカー様の商品情報を作成する必要があります。
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５． 【欠番】
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６．ＦＡＸ配信システム機能

６．１ システム概要図

６．２ 機能概要
①受注伝票出力機能

対象ユーザ：FAXメーカー
②代替ＦＡＸ出力機能（障害時）

対象ユーザ：ＦＡＸメーカー
想定している障害の内容：ｅ－お菓子ねっとセンタの通常ＦＡＸサーバの障害

ｅ－お菓子ねっとセンタのＥＤＩサーバ～通常ＦＡＸサーバ～ＦＡＸメーカー間の経路障害
③センタ障害報告

対象ユーザ：加入全卸売業、全メーカー
用途：ｅ-お菓子ねっとセンタで障害が発生した場合の一斉連絡

④通知
対象ユーザ：加入全卸売業、全メーカー
用途：ｅ-お菓子ねっとセンタの連絡事項等を一斉連絡

e-お菓子ねっとセンタ卸売業 メーカー
ＥＤＩ

・データ送信

ＦＡＸ配信
・センタ障害報告
・通知

通常ＦＡＸサーバ

ＦＡＸ配信

・センタ障害報告
・通知

ＦＡＸ配信
・納品伝票イメージ配信

代替ＦＡＸサーバ ＦＡＸ配信
・代替ＦＡＸ配信

障害ＦＡＸサービス

ＥＤＩサーバ

センタ障害報告
送信指示
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６．３ 配信方法
e-お菓子ねっとセンタが発注データを受信すると、菓子統一伝票イメージに編集し、メーカーへＦＡＸ配信を行います。
発注データ受信から配信までの時間は、通常３０分程度です。但し、ピーク時間帯（１０：００前後）は、最大６０分程度
です。

６．４ 異常時の再送
通話中などにより不達となった場合は、送信できるまで再送信を行います。送信できない場合は翌日に繰り越されます。

６．５ センタへの再送依頼
受け取った伝票が不鮮明などの理由により、センタから再受信したい場合は、センタ運用担当者に連絡(再送依頼）して
ください。発注データの処理単位で再送が可能です。
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６．６ FAX配信レイアウトの出力パターン（イメージ）
菓子統一伝票イメージに編集し、メーカーへＦＡＸ配信されます。FAX配信についてはご利用企業様毎に以下の出力パターンを
選択することが出来ます。標準はＡ４横１伝票印字でFAX配信されます。
①Ａ４横１伝票印字
②A4縦２伝票印字・・・接続申込書にて切替え申請が必要です。
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②Ａ４縦２伝票印字の出力イメージ ※２伝票で1枚になります。



７． 【欠番】
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７．２ 【欠番】
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８．ＥＤＩパッケージ

８．１ 機能概要
（１）卸売業向けパッケージ機能は以下の通りです。

№ 業務名 機能

１ マスタ管理業務 商品マスタ管理、取引先マスタ管理

２ 発注業務 発注入力、発注データ作成

３ 入庫予定業務 入庫予定表出力

４ 受領業務 受領確定、受領データ作成

５ 返品通知業務 返品通知入力、返品通知データ作成

６ 直送業務 直送データ作成

７ 請求業務 請求リスト出力

８ 支払業務 支払入力、支払データ作成、支払明細出力

（２）メーカー向けパッケージ機能は以下の通りです。

№ 業務名 機能

１ マスタ管理業務 商品マスタ管理、取引先マスタ管理

２ 受注業務 手書伝票入力、ピッキング／伝票出力

３ 出荷業務 伝票訂正、入庫予定データ作成、受領データ処理

４ 返品通知業務 返品通知データ処理

５ 返品業務 返品伝票入力

６ 直送業務 直送入力、直送データ作成

７ 請求業務 請求書入力、請求データ作成

８ 支払業務 支払明細出力
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９．支援サービス

９．１ 支援サービス概要

（１）導入支援サービス
①問い合せ対応
・サービスに関する問い合せ
・サンプルデータの提供

②導入に向けてのテスト支援
③「e-お菓子ねっと」が推奨するソフトの環境ファイルの提供
・菓子統一伝票に印字する伝票発行ソフト（NTS-190-PRINT）に対して印字パターンファイル
・ 「ｅ－お菓子ねっと」との接続する通信ソフト（NEWTF-Z0001）に対して通信設定情報をファイル
注：推奨するソフト：伝票発行ソフト（NTS-190-PRINT），通信ソフト（NEWTF-Z0001）は有償です。

（２）運用支援サービス
①問い合せ対応
・データ送受信状況の確認、件数確認
・データ再セット
・その他サービスに関する問い合せ
・テストデータの提供

②障害対応

※上記の作業内容によっては有償となることも有ります。
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Ⅱ．運営体制
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１. 「e-お菓子ねっと」運営体制

■ｅ－お菓子ねっとは、「全国菓子卸商業組合連合会」と「全日本菓子協会」が共同で設立した「ｅ－お菓子ねっと製販代表会議」が
運営しています。製販代表会議の下部組織である運営会議がシステム開発委員会、企画運営委員会にわかれてe-お菓子ねっとの
発展・普及の為の課題を検討し、製販代表会議が課題の最終検討を行います。

ｅ－お菓子ねっと
製販代表会議

全 日 本 菓 子 協 会全国菓子卸商業組合連合会

企画運営委員会システム開発委員会

運 営 会 議

Ⅱ.運営体制
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１．１ 製販代表会議の役割

「全国菓子卸商業組合連合会」及び「全日本菓子協会」が協同して構築するe-お菓子ねっとシステムを円滑かつ適切に
運営することを役割としています。

運営会議は製販代表会議からの諮問事項に対する答申、事業の監視並びに製販代表会議に対する提案を行います。
各分科会での取り組み状況・成果を確認し、e-お菓子ねっとの発展に向けて審議しています。

１．３ 委員会の役割

・システム開発委員会

・企画運営委員会

菓子業界インフラとしてのe-お菓子ねっとの利用･活用度を高めるためシステム上の問題、利用者の意見や要望を検討し、
システムの機能改善に繋げることを役割としています。

菓子業界インフラであるe-お菓子ねっとの利用及び活用により業務の合理化･効率化が図られ、結果として企業基盤を
強化出来ることを伝え、e-お菓子ねっとへの加入促進と利用拡大の活動をしています。

１．２ 運営会議の役割
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卸売業様・メーカー様

ｅ－お菓子ねっとセンタ（お客様総合窓口）
０１２０－２２２－５９６ 24時間365日受付

営業
（全国）

システム
（開発）

サービスセンタ
（運用）

ネットワーク

ＦＩＰ

２． お客様サポート体制

■お問い合わせ窓口について
・お問い合わせの内容に応じてｅ－お菓子ねっとセンタがＦＩＰの担当部門にお繋ぎいたします。
・既に「ｅ－お菓子ねっと」加入済の卸売業様，メーカー様ならびに未加入の企業様からのお問い合わせにつきましても
受付させて頂いております。
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ＦＩＰ お客様サポート内容

営業
（全国）

加入申込
パッケージ販売
ハード販売
契約
請求

システム
（開発）

技術サポート
パッケージサポート

ネットワーク
通信サポート
センタ運用
センタ保守

サービスセンタ
（運用）

運用サポート
障害時緊急広報

※ご注意
送受信データの内容変更，削除等の加工・改変は
お受けできません。

２．１ お客様サポート内容

■ＦＩＰ各担当部門の役割
お客様のお問い合わせ内容に応じて、ＦＩＰの４つの部門がサポートさせて頂きます。
（１）営業（全国８拠点） ： ご加入の申込受付，契約から各種販売，月々のご請求を担当します。
（２）サービスセンタ（運用）： サービスご利用における運用のサポートを担当します。
（３）システム（開発） ： システム面での技術的なサポートを担当します。
（４）ネットワーク ： ネットワーク通信に関するサポートを担当します。
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２．２ トラブル対応
（１）障害時の連絡ルート

①センタ障害の場合は、加入全卸売業・全メーカー様にセンタ障害報告をＦＡＸ送信します。またホームページにも掲載します。
②障害についてのお問い合わせはコンタクトセンタにて一次受付を行い、担当部署からお客様に対し、ご回答いたします。
③お客様側の障害の場合は、取引企業間で直接、ご連絡をしてください。

e-お菓子ねっとセンタ

全

日

本

菓

子

協

会

メーカー

卸売業

①発生連絡／復旧連絡

：連絡・報告（障害報告のFAX送信、ホームページ掲載）

：連絡・報告（電話）

：連携

②一次受付

障
害

障
害

③お客様の
障害の場合は
直接連絡

障
害

障
害

①発生連絡／復旧連絡

①発生連絡／復旧連絡

第
ニ
流
通
営
業
部

コンタクトセンタ

0120-222-596

Ｅ
Ｄ
Ｉ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

②一次受付

Ｅ
Ｄ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
部

お問い合わせ対応

障
害

お問い合わせ対応

お問い合わせ対応

お問い合わせ
／対応指示
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（２）障害の種類
①ｅ－お菓子ねっとセンタ障害
以下の障害発生時、ｅ－お菓子ねっとセンタは加入卸売業・メーカー様へセンタ障害報告を行います。
・ネットワーク障害
・ｅ－お菓子ねっとセンタマシン・機器障害
・ソフトウェア障害

②お客様障害
以下の障害発生時、お客様は取引企業各社へ直接、ご連絡をしてください。

・お客さまマシン障害
・不正データ送信
・データ二重送信

（３）ｅ－お菓子ねっとセンタ障害時の連絡
ｅ－お菓子ねっとセンタ障害については、以下の方法で、発生後１時間を目処にご利用企業様へアナウンス致します。
① 障害一斉ＦＡＸによる連絡
② ｅ－お菓子ねっと ホームページへの掲載
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２．３ 問い合せ時の注意事項

ｅ－お菓子ねっとに関する問い合せ時、以下のお問合せキーワードを窓口担当者にお伝え下さい。

お問合せキーワード
※①業務名：e-お菓子ねっと
※②貴社名
※③取引先コード（８桁コード）
※④ご担当者名
※⑤ご連絡先（電話番号）
※⑥サービス名（ＥＤＩ，Ｆａｘ，Ｗｅｂ２００８）

