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お手続き概要



1.お手続きの流れ（全体）
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本書では「e-お菓子ねっと」における、お手続きの流れ（概要）及び申込書の記入方法を記載しております。
下図を参照の上、お手続きを実施ください。その他EDIに必要な資料は適宜ホームページよりダウンロードを実施ください。

本番開始

申込書受領

所要期間 富士通Japan（FJJ）お申込企業

2週間程度

①申込書に必要事項を記入後、FJJにメールにて申込書を提出して
ください。記入方法については本書13ページ以降をご参照ください。

②申込書を受領後、FJJより別途契約書を郵送致します。
貴社捺印後、1部を郵送にて返却頂いた後、契約締結となります。

③FJJマスタ登録完了後、接続通知書及びテスト手順書をメールにて
お送り致しますので、テスト実施前に通信設定を実施してください。

①相手卸・メーカとデータ交換を行うデータ種等を合意後「e-お菓子ねっと」
のHPより申込書及び必要資料等をダウンロードしてください。

②並行して、受信環境を準備してください。準備については本書31ページ
以降の参考資料をご確認ください。

補足項番

1

2

3

30日程度

2週間程度

取引内容調整取引内容調整

接続通知書発行

通信設定実施

EDI環境の登録

接続通知書受領

契約締結

卸・メーカ

申込書ダウンロード

申込書記入・提出

契約締結

テスト実施 テスト実施
①お申込時にご指定頂いたテスト希望日迄にテストデータをFJJにて

準備致しますので、受信データについてはテスト日程に受信を実施
ください。送信データのテストがある場合は、テスト送信後にテスト窓口
までご連絡をお願い致します。（連絡先は30ページを参照ください）

②テスト実施後、特に問題がなければ、お申込時にご指定頂いた「利用開
始日」より本番利用開始となります。実際の本番データ発生タイミングは
相手先とご調整ください。

本番開始



2.システム準備作業
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コンピューターの用意

接続方式の選択

インターネット開設

サーバ証明書の取得

ebMS手順

お申込手続き開始

ルート・中間証明書の取得

JX手順

GLNコード取得 ※利用する場合のみ

ドメイン名の取得

固定IPアドレスの取得

自社システム開発・改修

約30日程度

※お客様環境により
準備期間は
異なります。

※当該準備と並行して
お手続きを進める事
も可能ですが、テスト
開始までには受信が
できる状態となるよう

ご準備ください。

Web-EDI

2.1. システム準備の流れ



2.システム準備作業
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※各種準備内容の詳細は本書「参考資料」をご確認ください。

種類 区分 準備内容 ebMS手順 JX手順 Web-EDI

ネットワーク

環境
必須

インターネット開設
・回線（光回線等）の準備

・インターネットサービスプロバイダ（ISP）の準備

固定IPアドレス取得

必要 不要ドメイン名取得

サーバ証明書取得

ルート・中間証明書取得 必要 不要

セキュリティプロトコル

※ご利用の通信ソフトOSのTLS等
必要

Microsoft Edge
Google Chrome
※当該ブラウザ以外は動作保証外です。

システム

機能

必須 自社システム準備
必要

※EDIデータを基幹システムに取込みする等、必要に応じてご準備ください。
任意

必須 GLNコード取得

任意

※既に取得済みの場合は、新たに取得は不要です。（取得済コードにてお手続き可能）

※取得希望の場合は下記URLよりお手続き願います。

「（財）流通システム開発センター」ウェブサイト ： https://www.dsri.jp/

2.2. システム準備内容



2.システム準備作業
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※上記記載の導入コスト目安には、月額費用は含んでおりません。
※自社での受信環境開発費用及び市販のパッケージソフト費用は、ご利用企業の導入方法や開発元・販売元に
より異なります。

小規模 中規模 大規模

導入タイプ
クライアント型
Web-EDI

サーバ型
クライアント型
自社開発

サーバ型
自社開発

通信プロトコル
JX手順

Web-EDI
JX手順

ebMS手順
JX手順

データ件数目安
（月単位）

3万件以下 3万件～10万件 10万件以上

通信方法 手動受信
手動受信

※開発環境による
自動受信

導入コスト
インターネット回線利用料

その他機器購入費用
開発方法によるがクライアント型

であればサーバ型より安価
開発方法による

取引規模
項目

2.3. 通信手順選択目安
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3.データ種の選択

「e-お菓子ねっと」では、それまで1つのフォーマットの利用では不足していた項目等に対応するべく、2015年に新たに新規フォーマットを採用
致しました。ご利用に際しデータ種毎にフォーマットを選択しお申込頂きますので、以下を参考にご選択をお願い致します。

※各フォーマットの詳細については、e-お菓子ねっとホームページの資料をご確認ください。

V1フォーマット
ヘッダー明細分離型（256byte）
日本語表示、下請法項目、伝票レス、請求書レスには非対応。卸発注伝票Noが6桁。
※「請求明細」「支払案内」には非対応です。当該2データ種についてはV2フォーマットのみのご利用となります。