⑦データ種
⑧送受信日時
⑨通信手順

（ⅰ）ＪＣＡ手順
（ⅱ）全銀手順
（ⅲ）全銀ＴＣＰ／ＩＰ手順

※お問い合わせ時の必須項目
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Ⅲ．お申込について
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１．１ 運用開始までの手続き
下記ホームページよりダウンロードしてご記入頂き、ＦＩＰにＦＡＸまたは郵送にてお申込み頂きます。
（１）申込書のダウンロード

http://www.eokashi.net/ → サービス紹介 → 加入のご案内

（２）申込書の種類
① 「ｅ-お菓子ねっと」接続申込書（ＰＤＦ形式：手書き用 または Ｅｘｃｅｌ形式：データ入力用）
② 「ｅ-お菓子ねっと」Ｗｅｂ２００８発注代替送受信機能申込書（ＰＤＦ形式：手書き用 または Ｅｘｃｅｌ形式：データ入力用）

（３）申込が必要なケース

１．申込書について
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申
込
書
①

申込パターン 申込み内容

新規 新規申込（ＥＤＩ・Ｗｅｂ２００８・ＦＡＸ）

追加 データ種追加／一括送受信拠点追加／Ｗｅｂ２００８オプション機能追加

変更

登録情報変更（社名・住所・電話番号・ＦＡＸ番号・担当者）

端末設置場所情報変更／障害時連絡先変更／基本料コース変更

通信手順変更／その他登録情報の変更／一括送受信拠点削除

削除 サービス解約

申
込
書
②

申込パターン 申込み内容

新規 発注代替送受信機能新規申込

変更（追加・削除） 拠点の追加／変更／削除

削除 サービス解約



２．新規（お申込～ご利用開始までの流れ）

２．１ ＥＤＩ（データ交換）機能
・「e-お菓子ねっと」接続申込書をご記入の上で、ＦＩＰまでＦＡＸまたは郵送にてお申込み下さい。
・お申込受付後、ＦＩＰとの「e-お菓子ねっとサービス契約書」の取り交わしを行って頂きます。
・お申込から１週間程でオンラインテスト（疎通）が可能なサービス環境を準備いたします。
・お客様側でのオンラインテストが完了後、ご利用開始になります。 （約２週間程度）
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お申込企業 センタ 期間
①接続申込書作成

⑧ＥＤＩ環境の登録

⑨通信設定情報の通知⑩受け取り
⑪オンラインテスト

１週間

２週間

②送付（申込） ③受付

テストＮＧ時はＦＩＰに利用開始日延

期の連絡をお願いします。

※ご利用に際してはＦＩＰとの「ｅ－お菓子ねっとサービス
利用契約書」のご締結が必要になります。

⑥契約書の返送 ⑦受け取り

FAXまたは郵送

④契約書送付（e-お菓子ねっとサービス契約書）⑤契約書への押印

⑬検収書への押印 ⑫検収書・納品書の送付

⑭検収書の返送 ⑮検収書受取

⑯請求書送付⑰請求書受取

⑱初期費用支払い ⑲サービス開始

本番稼働



２．２ Ｗｅｂ-ＥＤＩ（Ｗｅｂ２００８）機能
・事前にインターネットをご利用できる環境をご準備頂きます。（プロバイダへの加入やＰＣの準備）
・「e-お菓子ねっと」接続申込書をご記入の上で、ＦＩＰまでＦＡＸまたは郵送にてお申込み下さい。
・お申込受付後、ＦＩＰとの「e-お菓子ねっとサービス契約書」の取り交わしを行って頂きます。
・お申込受付から２週間程で、オンラインテスト（疎通）が可能なサービス環境を準備いたします。
・お客様側でのオンラインテストが完了後、ご利用開始になります。 （約１週間程度）

お申込企業 センタ 期間

②接続申込書作成
③送付（申込） ④受付

⑨Ｗｅｂ－ＥＤＩ環境の登録
⑩通信設定情報の通知⑪受け取り

２週間

１週間

①プロバイダへの加入（約1ヶ月程度）

⑬ダウンロード後
クライアント証明書発行

⑫クライアント証明書ダウンロード
及びブラウザへのインポート

（お申込企業様で事前にご加入頂く必要があります。）

※ご利用に際してはＦＩＰとの「ｅ－お菓子ねっとサービス
利用契約書」のご締結が必要になります。

⑦契約書の返送 ⑧受け取り

⑤契約書の送付（e-お菓子ねっとサービス契約書）

ＦＡＸまたは郵送

⑥契約書への押印

59

⑭オンラインテスト
テストＮＧ時はＦＩＰに利用開始日延

期の連絡をお願いします。

⑯検収書への押印 ⑮検収書・納品書の送付

⑰検収書の返送 ⑱検収書受取

⑲請求書送付⑳請求書受取

初期費用支払い サービス開始

本番稼働
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２．３ ＦＡＸ配信システム機能
・「e-お菓子ねっと」接続申込書をご記入の上で、ＦＩＰまでＦＡＸまたは郵送にてお申込み下さい。
・お申込受付後、ＦＩＰとの「e-お菓子ねっとサービス契約書」の取り交わしを行って頂きます。
・お申込から１週間程でサービス環境を準備いたします。
・ご登録が完了後、通信設定情報をお送りしますので、それ以降ご利用開始可能となります。 （約２週間程度）

60

お申込企業 センタ 期間
①接続申込書作成

⑧サービス環境の登録

⑨通信設定情報の通知⑩受け取り

１週間

２週間

②送付（申込） ③受付

※ご利用に際してはＦＩＰとの「ｅ－お菓子ねっとサービス
利用契約書」のご締結が必要になります。

⑥契約書の返送 ⑦受け取り

FAXまたは郵送

④契約書送付（e-お菓子ねっとサービス契約書）⑤契約書への押印

⑫検収書への押印 ⑪検収書・納品書の送付

⑬検収書の返送 ⑭検収書受取

⑮請求書送付⑯請求書受取

⑰初期費用支払い ⑱サービス開始

本番稼働



３．追加（お申込～ご利用開始までの流れ）

３．１ データ種追加・Ｗｅｂ２００８オプション追加
・既に「e-お菓子ねっと」をご利用頂いている企業様におけるサービスの 「追加（データ種追加・Ｗｅｂ２００８オプション機能追加）」の

お申込になります。
・「e-お菓子ねっと」接続申込書をご記入の上で、ＦＩＰまでＦＡＸまたは郵送にてお申込み下さい。
・お申込受付から１週間程で、ご利用可能なサービス環境を準備いたします。
・お客様側でオンライン利用可能をご確認頂いた上で、 ご利用開始になります。（随時）
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お申込企業（サービスご利用中） センタ

①接続申込書作成

④ご利用サービスの追加

⑤完了通知 （通信設定情報）⑥受け取り

⑦確認・オンラインテスト

期間

１週間

２週間

②送付（申込） ③受付

テストＮＧ時はＦＩＰに利用
開始日延期の連絡をお願

いします。

お客様情報の変更の場合
ご確認のみになります。

ＦＡＸまたは郵送

本番稼働



３．２ 一括送受信拠点追加
・既に「e-お菓子ねっと」をご利用頂いている企業様におけるサービスの「一括送受信拠点追加」のお申込になります。
・「e-お菓子ねっと」接続申込書をご記入の上で、ＦＩＰまでＦＡＸまたは郵送にてお申込み下さい。
・お申込受付から１週間程で、ご利用可能なサービス環境を準備いたします。
・お客様側でオンライン利用可能をご確認頂いた上で、 ご利用開始になります。（随時）

61-1

お申込企業（サービスご利用中） センタ

①接続申込書作成

④新規拠点追加登録

⑤完了通知 （通信設定情報）⑥受け取り

※確認・オンラインテスト

期間

１週間

２週間

②送付（申込） ③受付

テストＮＧ時はＦＩＰに利用開始
日延期の連絡をお願いします。

※テストは必要に応じて実施してください。

⑧検収書への押印 ⑦検収書・納品書の送付

⑨検収書の返送 ⑩検収書受取

⑪請求書送付⑫請求書受取

⑬初期費用支払い ⑭サービス開始

ＦＡＸまたは郵送

本番稼働



４．変更（お申込～ご利用開始［切替え］までの流れ）

４．１ 通信手順の変更
・既に「e-お菓子ねっと」をご利用頂いている企業様の「通信手順の変更（切替）」のお申込になります。
・「e-お菓子ねっと」接続申込書をご記入の上で、ＦＩＰまでＦＡＸまたは郵送にてお申込み下さい。
・お申込受付から１週間程で、新しい通信手順でのご利用可能なサービス環境を準備いたします。（テストモード）
・お客様側でオンライン利用可能をご確認頂いた上で改めて日程調整を行い、新しい通信手順でのご利用開始になります。
（本番モードへの切替）
※Ｗｅｂ２００８へ切替を実施する場合のみ認証ID発行費用が発生いたします。
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お申込企業（サービスご利用中） センタ
①接続申込書作成

④新たな通信手順でのご利用サービ
ス環境の登録（テストモード）

⑤完了通知 （通信設定情報）⑥受け取り
⑦確認・オンラインテスト

期間

１週間

２週間

②送付（申込）

⑨受付・確認

テストＮＧ時はＦＩＰに利用開始日延
期の連絡をお願いします。並行して
従来手順で利用頂きます。

⑧本番利用開始日の連絡

⑪新たな通信手順での本番
利用開始

⑩新たな通信手順のサービス環
境への切替（本番モード）

③受付
ＦＡＸまたは郵送

※検収書への押印 ※検収書・納品書の送付

※検収書の返送 ※検収書受取

※請求書送付※請求書受取

※初期費用支払い ※サービス開始

本番稼働



４．２ ご登録情報の変更
・既に「e-お菓子ねっと」をご利用頂いている企業様におけるサービスの 「社名・住所・TEL・FAX・データ種等」の変更に関する

お申込になります。
・「e-お菓子ねっと」接続申込書をご記入の上で、ＦＩＰまでＦＡＸまたは郵送にてお申込み下さい。
・お申込受付から１週間程で、ご登録情報の変更を実施いたします。
・お客様側に完了通知をご通知し、変更完了となります。

62-1

お申込企業（サービスご利用中） センタ

①接続申込書作成

④ご利用サービスの登録情報変更

⑤完了通知 （通信設定情報）⑥受け取り

期間

１週間

②送付（申込） ③受付

お客様情報の変更の場合
ご確認のみになります。

ＦＡＸまたは郵送

本番稼働



４．３ 基本料コースの変更
・既に「e-お菓子ねっと」をご利用頂いている企業様におけるサービスの 「基本料コース」の変更に関するお申込になります。
・「e-お菓子ねっと」接続申込書をご記入の上で、ＦＩＰまでＦＡＸまたは郵送にてお申込み下さい。
・お申込受付の翌月請求日から基本料コースの変更を実施いたします。

※翌月のご請求書にてご確認ください。
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お申込企業（サービスご利用中） センタ

①接続申込書作成

④基本料コース変更登録

⑤完了

⑦受け取り

期間

１週間

②送付（申込） ③受付

ご請求書の基本料をご確認く
ださい。

ＦＡＸまたは郵送

⑥翌月度請求書作成・送付

（基本料コース変更確認）



５．削除（お申込～ご利用停止までの流れ）

５．１ 「ｅ－お菓子ねっと」サービスのご解約
・既に「e-お菓子ねっと」をご利用頂いている企業様におけるサービスの「廃止・削除」のお申込になります。
・「e-お菓子ねっと」接続申込書をご記入の上で、ＦＩＰまでＦＡＸまたは郵送にてお申込み下さい。
・お申込受付から１週間程で、ご利用されているサービス環境を廃止・削除いたします。
・「e-お菓子ねっと」のご利用を全て停止される場合は、別途ＦＩＰとの「解約申込書」の取り交わしをさせて頂きます。
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センタ

⑧サービス環境削除

⑨完了通知⑩受け取り

期間

１週間

センタによる⑧サービス環境
削除と同時にご利用できなくな
ります。

お申込企業（サービスご利用中）

④契約解約申込書送付⑤受け取り

⑥解約申込書の返送 ⑦受け取り

①接続申込書作成

②送付（申込） ③受付
ＦＡＸまたは郵送

本番稼動停止



６．１ マスタの整備

本番開始までにデータ交換で使用する以下のコードの整備が必要となります。
①業界統一取引先コード
②品番（発注用の商品コード）

（１）業界統一取引先コードの整備
本システムでは、統一取引先コードを使用してデータ交換を行います。
従って、通信設定情報がセンタから届きましたら、取引先コード照会を行い、
取引先の統一取引先コードを自社のシステムに設定してください。
更に、利用開始する前に取引先に対して御社の取引先コードを事前にお伝えして下さい。

（２）品番の整備
卸売業、メーカー間で発注用の商品コードに食い違いが発生しないよう、双方で十分品番の確認を行ってください。
コードが設定されていない商品があった場合には、メーカーより卸売業に該当コードを速やかに通知し、漏れの無いようにしてください。

６．運用開始までの準備作業
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７．お問い合わせ先

「ｅ－お菓子ねっとセンタ」

TEL ： 0120-222-596

営業窓口

問い合わせ窓口（２４時間運用）富士通エフ・アイ・ピー（㈱）

本社
北海道支社
東北支社
長野支社
中部支社
関西支社
中四国支社
九州支社

e－お菓子ねっと担当
e－お菓子ねっと担当
e－お菓子ねっと担当
e－お菓子ねっと担当
e－お菓子ねっと担当
e－お菓子ねっと担当
e－お菓子ねっと担当
e－お菓子ねっと担当

TEL ： ０３－５７３０－０７２９
TEL ： ０１１－２５１－４２９８（代）
TEL ： ０２２－２２２－４５９１（代）
TEL ： ０２６－２３８－３１５０（代）
TEL ： ０５２－８８９－７６３３
TEL ： ０６－６２０９－７３５８
TEL ： ０８２－５４１－２０３７
TEL ： ０９２－４７３－６３６１（代）

全国菓子卸商業組合連合会

TEL:03-3874-9450

e-お菓子ねっと製販代表会議[事務局]

TEL:03-3431-3115

（その他）

①菓子統一伝票、菓子統一請求書、
菓子統一商品登録申請書）に関する
問合せ

①HP（統計資料）に関する問合せ

■ｅ－お菓子ねっとについてのお問合せ先を図解しております。お問合せ先が不明の場合は「ｅ-お菓子ねっとセンタ」にご連絡下さい。
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問合せ内容

①導入に関する問合わせ
②加入手続き等

①運用問い合わせ
②トラブル問合せ



Ⅳ．費用
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１．卸売業様のご利用料金

■卸売業様のｅ－お菓子ねっとご利用料金表です。

サービス
初期料金

月額料金

分類方法 備考基本料金 従量制料金

項目名 金額 単価 単位 項目名 単価 単位

ＥＤＩ 登録費用
10,000円/

取引先コード
3,000円
※1,※2

取引先コード/月

発注データ

無料 アイテム メーカー負担

入庫予定データ

受領データ

直送データ

請求データ

支払データ

返品通知データ

店出しデータ

販促金案内・支払データ

販促金請求データ

取引先コード照会 10円 件 照会企業が負担

Web2008 ID発行費用
10,000円/

取引先コード
5,000円/ID

3,000円
※1,※2

取引先コード/月

発注データ

無料 アイテム メーカー負担
EDIをご利用の場合、Webの月額基本

料は発生致しません。

入庫予定データ

直送データ

請求データ

支払データ

店出しデータ

集配信状況照会
無料 － －

取引先コード照会

※1．上記料金表とは別に、1取引先コードにつき、2,000円/月が会費として発生いたします。
・会費には消費税はかかりません。
・会費は月額料金と合算してご請求いたします。

※2．基本料金及び会費は最大１０取引先コードまで請求対象とし、１１取引先コードからはご請求対象外となります。

【発注代替送受信機能】
・新規認証ＩＤ発行、拠点の追加・更新・削除時に登録料として「5,000円」が発生致します。
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２．メーカー様のご利用料金

サービス
初期料金

月額料金

分類方法 備考基本料金 従量制料金

項目名 金額 単価 単位 項目名 単価 単位

ＥＤＩ
登録費用

（切替テスト費用も含む）
10,000円/

取引先コード

3,000円
※1,※2

取引先コード/月

発注データ

2円（全銀TCP/IP1.8円）

アイテム メーカー負担
通信手順により従量制料金の

単価が変わります。

入庫予定データ

受領データ

直送データ

請求データ

支払データ

返品通知データ

0.8円
店出しデータ

販促金案内・支払データ

販促金請求データ

取引先コード照会 10円 件 照会企業が負担

8,000円
※1,※2

取引先コード/月

発注データ

1.5円（全銀TCP/IP1.3円）

アイテム メーカー負担
通信手順により従量制料金の

単価が変わります。

入庫予定データ

受領データ

直送データ

請求データ

支払データ

返品通知データ

0.8円
店出しデータ

販促金案内・支払データ

販促金請求データ

取引先コード照会 10円 件 照会企業が負担

Web2008
・登録費用

（切替テスト費用も含む）
・ID発行費用

10,000円/
取引先コード
5,000円/ID

3,000円
※1,※2

取引先コード/月

発注データ

２円
アイテム メーカー負担

EDIをご利用の場合、Webの月額基
本料は発生致しません。

入庫予定データ

直送データ

請求データ

支払データ

店出しデータ 0.8円

集配信状況照会
無料 - -

取引先コード照会

FAX
・登録費用

（切替テスト費用も含む）
5,000円/

取引先コード
2,000円
※1,※2

取引先コード/月
Ａ４横１伝票

40円
枚

(Ａ４用紙)
メーカー負担

Ａ４縦２伝票

■メーカー様のｅ－お菓子ねっとご利用料金表です。

68



２．メーカー様のご利用料金

※1．上記料金表とは別に、1取引先コードにつき、2,000円/月が会費として発生いたします。
・会費には消費税はかかりません。
・会費は月額料金と合算してご請求いたします。

※2．基本料金及び会費は最大１０取引先コードまで請求対象とし、１１取引先コードからはご請求対象外となります。
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Ⅴ．利用規約
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１．１ 伝送プロトコル

（１）ＥＤＩでは、以下の手順を標準手順とします
①ＪＣＡ手順
②全銀ベーシック手順
③全銀ＴＣＰ／ＩＰ手順

標準 ＪＣＡ手順 電話 ２４００ＢＰＳ

ＩＮＳ－Ｃ ９６００BPS

全銀ベーシック手順

全銀ＴＣＰ／ＩＰ手順 電話 ５６ＫＢＰＳ

ＩＮＳ－Ｃ ６４ＫＢＰＳ

電話 ２４００ＢＰＳ

ＩＮＳ－Ｃ ９６００BPS

１．e-お菓子ねっとセンタの利用規約
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２０１４年３月１４日 サービス終了

２０１４年３月１４日 サービス終了



（２）ＦＡＸ

（３）Ｗｅｂ－ＥＤIでは、以下の手順を標準とする。

①ＨＴＴＰ／Ｓ手順

ＦＡＸ GⅢ 電話 ９６００ＢＰＳ

Ｗｅｂ ＨＴＴＰ／Ｓ 電話 ５６KＢＰＳ

ＩＮＳ－Ｃ ６４ＫBPS

１．２ オンライン接続方式

送受信とも卸売業、メーカーからセンタへのダイヤリング（発呼）により接続します。

卸売業 メーカー
ｅ－お菓子ねっと

センタ

※ＮＴＴ契約が必要です
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１．３ ＦＡＸ接続方式

（１）対象データ・・・・・・・・・・発注データ(データ種：０２）のみ
（２）接続可能機種・・・・・・・ＧⅢ型機
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２．１ 共通サービス仕様