V2フォーマット

ヘッダー明細一体型（1200byte）
日本語表示、下請法項目、伝票レス、請求書レスに対応。卸発注伝票Noが8桁。
※「販促金案内支払」「販促金請求」「取引先照会一覧」「取引先照合結果」には非対応です。当該4データ種についてはV1フォーマットのみ

のご利用となります。

≪e-お菓子ねっとホームページ 説明会資料≫
[URL] ： https://www.eokashi.net/siryo/siryo13.html
[場所] ： TOP＞資料室＞説明会資料

※当該ページ中段の「■平成27年次期システム説明会資料（2015.03）」の「概要説明」「詳細説明」にフォーマットの違いについて
の記載がございますので、併せてご確認ください。

≪e-お菓子ねっとホームページ フォーマット集≫
[URL] ： https://www.eokashi.net/siryo/siryo02.html
[場所] ： TOP＞資料室＞普及資料 ※当該ページ中段の「フォーマット集」にて各資料をダウンロードしてください。

3.1. データフォーマットの選択

https://www.eokashi.net/siryo/siryo13.html
https://www.eokashi.net/siryo/siryo02.html


V2フォーマットをご利用される場合、本番利用時にデータチェックエラーや取込エラー等を防止する目的で、以下の導入支援機能データ種
（テスト用）をFJJにて、ご提供致します。

※導入支援機能の詳細についてはe-お菓子ねっとホームページの資料をご確認ください。

© 2022 Fujitsu Japan Limited9

3.データ種の選択

3.2. 導入支援機能について（新規でのV2フォーマット利用時やフォーマット変更時（V1⇒V2）が対象）

導入支援機能データ種 データの流れ 補足事項

発注 卸 ➡ メーカ

※新規登録時、V2フォーマットのデータ種をご選択頂いた場合は、導入支援機能データ種の
ご提供は「送信データのみ」 となります。

※フォーマット変更時、導入支援機能データ種のご提供は「V1フォーマットでご登録があった対象
データ種のみ」ご提供可能です。

※相手卸メーカ側とフォーマットを揃える必要はございません。
相手卸メーカ側への送受信が正しく「e-お菓子ねっと」で処理されるかをご確認頂く為、Web
システム上で当該機能を用いた
変換機能をご利用頂き、実際のデータ送受信確認等を行って頂く事が可能です。

入庫予定 卸 ⇦ メーカ

受領 卸 ➡ メーカ

返品通知 卸 ➡ メーカ

出荷報告 卸 ⇦ メーカ

請求明細 卸 ⇦ メーカ

支払明細 卸 ➡ メーカ

販売報告 卸 ➡ メーカ

≪e-お菓子ねっとホームページ 導入支援機能概要≫
[URL] ： https://www.eokashi.net/siryo/siryo02.html
[場所] ： TOP＞資料室＞普及資料 ※当該ページ上段の「補足4（導入支援機能）」をダウンロードしてください。

https://www.eokashi.net/siryo/siryo02.html


ご登録希望のデータ種は以下よりご選択頂きます。実際に利用する対象データ種及び使用方法は相手卸・メーカとお取決めください。
※各データの詳細についてはe-お菓子ねっとホームページの資料をご確認ください。
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3.データ種の選択

3.3. 利用データ種の選択

データ種 内容 利用可能通信手順 データの流れ

発注 卸からメーカに送信する、発注情報 EDI（ebMS・JX）／Web-EDI 卸 ➡ メーカ

入庫予定 メーカから卸に送信する、事前出荷情報 EDI（ebMS・JX）／Web-EDI 卸 ⇦ メーカ

受領 卸からメーカに送信する、物品受領情報 ※Web-EDIの利用はV2フォーマットのみ EDI（ebMS・JX）／Web-EDI 卸 ➡ メーカ

返品通知 卸からメーカに送信する、返品情報 ※Web-EDIの利用はV2フォーマットのみ EDI（ebMS・JX）／Web-EDI 卸 ➡ メーカ

出荷報告 メーカから卸に送信する、出荷結果情報 EDI（ebMS・JX）／Web-EDI 卸 ⇦ メーカ

請求明細 メーカから卸に送信する、発注若しくは受領に対する請求情報 EDI（ebMS・JX）／Web-EDI 卸 ⇦ メーカ

支払明細 卸からメーカに送信する、請求に対する支払情報 EDI（ebMS・JX）／Web-EDI 卸 ➡ メーカ

販売報告 卸からメーカに送信する、販売実績情報 EDI（ebMS・JX）／Web-EDI 卸 ➡ メーカ

販促金案内支払 メーカから卸に送信する、販促金条件情報（案内）及び支払結果情報 EDI（ebMS・JX） 卸 ⇦ メーカ

販促金請求 卸からメーカに送信する、販促金請求情報 EDI（ebMS・JX） 卸 ➡ メーカ

取引先照会一括 利用者が送信する、e-お菓子ねっとマスタ上の登録確認依頼（社名・住所・電話番号等を送信） EDI（ebMS・JX）／Web-EDI 利用者 ➡ e-お菓子ねっと