２．１．１ 運用時間帯

２．センタサービス仕様

オンライン

ＦＡＸ配信

Ｗｅｂ2008

日曜日のサービス終了時刻

６：００ ７：００ １９：３０ ２１：３０ ２３：３０

セ
ン
タ
夜
間
処
理

オンライン 通信可能サービス時間帯

ＦＡＸ サービス時間帯

Ｗｅｂ2008 サービス時間帯

２１：００ ２３：００

データ処理サービス時間帯

２４：３０６：１０
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２．１．２ 未配信データの扱い

（１）繰越期間
①当日サービス中にセンタから受信されなかったデータ（未配信データ）は、センタ夜間処理で翌日配信データとして繰越します。
②ＥＤＩデータの繰越期間

・運用状況照会結果（データ種８７） ： １日間
・その他のデータ種 ： １４日間

③Ｗｅｂ２００８データの繰越期間
・全データ種 ： ２ヶ月間

２．１．３ 配信済データのバックアップ

（１）ｅ－お菓子ねっとセンタでは、加入企業からの問合せ対応用に配信済みデータも一定期間バックアップしています。
（２）配信済データバックアップ期間

①当日中にセンタから受信されたデータ（配信済データ）は、センタ夜間処理でバックアップします。
②ＥＤＩデータのバックアップ期間

・全データ種 ： １ヶ月間
③Ｗｅｂ２００８データのバックアップ期間

・全データ種 ： ２ヶ月間
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２．２ ＥＤＩ（データ交換）サービス仕様

２．２．１ ＥＤＩの処理契機

オンラインでデータ送信完了後、直ちにセンタ処理で送信先ごとにデータを振り分け、配信ファイルにセットします。

送信可能時間帯

受信可能時間帯

センタ処理（データ送信完了後、即時処理）

６：００ ２３：３０

翌日
６：００

未配信データ送信

未配信
繰越し
処理

①センタ処理の処理時間は、データ受信完了後、即時処理されます。
但し、ピーク時間帯（１０：００前後）は、最大６０分程度です。
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２．２．２ 取引先コード照会データ(データ種：６４）
（１）受信した取引先コード照会データを４回／日抽出し、センタ照会処理を行います。

但し、土 ・ 日 ・ 祝は処理しません。
① ７：３０（１回目） 前日１７：００ ～ ７：３０ 受信分データの抽出
②１２：１０（２回目） ９：００ ～ １２：１０ 受信分データの抽出
③１５：００（３回目） １２：１０ ～ １５：００ 受信分データの抽出
④１７：００（４回目） １５：００ ～ １７：００ 受信分データの抽出

（２）照会が完了したデータを４回／日、配信ファイルにセットします。
⑤ ７：３０（１回目） 当日 ７：３０ までに照会が終了しているデータをセット
⑥１２：１０（２回目） １２：１０ までに照会が終了しているデータをセット
⑦１５：００（３回目） １５：００ までに照会が終了しているデータをセット
⑧１７：００（４回目） １７：００ までに照会が終了しているデータをセット

（３）未配信データの繰越期間（２週間）を超えたデータは、センタ夜間処理で破棄します。

セ
ン
タ
繰
越
処
理

受信１ 受信２ 受信３ 受信４ 翌日受信１

照会結果送信

６：００ ７：３０ １７：００ ２３：３０１２：１０ １５：００

センタ照会処理

① ② ③ ④

⑧⑦⑥⑤
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（４）照会結果には、以下の処理結果コードが設定されます。

注）照会データが多量の場合（１００件以上）には、ｅ－お菓子ねっとセンタで当日中に処理しきれないので、
１００件を１単位として、５営業日程度かけて処理します。(３００件なら１５営業日）

コード 内 容 備 考

１１ 登録 ： 新規に登録
照会 ・ 登録が正常に行われた

２０ 照会 ： マスタに既存のコードを返した

７０ 該当取引先コードなし 取引先コード指定照会の場合

７１ 照会結果が複数件存在 複数の結果データを返す

７２ 社名のエラー

照会データの各項目が設定されていない、

または不十分

７３ 郵便番号のエラー

７４ 電話番号のエラー

７５ 住所のエラー
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２．２．３ 運用状況照会データ(データ種：８２）
（１）運用状況照会データの受信完了後、直ちにシステム処理で照会結果データを作成し、配信ファイルにセットします。
（２）当日未配信となった照会結果データは、センタ夜間処理で破棄します。

送信可能時間帯

受信可能時間帯

システム処理（データ受信後、即時処理）

６：００ ２３：３０
翌日
６：００

センタ
夜間処理
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２．２．４ センタ処理結果データ(データ種：８７）
（１）以下のデータ種のデータ受信時のセンタ処理結果を、送信元の配信ファイルにセットします。
（２）当日末配信となった処理結果データは、センタ夜間処理で翌日配信ファイルに繰越します。

但し、繰越期間は１日とし、期間外のデータは、センタ破棄します。

送信可能時間帯

受信可能時間帯

センタ処理（データ受信完了後、即時処理）

６：００ ２３：３０
翌日
６：００

未配信データ送信

未配信
繰越し
処理

データ種 データ名 データ種 データ名 データ種 データ名 データ種 データ名

０２ 発注 ２２ 直送 ５１ 販促金案内・支払 ７２ 配信分割

１１ 入庫予定 ３３ 請求 ５２ 販促金請求 ７７ 配信分割更新結果

１２ 受領 ３４ 支払 ６４ 取引先照会（一括） ８２ 運用状況照会

１９ 返品通知 ４２ 店出 ６７ 取引先照会結果 ８７ 運用状況照会結果
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２．２．５ 配信先分割マスタ更新データ（データ種：７２）
当日受信したデータをセンタ夜間処理で処理し、処理結果データを配信ファイルにセットします。
データの繰越期間は１４日とし、期間外のデータは、センタ破棄します。

送信可能時間帯

６：００ ２３：３０
翌日
６：００

処理結果受信可能時間帯

センタ
夜間処理
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２．３ 【欠番】

２．３．１ 【欠番】
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２．４ Ｗｅｂ－ＥＤＩ（Ｗｅｂ２００８）

２．４．１ Ｗｅｂ－ＥＤＩ（Ｗｅｂ２００８）の処理契機

（１）ブラウザ画面からのデータ送信は、随時可能です。
（２）センタ処理は１５分間隔で処理を行います。

・入力データの送信先情報に従いデータ振分け処理を行います。
・入力データに誤りがある場合には、送信画面にエラー情報を表示します。
※データ送信後、送信先の取引先がデータ受信可能になるまでに最大６０分程度かかります。

送信可能時間帯

受信可能時間帯

センタ処理（データ送信完了後、即時処理）

６：００
２３：００

翌日
６：００

未配信データ送信
未配信
繰越し
処理

※１５分間隔の時刻起動

６：１０
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２．４．２ 発注データ代替送受信機能の処理契機

（１）ブラウザ画面からのデータ送信または代替受信指示は、随時可能です。
（２）センタ処理は１５分間隔で処理を行います。

・入力データの送信先情報に従いデータ振分け処理を行います。
・入力データに誤りがある場合には、送信画面にエラー情報を表示します。
・代替受信指示で、指定したメーカーのＥＤＩからデータを抽出してブラウザ画面で受信可能になります。
※データ送信後、送信先の取引先がデータ受信可能になるまでに最大６０分程度かかります。

送信可能時間帯

受信可能時間帯

センタ処理（データ送信完了後、即時処理）

６：００
２３：００

翌日
６：００

未配信データ送信
未配信
繰越し
処理

※１５分間隔の時刻起動

６：１０

82-1

※１５分間隔の時刻起動



２．５ 【欠番】
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Ⅵ．菓子の業界標準
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１．コード

１．１ 発注用の品番

（１）発注に利用可能な品番は、以下の通りとします。

①統一商品コード
②ＩＴＦコード
③ＪＡＮコード
④ＧＴＩＮ

（２）留意事項

①ｅ－お菓子ねっとでご利用いただく品番は、「菓子統一商品コード」が基本です。
そのため、他コードを利用する場合には、取引先（卸売業－メーカー）間の了解が必要です。

②ＩＴＦ(16桁)コードは、運用ルールとして2010年3月末で利用できなくなりました。
そのため、取引先(卸売業－メーカー)間で品番の設定方法について調整（変更）をお願い致します。
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１．１．１ 品番の設定方法

（１）メーカーコード：７桁（国コード２桁含む）の品番の設定方法を以下に定めます。
①統一商品コード：１６桁

②ＩＴＦコード ： １４桁

③ＪＡＮコード ： １３桁

④GTIN ： １４桁

※ホームページの資料室⇒ＧＴＩＮ資料⇒「ＧＴＩＮ説明資料」および「ＧＴＩＮ運用基準書」をご参照下さい。

*1） Ｏx ： 固定（’0’）
*2)C/D ： チェックデジット
*3) Ｓx ： スペアコード（’0’）
*4) Ｖx ： 物流識別コード

*1 国コード メーカーコード アイテムコード *2

Ｏ1 Ｏ2 Ｏ3 Ｆ1 Ｆ2 Ｍ1 Ｍ2 Ｍ3 Ｍ4 Ｍ5 Ⅰ1 Ⅰ2 Ⅰ3 Ⅰ4 Ⅰ5 C/D

*4 国コード メーカーコード アイテムコード *2

Ｖ1 Ｆ1 Ｆ2 Ｍ1 Ｍ2 Ｍ3 Ｍ4 Ｍ5 Ⅰ1 Ⅰ2 Ⅰ3 Ⅰ4 Ⅰ5 C/D

国コード メーカーコード アイテムコード *2

Ｆ1 Ｆ2 Ｍ1 Ｍ2 Ｍ3 Ｍ4 Ｍ5 Ⅰ1 Ⅰ2 Ⅰ3 Ⅰ4 Ⅰ5 C/D

ＧＴＩＮ *2

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 C/D
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（２）メーカーコード：９桁（国コード２桁含む）の品番の設定方法を以下に定める。
①菓子統一商品コード：１６桁