取引先照会結果 利用者が受信する、取引先照会一括で送信した情報の結果 EDI（ebMS・JX）／Web-EDI 利用者 ⇦ e-お菓子ねっと

≪e-お菓子ねっとホームページ データガイドライン≫
[URL] ： https://www.eokashi.net/siryo/siryo02.html
[場所] ： TOP＞資料室＞普及資料 ※当該ページ中段の「ガイドライン」にて資料をダウンロードしてください。

https://www.eokashi.net/siryo/siryo02.html


①各種資料ダウンロード

②申込書記入

③申込書を提出

④契約書の取り交わし

⑤接続通知書の送付

申込書、各種資料等をダウンロード
※e-お菓子ねっとのホームページよりダウンロードを実施ください。

申込書に必要事項を記入
※記入方法詳細は13ページ以降をご確認ください。

申込書をメールにて提出
[宛先]：fjj-eokashi-info@dl.jp.fujitsu.com

富士通Japanとの契約締結
※別途郵送にて契約書をお送り致します。

富士通Japanより接続通知書をメールにて送付
※マスタ登録完了後に申込頂いた宛先にメールにて送付致します。

※契約締結はマスタ登録と並行して実施致しますので、本番開始までに締結するよう手続きを
進めさせて頂きます。

約2週間
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4.お申込手続きと契約



通信設定

メールで受信した接続通知書を元に、ご利用される通信パッケージや通信サーバ等に
通信設定を実施してください。

接続通知書と共にお渡しする「テスト手順のご案内」を参照の上、お申込時に指定頂いた
テスト日に、テスト受信を実施してください。
※ご希望日程以外にテスト実施された場合、富士通Japanで当日対応が出来ない場合がございます。受信テスト

※受信データのみの場合は、送信テストは不要です。
※富士通Japanにて用意する受信テスト用のテストデータは「発注パターンデータ」となります。
発注以外のデータをご希望の場合は、テスト実施前迄にその旨ご連絡をお願い致します。
疎通確認のみの場合は、当該テストデータにて実施頂く事となります。

テストデータを送信後、富士通Japanへご連絡ください。
※着信確認及び件数確認を実施します。

[連絡先] ： fjj-edic-eokashi@dl.jp.fujitsu.com送信テスト

テストに問題が無ければ、申込時に指定頂いた「利用開始日」より本番開始となります。
※利用開始日はテスト後に変更も可能です。

本番開始

© 2022 Fujitsu Japan Limited12

5.テストの流れ

約2週間
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申込書の記入方法
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1.申込書の記入方法

1.1. 新規申込

1.申請区分（新規・拠点追加）※申請内容に該当する何れかの項目にチェックをしてください。既に取引先コードをお持ちの場合、当該区分の選択は不要です。

2.申請区分（登録内容変更）※申請内容に該当する項目の全てにチェックをしてください。

3.申請区分（取引先コード解約）

4.通信手順

5.協定シートの取り交わし有無

6.テスト日／利用開始日

7.基本情報

※当該項目を選択の場合のみ、別途お申込の通信手順用の協定シートをお送り致します。選択肢 取り交わし希望

※Web-EDI利用の場合は基本料固定の為、選択不可となります。

※テスト日、利用開始日は平日（土日祝日以外）をご指定ください。

※登録はお申込み日の翌日より最短で5営業日となります。

※サービス解約の場合は「利用開始日」に停止日を記入してください。

グループ設定解除 ※既に複数取引先コードをお持ちで、後からグループ設定登録を変更したい場合、ご選択ください。

Web-EDI

基本料変更 基本料変更

お申込み先 fjj-eokashi-info@dl.jp.fujitsu.com

※「黄色」のセルは入力必須項目となります。申請区分を選択頂くと必須項目が黄色になります。グレーに反転するセルは記入不要です。

文字コード変更

通信手順選択 ebMS JX 全銀TCP/IP

「e-お菓子ねっと」接続申込書

8.お客様登録情報

（電話番号）

● 新規 一括送受信拠点追加

登録情報変更

新規取引先コード

発行

7.基本情報

（登録名称）

8.お客様登録情報

（社名）

8.お客様登録情報

（住所）

※一括送受信拠点追加をご希望の場合には、「3.お客様登録情報の一括送受信代表

　　取引先コード」を必ずご記入ください。

8.お客様登録情報

（責任者情報）

8.お客様登録情報

（担当者情報）
障害FAX番号変更 エラー通知メール

≪現行≫　通信手順

Web-EDI

JX

≪変更後≫　通信手順

FAX

全銀ベーシック

全銀パソコン

JCA

データフォーマット変更

（V2⇒V1）

ebMSの場合

文字コード変更

エンドポイント変更

ZIP圧縮有無変更

JXの場合

文字コード変更

ZIP圧縮有無変更

発注データ新着メール機能追加・変更

Web-EDIの場合

データ種追加

伝送ブロック長変更

全銀TCP/IPの場合

データ種削除

取引先コード

登録名称

名称（カナ）

一括送受信

代表取引先コード

月 日

日20

利用開始日 20 年 月 日

テスト日 年 月

●区分 卸 メーカー 申込日 20

集配信状況照会

グループ設定
グループ設定追加

解約 サービス解約

通信定義

情報変更

(機能追加・変更)

ebMS

通信手順変更

ebMS

JX

Web-EDI

全銀TCP/IPベーシック

全銀TCP/IPパソコン

年

データフォーマット変更

（V1⇒V2）
データ種登録変更

※黄色セルにご記入ください。

①区分

「卸」「メーカ」の何れかをご選択（●）ください。

②申込日

申込書を提出する日をご記入ください。

③1.申請区分（新規・拠点追加）

「新規」をご選択（●）ください。

※当該項目は新たに取引先コードを発行希望の場合ご選択頂く区分です。

※選択するとその他の申請区分はグレーアウトします。

グレーアウトした申請区分は選択不要です。

④集配信状況照会グループ設定

既存で複数の取引先コードがあり、新規に発行する取引先コードも

既存の取引先コードと纏めて状況照会での確認を希望する場合は

「グループ設定追加」をご選択（●）ください。

追加設定を希望する場合は●ページ記載の「18.集配信状況照会グループ

コード設定」欄に、代表とする取引先コードを記載してください。



1.申請区分（新規・拠点追加）※申請内容に該当する何れかの項目にチェックをしてください。既に取引先コードをお持ちの場合、当該区分の選択は不要です。

2.申請区分（登録内容変更）※申請内容に該当する項目の全てにチェックをしてください。

3.申請区分（取引先コード解約）

4.通信手順

5.協定シートの取り交わし有無

6.テスト日／利用開始日

7.基本情報

※当該項目を選択の場合のみ、別途お申込の通信手順用の協定シートをお送り致します。選択肢 取り交わし希望

※Web-EDI利用の場合は基本料固定の為、選択不可となります。

※テスト日、利用開始日は平日（土日祝日以外）をご指定ください。

※登録はお申込み日の翌日より最短で5営業日となります。

※サービス解約の場合は「利用開始日」に停止日を記入してください。

グループ設定解除 ※既に複数取引先コードをお持ちで、後からグループ設定登録を変更したい場合、ご選択ください。

Web-EDI

基本料変更 基本料変更

お申込み先 fjj-eokashi-info@dl.jp.fujitsu.com

※「黄色」のセルは入力必須項目となります。申請区分を選択頂くと必須項目が黄色になります。グレーに反転するセルは記入不要です。

文字コード変更

通信手順選択 ebMS JX 全銀TCP/IP

「e-お菓子ねっと」接続申込書

8.お客様登録情報

（電話番号）

● 新規 一括送受信拠点追加

登録情報変更

新規取引先コード

発行

7.基本情報

（登録名称）

8.お客様登録情報

（社名）

8.お客様登録情報

（住所）

※一括送受信拠点追加をご希望の場合には、「3.お客様登録情報の一括送受信代表

　　取引先コード」を必ずご記入ください。

8.お客様登録情報

（責任者情報）

8.お客様登録情報

（担当者情報）
障害FAX番号変更 エラー通知メール

≪現行≫　通信手順

Web-EDI

JX

≪変更後≫　通信手順

FAX

全銀ベーシック

全銀パソコン

JCA

データフォーマット変更

（V2⇒V1）

ebMSの場合

文字コード変更

エンドポイント変更

ZIP圧縮有無変更

JXの場合

文字コード変更

ZIP圧縮有無変更

発注データ新着メール機能追加・変更

Web-EDIの場合

データ種追加

伝送ブロック長変更

全銀TCP/IPの場合

データ種削除

取引先コード

登録名称

名称（カナ）

一括送受信

代表取引先コード

月 日

日20

利用開始日 20 年 月 日

テスト日 年 月

区分 卸 メーカー 申込日 20

集配信状況照会

グループ設定
グループ設定追加

解約 サービス解約

通信定義

情報変更

(機能追加・変更)