②ＩＴＦコード ： １４桁

③ＪＡＮコード ： １３桁

④ＧＴＩＮ ： １４桁

※ホームページの資料室⇒ＧＴＩＮ資料⇒「ＧＴＩＮ説明資料」および「ＧＴＩＮ運用基準書」をご参照下さい。

*1） Ｏx ： 固定（’0’）
*2)C/D ： チェックデジット
*3) Ｓx ： スペアコード（’0’）
*4) Ｖx ： 物流識別コード

*4 国コード メーカーコード アイテムコード *2

Ｖ1 Ｆ1 Ｆ2 Ｍ1 Ｍ2 Ｍ3 Ｍ4 Ｍ5 Ｍ6 Ｍ7 Ⅰ1 Ⅰ2 Ⅰ3 C/D

*１ 国コード メーカーコード アイテムコード *2

Ｏ1 Ｆ1 Ｆ2 Ｍ1 Ｍ2 Ｍ3 Ｍ4 Ｍ5 Ｍ6 Ｍ7 Ⅰ1 Ⅰ2 Ⅰ3 Ⅰ4 Ⅰ5 C/D

国コード メーカーコード アイテムコード *2

Ｆ1 Ｆ2 Ｍ1 Ｍ2 Ｍ3 Ｍ4 Ｍ5 Ⅰ1 Ⅰ2 Ⅰ3 Ⅰ4 Ⅰ5 C/D

ＧＴＩＮ *2

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 C/D
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１．２ 商品メーカーコードの取得方法

ｅ－お菓子ねっとホームページの資料室の普及資料の統一伝票仕様をダウンロード下さい。

（５．３ 商品メーカーコードの登録対象、５．４ 商品メーカーコードの登録手続き）を参照下さい。

１．３ 商品アイテムコードの設定方法

ｅ－お菓子ねっとホームページの資料室の普及資料の統一伝票仕様をダウンロード下さい。

（５．５ 商品アイテムコード設定の方法（設定基準））を参照下さい。
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２．菓子統一伝票・請求書

ｅ－お菓子ねっとホームページの菓子統一伝票申込を参照下さい。

（２）納期
①発注から納品までの日数は以下のとおりです。

社名欄印刷無しの場合 当日 14：00 受注締め切り

都内 翌日納品

地方 翌々日納品

離島 3日後納品

社名欄印刷の場合 月2回納品
15日締め 末日頃納品

末日締め 翌月20日頃納品

※土・日曜・祝祭日は配送休み
※納品の運賃は全て印刷業者負担

（１）お申込方法（お問合せ先）
①菓子統一伝票・請求書購入申込書にご記入の上、下記へＦＡＸにてお申し込み下さい。

※申込書はe-お菓子ねっとホームページの菓子統一伝票申込のページにございますのでダウンロードして下さい。

全国菓子卸商業組合連合会

TEL：03-3874-9450 FAX：03-3874-9444

（３）価格
①e-お菓子ねっとホームページの菓子統一伝票申込のページに菓子統一伝票価格表がございますのでダウンロード下さい。
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（１）お申込方法（お問合せ先）
①商品マスタ統一登録申請書にご記入の上、下記へＦＡＸにてお申し込み下さい。
※申込書はe-お菓子ねっとホームページの統一登録申込のページにございますのでダウンロード下さい。

３．商品マスタ統一登録申請書

ｅ－お菓子ねっとホームページの菓子統一伝票申込の統一登録申請書を参照下さい。

全国菓子卸商業組合連合会

TEL：03-3874-9450 FAX：03-3874-9444
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Ⅶ．ｅ-お菓子ねっとの標準
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１．１ データ種で扱える機能を以下に示す。

データ種 コード
扱える機能

ＥＤＩ Ｗｅｂ2008

発注データ ０２ ○ ○
（代替送受信機能も含む）

入庫予定データ １１ ○ ○

受領データ １２ ○

返品通知データ １９ ○

直送データ ２２ ○ ○

請求データ ３３ ○ ○

支払データ ３４ ○ ○

店出しデータ ４２ ○ ○

販促金案内・支払データ ５１ ○

販促金請求データ ５２ ○

取引先コード照会データ（一括） ６４ ○

取引先コード照会データ（緊急） ６５ ○

取引先コード照会結果データ ６７ ○

運用状況照会結果データ ８２ ○

センタ処理結果データ ８７ ○

配信先分割マスタ更新データ ７２ ○

配信先分割マスタ更新結果データ ７７ ○

※１：入庫予定データ作成指示により自動生成される

１．データ種で扱える機能一覧
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２．１ ファイルフォーマット （ホームページ（以下、ＨＰ）⇒【資料室】⇒【普及資料】⇒【フォーマット集】）
ダウンロード可能なファイルフォーマト集は以下の通りです。

No 機能

１ ＥＤＩ（標準フォーマット）

２ Ｗｅｂ－ＥＤＩ（Ｗｅｂ２００８）

３ ＥＤＩパッケージ メーカー様向け

卸売業様向け

４ 伝発フォーマット（Web2008-190PRINT）

No 機能

１ ＥＤＩパッケージ メーカー様向け

卸売業様向け

２．２ マニュアル集
ダウンロート可能なマニュアル集は以下の通りです。
①運用マニュアル （ＨＰ⇒【会員向け資料】⇒【マニュアル集】）

２．ホームページよりダウンロード可能な資料
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２．３ パターンファイル集 （ＨＰ⇒【会員向け資料】⇒【パターンファイル集】）

No 機能

１ 190PRINT用（統一伝票）

２ 伝票表示用Excelマクロ 伝票表示用Excel(Web2008向け）

３ 通信パッケージの通信情報
設定ファイル

メーカー様向け

卸売業様向け

No 機能

１ ＥＤＩパッケージ

２ Ｗｅｂ２００８ NTS-190-PRINT

３ 通信パッケージ メーカー様向け

卸売業様向け

③インストールマニュアル （ＨＰ⇒【会員向け資料】⇒【マニュアル集】）

No 機能

１ 統一伝票マニュアル

２．４ 統一伝票仕様 （ＨＰ⇒【資料室】⇒【普及資料】⇒【統一伝票仕様】）

②操作手順書 （ＨＰ⇒【会員向け資料】⇒【マニュアル集】）

No 機能

１ Ｗｅｂ－ＥＤＩ（Ｗｅｂ２００８） メーカー様向け

卸売業様向け

２ ＥＤＩパッケージ メーカー様向け

卸売業様向け
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３．【欠番】
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４．留意事項

（１）発注用の品番コード
①ｅ－お菓子ねっとでご利用いただく商品コードは、「菓子統一商品コード」が基本のため、他コードを利用する場合には、

卸売業 – メーカー 間の了解が必要です。

（２）ＥＤＩフォーマットの変更
①卸売業最新在庫日付（最新の卸売業在庫の賞味期限／製造日）
・目的 ： 卸売業にある商品在庫のうち、最新のものの賞味期限または製造月日をセット、メーカー側での出荷配送管理に活用
・適用 ： 発注（区分０２）の明細レコード

・’予備１‘【 X(05) 】 ⇒ ‘卸最新在庫日付’【X(05)】 YMMDD
②賞味期限／製造月日
・目的 ： 納品された商品の賞味期限または製造年月日をセットし、卸売業側での在庫管理の精度向上に活用
・適用 ： 入庫予定（区分１１）の明細レコード

・’予備１‘【 X(06) 】 ⇒ ‘賞味期限／製造月日’【X(06)】 YYMMDD
③上記項目を利用する場合には、卸売業 – メーカー間の了解が必要です。

（３）Ｗｅｂ-ＥＤＩ（Ｗｅｂ２００８）サービスの追加
①ｅ－お菓子ねっとでは、２００８年６月よりＷｅｂ２００８サービスを開始しました。以下の様な適用が可能と考えておりますので、

是非、利用のご検討をお願い致します。
・請求/支払情報はデータで管理しているが、請求/支払業務は紙媒体で運用している。
・発注はＦＡＸで運用してきたが、入庫予定にも取組みたい。

・発注データはＥＤＩ送信しているが、追加発注対応等のフットワークを良くしたい。

（４）ＥＤＩパッケージの販売
①ご提供可能なＥＤＩパッケージのＯＳは、ＷｉｎｄｏｗｓＸＰです。（Vistaには対応の予定がありません）

そのため、必要なパソコンが調達できない場合には、ｅ-お菓子ねっとセンタにご連絡下さい。（ダウングレードは2011年４月迄です）
尚、サポートについては、２０１４年４月９日で終了致しました。業務システムの移行お願いします。

②上記①に伴ないｅ－お菓子ねっとでは、代替機能としてＷｅｂ２００８のサービスを開始またはＥＤＩパッケージの通信機能に絞り込んだ
通信パッケージをご提供しております。パソコンの切替時には利用方法についてもご検討下さい。
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（５）データ送信時の送信件数のお願い
①一度に大量データを送信されるとｅ－お菓子ねっとセンタの集信ファイルが圧迫して処理負荷となりますので、

一回あたりのデータ送信件数を１万件以内に分割して送信をお願い致します。

（６）防災訓練
①目的

・トラブル発生時に、迅速に対応するため訓練を行ないます。
②実施日

・年２回（２月と８月の日曜日） １３：００～１８：００
③全ユーザ（卸売業、メーカー）への対応

・ＦＡＸにて、実施日の１ヶ月前と２～３日前に事前連絡を行います。
・ＦＡＸにて、訓練開始おとび訓練終了を通知します。

④影響
・センタ処理を停止しますのでデータの遅延が発生致します。
（データの遅延分は、防災訓練作業終了後に処理されます。）

（７）データ作成時のお願い
①データ作成時には“，”（カンマ）を使用しないで下さい。

Ｗｅｂ２００８では”，“（カンマ）を項目の切れ目と判断しているために項目ズレを起します。
②予備項目エリアに対しては属性の初期値を設定して下さい。

送信先の受信方法によって予備項目エリアが文字化けする場合が発生致します。

（８）１９０ＰＲＩＮＴソフトから菓子統一伝票に印字できない項目
①以下の６項目が印刷できません。

・出荷日，メーカー（仕入先）伝票番号，メーカー（仕入先）訂正元伝票，卸売業（得意先）訂正元伝票，摘要２，訂正合計
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Ⅷ．その他
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卸売業様