ebMS

通信手順変更

ebMS

JX

Web-EDI

全銀TCP/IPベーシック

全銀TCP/IPパソコン

年

データフォーマット変更

（V1⇒V2）
データ種登録変更
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1.申込書の記入方法

1.1. 新規申込
※黄色セルにご記入ください。

⑤通信手順選択

ご希望の通信手順をご選択（●）ください。

⑥協定シートの取り交わし有無

「ebMS」若しくは「JX」での申込の場合、協定シートの取り交わしを希望

する場合はご選択（●）ください。別途協定シートをお送り致します。

※選択が無い場合は取り交わし致しません。

⑦テスト日

テスト希望日をご記入ください。（土日祝祭日を除く）

※最短日程はお申込書をお送り頂いてから約7営業日後にテスト実施が

可能となるようマスタ登録を実施致します。

7営業日以前の日程をご希望の場合は、個別調整させて頂きます。

⑧利用開始日

テスト実施後、貴社にて本番稼働可能な予定日をご記入ください。

（土日祝祭日を除く）

※テスト日と利用開始日の期間に指定はございませんが、本番利用までに

テスト期間等をご検討の上で、指定をお願い致します。

※利用開始日はテスト後に変更頂く事が可能です。

⑨登録名称

表示希望の登録名称をご指定ください。以下の通り文字数制限があります

ので法人格の入力は不要です。

[カナ]：全角カナ40文字以内 [漢字]：全角30文字以内

※数字・アルファベットは利用可能です。

※機種依存文字（㈱等）及び「（）．・」以外の記号は使用できません。



8.お客様登録情報

9.契約先情報　※8.お客様登録情報と同一の場合は以下「同上」欄にて「■」を選択してください。

電話番号

電話番号

郵便番号

社名

部署名 担当者

メール

アドレス

担当者

メール

アドレス

社名（カナ）

社名

郵便番号

住所

同上

住所（カナ）

住所

電話番号

責任者情報

部署名

電話番号

契約先

担当者情報

部署名 担当者

メール

アドレス

担当者情報

社名（カナ）
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1.申込書の記入方法

1.1. 新規申込
※黄色セルにご記入ください。

⑩お客様登録情報

貴社情報（社名、住所、ご担当者等）をご記入ください。

拠点毎に取引先コードを分けられる場合は、必要に応じて判別可能なよう

ご指定ください。

[社名カナ] ： 全角カナ40文字以内

[社名漢字] ： 全角30文字以内

[住所カナ] ： 全角カナ40文字以内

[住所漢字] ： 全角30文字以内

[担当者名] ： 全角20文字以内

※数字・アルファベットは利用可能です。

※機種依存文字（㈱等）及び「（）．・」以外の記号は使用できません

※当該項目はe-お菓子ねっとを利用し、相手卸メーカと取引される

企業情報をご記入ください。（システム会社等委託会社は登録不可）

メーカ卸間で連携が取れるよう、取引先照会画面にて担当者情報まで

表示可能なようマスタ登録を実施します。

※ご希望の場合、当該項目の電話番号までの情報がe-お菓子ねっと

ホームページの加入企業情報に掲載されます。

⑪契約先情報

新規の場合契約書を郵送させて頂きますので、契約窓口情報をご記入

ください。

※契約書は郵送にてお送り致します。契約窓口と請求窓口が異なる場合は

契約取り交わしの段階でお申し出ください。



10.障害FAX番号　※以下「区分」の欄で「新規」「変更」「削除」を選択してください。「変更」の場合は、変更後のFAX番号を記載してください。

11.エラー通知メール　※以下「区分」の欄で「新規」「変更」「削除」を選択してください。「変更」の場合は、変更後のメールアドレスを記載してください。

12.データ種　※利用するデータ種に「●」を選択してください。 ※Web-EDIの場合V1フォーマットの「12:受領」「19:返品通知」及び「51:販促金案内支払」「52:販促金請求」はご利用出来ません。

04：発注

15：入庫予定

16：受領

17：返品通知

24：出荷報告

選択 選択

区分 メールアドレス

FAX1

FAX2

メールアドレス1

メールアドレス2

FAX番号

FAX3

FAX4

選択

FAX番号区分

44：販売報告

区分

データ種

43：販売報告

36：支払明細

35：請求明細

23：出荷報告

18：返品通知

14：受領

13：入庫予定

03：発注

データ種

52：販促金請求

51：販促金案内支払

42：販売報告

22：出荷報告

19：返品通知

12：受領

11：入庫予定

02：発注

データ種

67：取引先照会結果

64：取引先照会一括

V2フォーマット V1フォーマット V2導入支援機能

37：請求明細

38：支払明細

≪導入支援機能データ種について≫

※V2フォーマットのデータ種にてテストが発生する場合

導入支援機能データ種でのテストが必須となります.