利用条件

ＥＤＩとＷｅｂを１拠点で利用する場合 ＥＤＩとＷｅｂを１２拠点で利用し、画像付商品情報を３拠点で利用する場合

初期費用

項目 単価 金額 項目 単価 金額

EDI加入費用 10,000円/取引先コード 10,000円 EDI加入費用×12 10,000円/取引先コード 120,000円

Web-ID発行費用 5,000円/ID 5,000円 Web-ID発行費用×12 5,000円/ID 60,000円

合計 － 15,000円 合計 － 180,000円

月額費用

項目 単価 金額 項目 単価 金額

EDI基本料
（Webを含む）

3,000円/取引先コード

※２
3,000円

EDI基本料×10
（10拠点以上上限）

3,000円/取引先コード

※２
30,000円

会費
2,000円/取引先コード

※１，※２
2,000円

会費×10
（10拠点以上上限）

2,000円/取引先コード

※１，※２
20,000円

合計 － 5,000円 合計 － 50,000円

１．卸売業様の費用（試算例）

■卸売業様のｅ－お菓子ねっとご利用費用試算例です。

卸売業殿

卸売業殿

卸売業殿

※１、会費には消費税はかかりません。
※２、１１取引先コード以上ご利用の場合、１１取引先コードから基本料及び会費は発生しません。
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メーカー様

利用条件

ＥＤＩとＷｅｂを１拠点で利用する場合 ＥＤＩとＷｅｂを１２拠点で利用し、画像付商品情報を３拠点で利用する場合

初期費用

項目 単価 金額 項目 単価 金額

EDI加入費用 10,000円/取引先コード 10,000円 EDI加入費用×12 10,000円/取引先コード 120,000円

Web-ID発行費用 5,000円/ID 5,000円 Web-ID発行費用×12 5,000円/ID 60,000円

合計 － 15,000円 合計 － 180,000円

月額費用

項目 単価 金額 項目 単価 金額

EDI基本料
（Webを含む）

3,000円/取引先コード
※２

3,000円
EDI基本料×10

（10拠点以上上限）
3,000円/取引先コード

※２
３0,000円

会費
2,000円/ 取引先コード

※１，※２
2,000円

会費×10
（10拠点以上上限）

2,000円/ 取引先コード
※１，※２

20,000円

合計 － 5,000円＋データ料 合計 － 50,000円＋データ料

２．メーカー様の費用（試算例）

■メーカー様のｅ－お菓子ねっとご利用費用試算例です。

メーカー殿

メーカー殿

メーカー殿

※１、会費には消費税はかかりません。
※２、１１取引先コード以上ご利用の場合、１１取引先コードから基本料及び会費は発生しません。
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３．ＦＡＸ配信とＷｅｂ－ＥＤＩの料金比較

円／月

100明細
（約３３枚）

200明細
（約６６枚）

ＦＡＸ配信

Ｗｅｂ－ＥＤＩ

６０明細
（約２８枚）

５，１２０

５，３２０

５，２００

５，４００

６，６４０

５，０００
(3,000+2,000)

４，０００
(2,000+2,000)

ＦＡＸ配信
基本料：2,000円※２＋会費：2,000円※１，※２

１枚あたり：40円

Ｗｅｂ－ＥＤＩ
基本料：3,000円※２＋会費：2,000円※１，※2

１明細あたり：2円

＊算出根拠：ＦＡＸ１枚あたり３明細を想定
ＦＡＸ１枚：Ａ４横１伝票印字

ただし、Ｗｅｂ－ＥＤＩを利用する場合は別途通信費が必要です。

■ｅ－お菓子ねっとにてFAX配信をご利用の場合とＷｅｂ－ＥＤＩをご利用の場合の費用の比較グラフです。

Ｗｅｂ－ＥＤＩを利用すると
コストが下がります。

※１、会費には消費税はかかりません。
※２、１１取引先コード以上ご利用の場合、１１取引先コードから基本料及び会費は発生しません。
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円／月

10,000明細 20,000明細

パターン①

パターン②

17,500

15,000

25,000

40,000

45,000

５，０００
(3,000+2,000)

１０，０００
(8,000+2,000)

5,000明細

パターン①②の切り替えは月単位で可能です。

４．ＥＤＩのご利用形態と月額費用

■ｅ－お菓子ねっとにてEDIをご利用の場合の費用の比較グラフです。
基本料8,000円※2＋会費2,000円※１，※２・月額1.5円/明細と、基本料3,000円※2＋会費2,000円※１，※２･月額2円/明細の場合の

費用比較です。

ＥＤＩ料金体系

パターン①
基本料：3,000円※２＋会費：2,000円※１，※2

１明細あたり：2円

パターン②
基本料：8,000円※２＋会費：2,000円※１，※2

１明細あたり：1.5円

明細件数に応じた課金体系を
利用することでコストが下がります。

※１、会費には消費税はかかりません。
※２、１１取引先コード以上ご利用の場合、１１取引先コードから基本料及び会費は発生しません。
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５．ＥＤＩパッケージから通信パッケージへの切替え

103

№ 製品名 機能 ご説明

① NEWTF-Z001 ※１ 通信機能
※「ｅ-お菓子ねっと」との送受信機能

ｅ-お菓子ねっと標準フォーマットにてデータの送受信が可能です。

② OrchesTran ※２ フォーマット変換機能 自社システムに取り込む為にｅ-お菓子ねっと標準フォーマットをフォーマット変化することが可
能です。

※ＥＤＩパッケージCSV連携機能フォーマットの発注、支払のパターンと190PRINT用伝発
フォーマットパターンファイルを無償でご提供致します。（その他データ種は検討中）

③ NTS-190-PRINT ※２ 伝票発行機能 １９０PRINT用伝発フォーマットにて菓子統一伝票に印刷できます。

注意：NEWTF-Z001をご利用になる際、通信機器（TA，モデム）に対する環境設定（ダイアルアップネットワークの設定）が必要です。

NTS-190-PRINTをご利用になる際、プリンタのドライバをインストールする必要があります。
※１ ＮＥＷＴＦ-Ｚ００１はついては、キヤノンITソリューションズ株式会社の「ＮＴＳ-１００-ＢＡＮＫ ＴＣＰ／ＩＰ」のOEM製品として富士通ｴﾌ･ｱｲ･ﾋﾟｰ株式会社で販売しております。
※２ OrchesTranとNTS-190-PRINTについては、キヤノンITソリューションズ株式会社で販売しております。

WindowsPC

EDIﾌｫｰﾏｯﾄ

EDIﾌｫｰﾏｯﾄ

①通信機能

②フォｰﾏｯﾄ変換機能

CSV出力機能
フォーマット

190PRINT用
伝発フォーマット

菓子統一伝票
③伝票発行機能

自社システム

EDIﾌｫｰマット

CSV出力機能
フォーマット

ｅｰ

お
菓
子
ね
っ
と

発注、入庫予定、受領、返品通知、直送、請求、支払

発注、支払

発注

通信ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
機能拡張製品

■ＥＤＩパッケージご利用の中小企業様への代替システム（通信パッケージ）の切替えとして以下の製品をご提案いたします。

５．１ 製品の組合せ方法

以下の製品の組合せにより、ＥＤＩパッケージと同等の機能を実現することができます。



５．２ 購入する製品と費用

ＥＤＩパッケージから通信パッケージに切替する場合のお客様が購入すべき製品と概算費用は以下の通りです。

（１）初期導入に掛かる費用は以下の通りとなります。
①通信機能のみ利用しているお客様の場合

②ＣＳＶ出力機能で自社システムに取り込んでいるお客様の場合

③受信したデータを伝票発行しているお客様の場合（含む：②）

（２）ＯＳのバージョンアップ時は通信パッケージのみ新規でご購入をお願いします。
但し、 ＯｒｃｈｅｓＴｒａｎ、ＮＴＳ-１９０-ＰＲＩＮＴについては、既にライセンスをお持ちのお客様向けには、バージョンアップ価格で
ご提供しております。（但し、製品のシリアルNo.をお知らせいただくことが前提） また、
新OSが出た場合でもバージョンアップの対応が必要ない場合もございますので都度お問合せください。

NEWTF-Z001
60,000円 ＝ ６０，０００円

NEWTF-Z001
60,000円

ＯｒｃｈｅｓＴａｒｎ
112,500円＋ ＝ １７２，５００円

NEWTF-Z001
60,000円

ＯｒｃｈｅｓＴａｒｎ
112,500円＋ ＋ ＝ ２４３，７５０円

NTS-190-PRINT
71,250円
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※「e-お菓子ねっと」で推奨している
・通信ソフト（NEWTF-Z001）の製品のお申込みの際は、「ｅ-お菓子ねっと」のホームベージのサービス紹介＞加入のご案内に
「e-お菓子ねっと」通信パッケージ全銀TCP/IP（NEWTF-Z001)申込書をダウンロードしてFAXにてお申込み下さい。

・伝票発行ソフト（NTS-190-PRINT）およびレイアウト変換ソフト（OrchesTran）の製品のお申込みの際は、以下のご連絡先に
キーワードをお伝え下さい。

ご連絡先 ： キヤノンITソシューションズ株式会社
TEL：03-6701-3457

キーワード ： 「e-お菓子ねっと接続用パッケージ購入の件」とお伝えください。



６．１ 回線エラー発生時の対応方法（ＥＤＩ接続企業向け）
ＥＤＩで接続されている企業様が回線エラーを検知した場合、以下のデータ送信時とデータ受信時の場面に応じた対応を行ってください。

６．１．１ データ送信時に、回線エラーが発生した場合
（１）ｅ-お菓子ねっとセンタ側の状況の確認

「集配信状況照会※」画面にて、ｅ-お菓子ねっとセンタ側の送受信状況をご確認ください。
ｅ-お菓子ねっとセンタ側へデータを送信できていない場合は、「接続異常」あるいは、「エラー」と表示されています。

「集配信状況照会」の確認手順は、 （４）の「送信時に回線エラーが発生した場合の確認例」をご参照下さい。

集配信状況照会機能で確認が出来ない場合は、ｅ-お菓子ねっとセンタ（ＦＩＰ）にて件数の確認をいたしますので、ｅ-お菓子ねっとセンタ
（問い合わせ先：6.1.3参照）までご連絡ください。
※集配信状況照会はＷｅｂ２００８のオプション機能です。Ｗｅｂ－ＥＤＩ（Ｗｅｂ２００８）のお申込によりご利用可能となります。

（２）確認後の再送信対応
ｅ-お菓子ねっとセンタ側の状況をご確認後、以下の対応を行ってください。
ｅ-お菓子ねっとセンタ側が異常
→ 再送信の操作を行って下さい。（何度お試しいただいても送信出来ない場合は、ｅ-お菓子ねっとセンタまでご連絡ください）

ｅ-お菓子ねっとセンタ側が正常
→ 再送信は不要です。（再送信した場合は、二重データとして処理されてしまいます。この場合は、送信先企業様にご連絡・ご調整をお願いします）

（３）ｅ-お菓子ねっとセンタ側の状況の確認（再送信対応後）
再度、ｅ-お菓子ねっとセンタ側の状況（データが届いているか）をご確認ください。
「集配信状況照会」画面にて、ｅ-お菓子ねっとセンタ側の送信状況をご確認ください。
あるいは、ｅ-お菓子ねっとセンタまで送信状況のご連絡をお願いします。

６．各種対応方法（データ送信時の回線エラー）
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（４）送信時に回線エラーが発生した場合の確認例

集配信状況照会機能で、 「送信したデータが、センタに届いているか」を確認する手順です。
①業務メニュー画面を表示します。
②業務メニューより「集配信状況照会」ボタンをクリックします。
③集配信状況照会画面にて、回線エラーが発生したデータ種を選択して「検索」ボタンをクリックします。
→データ種：プルダウーン回線エラーが発生したデータ種を選択します。

※検索範囲を絞り込みたい場合は、状態、種別、格納日時を指定して下さい。
④集配信状況結果画面で、送信情報の状態を確認します。

→センタ側の送信状況（画面上の状態）を確認します。

６．各種対応方法（データ送信時の回線エラー）

送信情報

③取引先コードとデータ種を選択する画面

④送受信明細画面
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回線エラーが発生したデータ種を選択します

状態
送信中 自社からセンタ向けて送信中（接続中）の状態
送信済 自社からセンタ向けてデータ送信が完了した状態
処理中 自社から送信したデータは送信先に振分け中の状態
処理済 自社から送信したデータの振分け処理が完了し、送信先へ

格納された状態
接続異常 送信時または受信時に回線異常等が発生した状態



６．１．２ データ受信時に、回線エラーが発生した場合
（１）ｅ-お菓子ねっとセンタ側の状況の確認

「集配信状況照会※」画面にて、ｅ-お菓子ねっとセンタ側の状況をご確認ください。
ｅ-お菓子ねっとセンタ側からデータを受信できていない場合は、「接続異常」あるいは、「エラー」と表示されています。

「集配信状況照会」の確認手順は、（４）の「受信時に回線エラーが発生した場合の確認例」をご参照下さい。

集配信状況照会機能で確認が出来ない場合は、ｅ-お菓子ねっとセンタ（ＦＩＰ）にて件数の確認をいたしますので、
ｅ-お菓子ねっとセンタ（ ６．１．３参照）までご連絡ください。
※集配信状況照会はＷｅｂ２００８のオプション機能です。Ｗｅｂ－ＥＤＩ（Ｗｅｂ２００８）のお申込によりご利用可能となります。

（２）確認後の再受信対応
ｅ-お菓子ねっとセンタ側の状況をご確認後、以下の対応を行ってください。

ｅ-お菓子ねっとセンタ側が異常
→ 再受信の操作を行って下さい。（何度お試しいただいても受信出来ない場合は、ｅ-お菓子ねっとセンタまでご連絡ください）

ｅ-お菓子ねっとセンタ側が正常
→ ｅ-お菓子ねっとセンタへデータの再セットのご依頼をして下さい。（データの再セット完了の連絡後に、再受信を行ってください）

（３）ｅ-お菓子ねっとセンタ側の状況の確認（再受信対応後）
再度、ｅ-お菓子ねっとセンタ側の状況（未受信データが存在しないか）をご確認ください。
「集配信状況照会」画面にて、ｅ-お菓子ねっとセンタ側の受信状況をご確認ください。
あるいは、ｅ-お菓子ねっとセンタまで受信状況のご連絡をお願いします。

未受信データが存在している場合は、受信をお願いします。

６．各種対応方法（データ受信時の回線エラー）
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（４）受信時に回線エラーが発生した場合の確認例
集配信状況照会機能で、「受信データのセンタ側の状況」を確認する手順です。
①業務メニュー画面を表示します。
②業務メニューより「集配信状況照会」ボタンを押します。
③集配信状況照会画面にて、回線エラーが発生したデータ種を選択して「検索」ボタンをクリックします。
→データ種：プルダウンして回線エラーが発生したデータ種を選択します。
※検索範囲を絞り込みたい場合は、状態、種別、格納日時を指定して下さい。

④集配信状況結果画面で、受信情報の状態を確認します。
→センタ側の受信状況（画面上の状態）を確認します。

６．各種対応方法（データ受信時の回線エラー）

③データ種を選択する画面
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④受信明細画面

回線エラーが発生したデータ種を選択します

受信情報

状態
未受信 送信先が格納されたデータを受信していない状態
受信中 送信先が格納されたデータを受信中の状態
受信済 送信先が格納されたデータを受信完了した状態
接続異常 送信時または受信時に回線異常等が発生した状態



６．１．３ ｅ-お菓子ねっとセンタお問い合わせ先
データ送受信に関するお問い合わせをされる場合、以下のお問合せキーワードと連絡項目を窓口担当者にお伝え下さい。

電話番号：０１２０－２２２－５９６

お問合せキーワード：e-お菓子ねっと
連絡項目：

※①貴社名
※②取引先コード（８桁コード） 注１
※③ご担当者名
※④ご連絡者名
※⑤ご連絡先（電話番号）
※⑥データ種
※⑦送受信日時

⑧通信手順

※お問い合わせ時の必須項目

注１：契約時の取引先コードです。
ご連絡頂いた取引先コードで調査できない場合、送受信データに指定されている「送信元コード」または「送信先コード」でご確認して
頂くこともあります。

６．各種対応方法 （お問い合わせ先）

（ⅰ）ＪＣＡ手順
（ⅱ）全銀手順
（ⅲ）全銀ＴＣＰ／ＩＰ手順
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【更新履歴①】

第3.0版
P02 ： 目次を最新化
P07 ： 詳細の参照先文を追記（１.２.１の下）
P08 ： 詳細の参照先文を追記（１.２.２の下）
P09 ： 詳細の参照先文を追記（１.２.３の下）
P09 ： 詳細の参照先文を追記（１.２.４の下）
P10 ： 詳細の参照先文を追記（１.２.５の下）
P10 ： 詳細の参照先文を追記（１.２.６の下）
P10 ： ‘クライアントシステムに’を削除（１.２.６（１）③）
P11 ： 詳細の参照先文を追記（１.２.７の下）
P11 ： 通信パッケージについての記載を削除
P14 ： 表中に‘センタ’列を追記
P15 ： センタ未登録エラー文を削除（２.２.３③）
P15 ： センタ処理結果を受信して確認する文を追記（２.２.３③）
P18 ： 表中の‘メーカー本社’⇒‘Ｘメーカー本社’に更新
P21 ： ページ最下段にセンタ処理結果を受信して確認する文を追記
P34 ： P35と並び順を変更
P36 ： 注意文に自社システム連携時には、フォーマット変換機能の実装が必要なことを追記
P36 ： ４.１ システムイメージの赤枠をメーカー（Ｗｅｂ２００８型）の部分に変更
P36 ： ４.１ システムイメージの赤枠をメーカー（Ｗｅｂ２００８型）の部分に変更
P43 ： 線の凡例（平常時、災害時）を追記
P51 ： 「役割り」の文言を「役割」に統一
P51 ： 専門委員会の文中の“運営委員会の下部組織です。”⇒前ページの図で説明済の為カット
P51 ： 専門委員会の文中の“専門委員会は運営委員会からの諮問事項に対する答申並びに事業に監視、運営委員会に対する提案を行います。 ” を

“専門委員会は運営委員会からの諮問事項に対する答申、事業の監視並びに運営委員会に対する提案を行います。 ”に変更
P51 ： 専門委員会の文中の“各分科会での取り組み状況・成果を確認しあい、e-お菓子ねっとの発展に必要かどうか審議しています。”を

“各分科会での取り組み状況・成果を確認し、e-お菓子ねっとの発展に向けて審議しています。”に変更
P51 ： レベルアップ分科会の文中の“～を高めるためシステム上の問題や利用者の意見～”を“～を高めるためシステム上の問題、利用者の意見～”に変更
P51 ： 普及分科会の文中の“ｅ-お菓子ねっとへの加入を促進する役割”を“ｅ-お菓子ねっとへの加入促進と利用拡大の活動をしています。”に変更
P51 ： 普及分科会の文中の“～e-お菓子ねっとの利用及び活用による情報武装が経営の合理化･効率化を促進し、結果として企業基盤を強化することを伝え、

～”を“～e-お菓子ねっとの利用及び活用により業務の合理化・効率化が図られ、結果として企業基盤を強化出来る事を伝え、～”に変更
P65 ： 問合せ内容の（ＦＩＰ対応側）に“④トラブル問合せ”を追記
P67 ： 表中のＷｅｂの部分をＷｅｂ２０００とＷｅｂ２００８に分けて記載
P67 ： 表中の誤字脱字を修正
P68 ： 表中のＷｅｂの部分をＷｅｂ２０００とＷｅｂ２００８に分けて記載
P68 ： 表中の誤字脱字を修正
P73 ： 表中のＷｅｂ２００８開始時間を変更
P74 ： ２.１.２ （１）③の発注データの繰越期間を変更
P82 ： 表中の送信可能時間帯，センタ処理（データ送信完了後、随時処理），受信可能時間帯を変更