テスト時の必要有無については、お申込内容を元に

対象をFJJにてご準備させて頂きます。

※V2導入支援機能のデータ種はエラーメール通知

対象外です。
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1.申込書の記入方法

1.1. 新規申込
※黄色セルにご記入ください。

⑫障害FAX番号

新規の場合、1宛先は登録必須となります。

「FAX1」の「区分」にて「新規」を選択し、「FAX番号」欄に番号をご記入ください。

登録は4宛先まで可能ですので、複数ある場合はそれぞれの項目にご記入

ください。

⑬エラー通知メール

任意項目となりますので、ご希望が無い場合は記入不要です。

ご希望がある場合は「区分」にて「新規」を選択し、「メールアドレス」欄に

メールアドレスをご記入ください。登録は2宛先まで可能です。

⑭データ種

登録希望のデータ種をご選択（●）ください。

※Web-EDIの場合、V1フォーマットの以下データ種はご利用出来ません。

＜Web-EDI時の選択不可対象＞

12:受領／19:返品通知／51:販促金案内支払／52:販促金請求

※登録対象のデータ種は相手卸・メーカとお取決めください。



13.通信定義情報　≪ebMS≫　の場合

14.通信定義情報　≪JX≫　の場合

※GLNが無い場合は代替コードを付番します。

※GLN有の場合は右欄に指定のGLNを記載してください。

※接続定義をわけて受信する場合、登録済のGLNは利用出来ません。

GLNコード 有

有

※V1は「JIS漢字」です。

※その他の文字コードに関わる詳細は手引書を確認ください。

ZIP圧縮 無 application／zip

無

application／octet-stream application／zip

文字コード

（V2の場合のみ）
S-JIS漢字 JIS漢字 JEF漢字 IBM漢字

無 有

S-JIS漢字 JIS漢字 JEF漢字

エンドポイント

URI

IBM漢字
※V1は「JIS漢字」です。

※その他の文字コードに関わる詳細は手引書を確認ください。

ZIP圧縮 無 有

文字コード

（V2の場合のみ）

GLNコード
※GLNが無い場合は代替コードを付番します。

※GLN有の場合は右欄に指定のGLNを記載してください。

※接続定義をわけて受信する場合、登録済のGLNは利用出来ません。
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1.申込書の記入方法

1.1. 新規申込
※黄色セルにご記入ください。

⑮通信設定情報≪ebMS≫の場合

[文字コード] ： V2フォーマットデータを登録の場合、ご利用される

文字コードをご選択（●）ください。

[GLNコード] ： GLNコード有無をご選択（●）ください。

ご利用希望の場合は指定のGLNコード（13桁）

をご記入ください。

希望が無い場合は代替コードを付番します。

[エンドポイントURI]  : エンドポイントURIをご記入ください。

[ZIP圧縮] ： 圧縮有無をご選択（●）ください。

⑯通信設定情報≪JX≫の場合

[文字コード] ： V2フォーマットデータを登録の場合、ご利用される

文字コードをご選択（●）ください。

[GLNコード] ： GLNコード有無をご選択（●）ください。

ご利用希望の場合は指定のGLNコード（13桁）

をご記入ください。

希望が無い場合は代替コードを付番します。

[ZIP圧縮] ： 圧縮有無をご選択（●）ください。

※GLNコードをご利用される場合、既に他取引先コードでe-お菓子ねっとに登録がある場合、既存と同一のGLNコードは
ご利用出来ません。取引先コード単位で受信口を分ける場合は取引先コード単位にGLNコードを採番してください。



16.機能追加　≪Web-EDI≫　の場合

17.集配信状況照会グループ設定

※当該申込書の取引先コードを利用したデータを集配信状況照会にて、「代表の取引先コードのWeb-EDIのID」で内容確認したい場合は代表の拠点情報を記載してください。

※e-お菓子ねっとの取引先コードを1コードしかお持ちでない場合は記載不要です。

※当該項目は複数の取引先コードを一括して送受信する為の項目ではありません。一括送受信コードの追加は項目番号「1」にて「一括送受信拠点追加」にて「■」をご選択ください。

18.ｅ－お菓子ねっとホームページへの掲載

※e-お菓子ねっとホームページの会員様向け資料に登録情報を掲載させて頂くことで、円滑なサービスの利用拡大を目的としております。

不要 必要
発注データ

新着メール機能

※発注データ格納時にメール連絡をする機能です。

※注意：データ格納毎にメール送信があるので、

　 受信回数が多い場合は大量のメールが届きます。

新着メール

送信先メールアドレス

掲載可否 掲載可 掲載不可

代表取引先コード
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1.申込書の記入方法

1.1. 新規申込
※黄色セルにご記入ください。

⑰通信設定情報≪Web-EDI≫の場合※メーカのみ

「発注データ新着メール機能」のご希望をご選択（●）ください。

ご希望の場合は「新着メール送信先メールアドレス」欄に指定のメールアドレスを

ご記入ください。

※発注データ格納時にメール連絡を行う機能です。

データ格納毎にメール配信される為、データ発生が多い場合は大量の

メールが届く可能性がありますので、ご注意ください。

⑱集配信状況照会グループ設定

当該資料14ページの④で「グループ設定追加」をご選択頂いた場合のみ

追加先の取引先コードをご記入ください。

※当該項目で指定頂いた取引先コードで新規発行する取引先コードの

状況照会が確認可能となります。

⑲e-お菓子ねっとホームページへの掲載

e-お菓子ねっとでは、卸・メーカ間の円滑なサービス拡大を目的として、

会員向けの以下サイトに加入企業情報を掲載させて頂いています。

掲載可否をご選択（●）ください。

[URL] ： https://www.eokashi.net/kaiin/kaiin.html

※当該ページは会員のみ閲覧可能です。

※当該ページの会員向け資料にて卸・メーカの「加入企業情報」

や各社の「利用データ種情報」等を掲載しています。

https://www.eokashi.net/kaiin/kaiin.html


※当該項目は申請区分にて「新規」若しくは「基本料変更」をご選択した場合のみご記入ください。

※メーカのデータ料単価はご契約の基本料コースにより異なります。

¥1.10

メーカ 卸

¥2,000 ¥2,000

¥3,000

¥1.10¥1.60

「e-お菓子ねっと」ご利用料金表

基本料

e-お菓子ねっと会費（課税対象外）

流通BMS

（JX・ebMS）

¥3,000 ¥8,000

¥1.60 ¥1.10

¥0.80 ¥0.80

¥1.60 ¥1.10

¥0.75 ¥0.75

¥0.80 ¥0.80

¥0.80

02：発注

¥0.80

¥1.60

¥10.00

¥10.00

¥10.00

¥10.00

¥0.80

51：販促金案内支払 ¥0.80 ¥0.80

52：販促金請求 ¥0.80 ¥0.80

19：返品通知

67：取引先照会結果

64：取引先照会一括 ¥10.00 ¥10.00

¥10.00 ¥10.00

67：取引先照会結果 ¥10.00 ¥10.00

全銀TCP/IP

ベーシック

パソコン

02：発注 ¥1.80

22：出荷報告 ¥1.80

64：取引先照会一括 ¥10.00

¥1.30

11：入庫予定 ¥1.80 ¥1.30

12：受領 ¥1.80 ¥1.30

¥0.80 ¥0.80

¥1.30

42：販売報告 ¥0.80

¥0.70

¥0.80

¥0.80

¥0.80

¥0.80

¥0.80

¥0.80

¥0.80

V2

データ料

V1

データ料

42：販売報告

52：販促金請求

51：販促金案内支払

42：販売報告

22：出荷報告

19：返品通知

12：受領

11：入庫予定

¥10.00

36：支払明細

43：販売報告

67：取引先照会結果 ¥0.80

共通

03：発注

13：入庫予定

14：受領

18：返品通知

23：出荷報告

35：請求明細

¥0.80

64：取引先照会一括 ¥0.80

Web-EDI

02：発注 ¥2.00

11：入庫予定 ¥2.00

22：出荷報告 ¥2.00
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1.申込書の記入方法

1.1. 新規申込
※黄色セルにご記入ください。

⑳「e-お菓子ねっと」ご利用料金表※メーカのみ

基本料コース「¥3,000」か「¥8,000」をご選択（●）ください。

※基本料コースにより、データ料単価が異なりますので、お取引するデータ件数

を目安にご選択ください。

※ご利用開始後もコース変更は可能です。



1.申請区分（新規・拠点追加）※申請内容に該当する何れかの項目にチェックをしてください。既に取引先コードをお持ちの場合、当該区分の選択は不要です。

2.申請区分（登録内容変更）※申請内容に該当する項目の全てにチェックをしてください。

お申込み先 fjj-eokashi-info@dl.jp.fujitsu.com

※「黄色」のセルは入力必須項目となります。申請区分を選択頂くと必須項目が黄色になります。グレーに反転するセルは記入不要です。

「e-お菓子ねっと」接続申込書

8.お客様登録情報

（電話番号）

新規 一括送受信拠点追加

登録情報変更

新規取引先コード

発行

7.基本情報

（登録名称）

8.お客様登録情報

（社名）

8.お客様登録情報

（住所）

※一括送受信拠点追加をご希望の場合には、「3.お客様登録情報の一括送受信代表

　　取引先コード」を必ずご記入ください。

8.お客様登録情報

（責任者情報）

8.お客様登録情報

（担当者情報）
障害FAX番号変更 エラー通知メール

≪現行≫　通信手順

Web-EDI

● JX

●

≪変更後≫　通信手順

FAX

全銀ベーシック

全銀パソコン

JCA

月 日区分 卸 メーカー 申込日 20

ebMS

通信手順変更

ebMS

JX

Web-EDI

全銀TCP/IPベーシック

全銀TCP/IPパソコン

年
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1.申込書の記入方法

1.2. 通信手順変更
※黄色セルにご記入ください。

①区分

「卸」「メーカ」の何れかをご選択（●）ください。

②申込日

申込書を提出する日をご記入ください。

③≪現行≫通信手順

当該欄にて「現行の通信手順」をご選択（●）ください。

④≪変更後≫通信手順

当該欄にて「変更したい通信手順」をご選択（●）ください。

※ダイアルアップ手順（全銀ベーシック,全銀TCP/IP,JCA）とFAXへの変更は

出来ません。

※通信手順変更以外のご登録変更も併せてお申込される場合は、該当区分をご選択（●）ください。
例）登録名称も変更したい ⇒ 「登録情報変更」欄の「7.基本情報（登録名称）」をご選択ください。