【更新履歴②】

P86 ： ④ＧＴＩＮと⑤ＪＡＮコードの順番を入れ替え
P86 ： ＧＴＩＮに対する説明を“※ホームページの資料室⇒ＧＴＩＮ資料⇒「ＧＴＩＮ説明資料」および「ＧＴＩＮ運用基準書」をご参照下さい。”を追記
P87 ： ④ＧＴＩＮと⑤ＪＡＮコードの順番を入れ替え
P87 ： ＧＴＩＮに対する説明を“※ホームページの資料室⇒ＧＴＩＮ資料⇒「ＧＴＩＮ説明資料」および「ＧＴＩＮ運用基準書」をご参照下さい。”を追記
P93 ： ２.１ 配置先を修正
P94 ： ２.２ 配置先を修正
P97 ： データ送信時の送信件数のお願いを追記
P97 ： 防災訓練内容を追記

第3.1版
P03 ： Ⅲ.各種申込みをページ追加に伴う修正（P62）
P57 ： パッケージ申込書に関する部分を表も含めて全てカット
P59 ： フローの契約書の取り交わし箇所を前倒し
P60 ： フローの契約書の取り交わし箇所を前倒し
P61 ： 説明文を一部訂正
P62 ： 新たに作成（ページ差込），P62以降のページ№が変更（出荷前更新履歴も訂正済）
P63 ： フローの解約書の取り交わし箇所を前倒し
P64 ： タイトル項番の変更（P62追加に伴う）
P65 ： タイトル項番の変更（P62追加に伴う）
P66 ： 料金体系表の初期費用（10,000円取引先コード/円）をEDI以外のWeb、FAXに追記、照会データの詳細を記載
P67 ： 料金体系表の初期費用（10,000円取引先コード/円）をEDI以外のWeb、FAXに追記、照会データの詳細を記載
P99 ： EDIとWebを１拠点で利用する場合の月額費用合計の金額計算ミスを修正
P42 ： ヘッダレコードと漢字（オプション）レコードの説明内容を変更
P52 ： 「カスタマサポートデスク」を「コンタクトセンタ」に変更
P54 ： 「カスタマサポートデスク」を「コンタクトセンタ」に変更
P93 ： ２.１ 配置先を修正
P94 ： ２.２ 配置先を修正
P94 ： ２.３ 配置先を修正
P94 ： ２.４ 統一伝票仕様を追加
P52 ： カスタマサポートデスク表記をｅ－お菓子ねっとセンタに変更
P53 ： 営業拠点数（７→９）を訂正，サービスセンタのサポート内容からトラブル対応をカット
P57 ： 表の注釈△：ＥＤＩパッケージ利用の場合をカット
P59 ： 稼働期日の表記を利用開始日に変更
P60 ： 稼働期日の表記を利用開始日に変更
P61 ： 稼働期日の表記を利用開始日に変更
P62 ： 説明文の表現を一部変更
P63 ： ページタイトルの表現を一部変更
P64 ： 接続申込書の表記を通信設定情報に変更，「自社のマスタにセット」の表記を「自社システムに設定」に変更
P55 ： 不正データ送信時のｅ－お菓子ねっとセンタの対応部分を削除
P65 ： 問い合わせ内容の修正 「②ｅ－お菓子ねっとの加入手続き等」 → 「②加入手続き等」



【更新履歴③】
P103～P107

： ６.各種対応方法 を設け、６.１ 回線エラー発生時の対応方法 を記載
P6・P8： Ｗｅｂ２０００ 取引状況照会を追加

第3.2版
P6 ： FAXサーバのテータの流れを修正
P85 ： 「①統一商品コード（識別コード：」を「①統一商品コード」に修正、（２）留意事項 ② を追記
P97 ： （７）データ作成時の注意点と（８）菓子統一伝票に印字できない項目は以下の項目 を追記

第3.3版
P67 ： Ｗｅｂ２００８で取り扱えるデータ種から「Web集配信状況照会」と「Web取引先コード照会」を削除
P67,P68,P99～P102

： ご利用料金の改定の伴い修正
第3.4版
表紙 ： 「ご説明資料」→「ご紹介資料」に変更
P6 ： １.１サービス機能一覧のＦＡＸ配信の誤字を修正
P9 ： １.２.３ Ｗｅｂ－ＥＤＩ(Ｗｅｂ２００８） (１)データ交換機能に直送データ を追加

(２)発注代替送信機能，(３)発注代替受信機能 を追記
P13 ： ２.２.１ データ種：直送のＷｅｂ２００８に対して”○” を追記
P36 ： ４.２ システム概念図に直送処理と発注代替処理を追記、(１)利用可能なデータ種に直送データを追記し”５データ種”と修正
P37 ： ４.３ 機能概要 <卸売業>と<メーカー>に対して直送と発注代替の機能概要 を追記
P38 ： ４.４.１ 画面遷移図 【卸売業向けＷｅｂ-ＥＤＩ】に直送受信と発注代替送信の遷移図 を追記

４.４.１ 画面遷移図 【メーカー向けＷｅｂ-ＥＤＩ】に直送送信と発注代替受信の遷移図 を追記
P39 ： ４.４.２ メニュー（データ種選択）画面 画面イメージ を差替え
P40 ： ４.４.３ 受信（ダウンロード）画面イメージ データ受信画面の対応表に22:直送データ を追記
P41 ： ４.４.４ 送信（アップロード）画面イメージ データ送信画面の対応表に22:直送データ を追記
P41-1～ P41-3

： 発注代替送信と発注代替受信に対する画面イメージ を追加
P45-1 ： ６.６ FAX配信レイアウトのイメージ を追加
P48-1 ： ９. 支援サービス を追加
P50，P51

： 「普及分科会」と記述されていた為、「普及推進分科会」に修正
P55-1 ： ２.３ 問い合せ時の注意事項 を追加
P67 ： メーカー様ご利用料金 Ｗｅｂ２００８に直送データ を追記
P68 ： 卸売業様ご利用料金 Ｗｅｂ２００８に直送データ を追記

【発注代替送受信機能】 ・新規認証ＩＤ発行、拠点の追加・更新・削除時に登録料として「5,000円」が発生致します。 を追記
P73 ： FAX配信のサービス時間帯の開始時間が誤って8:00からとなっていた為、7:00 に修正

※直送データは9:00～12:00まで・・・と記述されている文章の制限を外した為、削除
P74 ： ２.１.３ 配信済データのバックアップ (２) ④ に記載されている内容が誤って「繰越」と記述してあった為、「バックアップ」 と修正
P82 ： ２.４.１ 図のセンタ処理(データ送信完了後、即時処理）⇒ 受信可能時間帯 の間に「※15分間隔の時刻起動」 を追記
P92 ： １.１ 扱える機能の 直送データのＷｅｂ２００８に対して”○” を追記



【更新履歴④】
P94 ： ③ インストールマニュアルに 「Web2008 NTS-190-PRINT」と「通信バッケージ メーカー様向け／卸売業向け」 を追記

２.３ パターンファイル集 「伝票表示用Excelマクロ 伝票表示用2009年度仕様【推奨】／伝票表示用2000年度仕様」と
「通信バッケージの通信情報設定ファイル メーカー様向け／卸売業様向け」 を追記

P103 ： 「５. ＥＤＩパッケージ導入費用」を「５. ＥＤＩバッケージから通信パッケージへの切替え」に内容を変更
P108 ： 連絡項目の順番を変更

第3.5版
P7,9,11,13,18,19

： 「支払い」を「支払」に変更
第4.0版
P6,10,43,46,83,100,101

： サービス機能終了に伴い削除または修正
P8,14,29,33,34,35

： 2011年８月末日にサービス機能終了に伴い網掛け
P11,48,93,94

： 2013年11月末日にサポート終了に伴い網掛け
P36～P42-11,82-1,105～107

： 機能追加［店出しデータ追加，発注データ代替送受信機能，集配信状況照会機能，取引先コード照会機能，卸向け発注データ作成ツール］に伴い変更
P57～P65,67,68,92

： サービス機能の終了および機能追加に伴い変更
第5.0版
P3,50,51,65

: 運営委員会を製販代表会議
専門委員会を運営会議
レベルアップ分科会をシステム開発委員会
普及推進分科会を企画運営委員会に変更
販促ＥＤＩ検討分科会を新設

第5.1版
P68 ： 店出しデータの単価の改定による修正

第5.2版
P7,P12,P13,P21,P42-5～42-7,P67,P68,P79,P92

： データ種(販促金ＥＤＩ)追加に伴い変更
P8,P14,P29,P33～P35,P67,P68,P93,P94

： WEB2000の一部サービス機能(WEB取引状況照会,WEB集配信状況照会,WEB取引先コード照会)終了に伴い削除または修正
P8,P11,P13,P14,P29～P33,P68.P70,P74,P81,P92～P94

： 2014年３月末日にサービス終了に伴い網掛け
P103-1：本社事務所移転に伴い、ご連絡先の電話番号を変更

第5.3版
P64 ： (1)業界統一取引先コードの整備に対して「更に、利用開始する前に取引先に対して御社の取引先コードを事前にお伝えして下さい。」を追加



【更新履歴⑤】
第5.4版
P50,P51

： 販促ＥＤＩ分科会の解散により削除
P64 ： 返品通知データ、店出しデータ、販促金案内・支払データ、販促金請求データの単価の改正による修正

第5.5版
P45-1,2

： FAX配信サービスの機能追加に伴う修正
P58 ： FAX配信の単価改正による修正
P101 ： FAX配信の単価改正によるＦＡＸ配信とＷｅｂ－ＥＤＩの料金比較を修正

第5.6版
P9,P38,P38-2,P42-5～P42-9

： 集配信状況照会の機能拡張に伴う修正
P38-1,P39-1,P41-1～P41-4,P94

： WEB-EDI(Web2008)機能に入庫予定データ作成機能追加に伴う修正
第5.7版
P8,P13,P14,P29～P32,P42-8,P55-1,P57,P58,P62,P68,P73,P74,P81,P92～P94

： WEB2000機能の終了により削除または修正
P11,P48,P55-1,P93,P94,P96

： ＥＤＩパッケージのサポート終了に伴う修正
P70 ： JCA手順、全銀ベージック手順のサービス終了に伴う修正