3.申請区分（取引先コード解約）

4.通信手順

5.協定シートの取り交わし有無

6.テスト日／利用開始日

※当該項目を選択の場合のみ、別途お申込の通信手順用の協定シートをお送り致します。選択肢 取り交わし希望

※Web-EDI利用の場合は基本料固定の為、選択不可となります。

※テスト日、利用開始日は平日（土日祝日以外）をご指定ください。

※登録はお申込み日の翌日より最短で5営業日となります。

※サービス解約の場合は「利用開始日」に停止日を記入してください。

グループ設定解除 ※既に複数取引先コードをお持ちで、後からグループ設定登録を変更したい場合、ご選択ください。

Web-EDI

基本料変更 基本料変更

文字コード変更

通信手順選択 ebMS JX 全銀TCP/IP

データフォーマット変更

（V2⇒V1）

ebMSの場合

文字コード変更

エンドポイント変更

ZIP圧縮有無変更

JXの場合

文字コード変更

ZIP圧縮有無変更

発注データ新着メール機能追加・変更

Web-EDIの場合

データ種追加

伝送ブロック長変更

全銀TCP/IPの場合

データ種削除

日20

利用開始日 20 年 月 日

テスト日 年 月

集配信状況照会

グループ設定
グループ設定追加

解約 サービス解約

通信定義

情報変更

(機能追加・変更)

データフォーマット変更

（V1⇒V2）
データ種登録変更
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1.申込書の記入方法

※黄色セルにご記入ください。

④テスト日

テスト希望をご記入ください。（土日祝祭日を除く）

※最短日程はお申込書をお送り頂いてから約7営業日後にテスト実施が

可能となるようマスタ登録を実施致します。

7営業日以前の日程をご希望の場合は、個別調整させて頂きます。

⑤利用開始日

テスト実施後、貴社にて本番稼働可能な予定日をご記入ください。

（土日祝祭日を除く）

※テスト日と利用開始日の期間に指定はございませんが、本番利用までに

テスト期間等をご検討の上で、指定をお願い致します。

※利用開始日はテスト後に変更頂く事が可能です。

※通信手順変更以外のご登録変更も併せてお申込される場合は、該当区分をご選択（●）ください。
例）データ種も追加したい ⇒ 「データ種登録変更」欄の「データ種追加」をご選択ください。

1.2. 通信手順変更
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1.申込書の記入方法

※黄色セルにご記入ください。

⑥取引先コード

通信手順を変更する対象の取引先コード（8桁）をご記入ください。

一括送受信設定をされている取引先コードを変更される場合、代表となる

取引先コードも「一括送受信代表取引先コード」欄ご記入ください。

※変更の申込は取引先コード単位にお申込書を記入頂く必要がございます。

⑦登録名称

⑥で記入頂いた取引先コードの登録名称をご記入ください。

※通信手順変更以外のご登録変更も併せてお申込される場合は、該当区分をご選択（●）ください。
例）データ種も追加したい ⇒ 「データ種登録変更」欄の「データ種追加」をご選択ください。

1.2. 通信手順変更



10.障害FAX番号　※以下「区分」の欄で「新規」「変更」「削除」を選択してください。「変更」の場合は、変更後のFAX番号を記載してください。

11.エラー通知メール　※以下「区分」の欄で「新規」「変更」「削除」を選択してください。「変更」の場合は、変更後のメールアドレスを記載してください。

12.データ種　※利用するデータ種に「●」を選択してください。 ※Web-EDIの場合V1フォーマットの「12:受領」「19:返品通知」及び「51:販促金案内支払」「52:販促金請求」はご利用出来ません。

02：発注

データ種

67：取引先照会結果

64：取引先照会一括

V2フォーマット V1フォーマット V2導入支援機能

37：請求明細

38：支払明細

43：販売報告

36：支払明細

35：請求明細

23：出荷報告

18：返品通知

14：受領

13：入庫予定

03：発注

データ種

52：販促金請求

51：販促金案内支払

42：販売報告

22：出荷報告

19：返品通知

12：受領

11：入庫予定

データ種選択

FAX番号区分

44：販売報告

区分 FAX番号

FAX3

FAX4

メールアドレス1

メールアドレス2

区分 メールアドレス

FAX1

FAX2

選択 選択

04：発注

15：入庫予定

16：受領

17：返品通知

24：出荷報告

≪導入支援機能データ種について≫

※V2フォーマットのデータ種にてテストが発生する場合

導入支援機能データ種でのテストが必須となります.

テスト時の必要有無については、お申込内容を元に

対象をFJJにてご準備させて頂きます。

※V2導入支援機能のデータ種はエラーメール通知

対象外です。
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1.申込書の記入方法

※黄色セルにご記入ください。

⑧データ種

通信手順を変更する対象データ種をご選択（●）ください。

※既存登録があり、通信手順変更時に未選択だったデータ種は変更前の

通信手順のままのとなる為、変更後の通信手順ではご利用不可となります。

※既存のご登録データ種がご不明な場合は、お手元の接続通知書をご確認頂くか、別途お問い合わせをお願い致します。

1.2. 通信手順変更



13.通信定義情報　≪ebMS≫　の場合

14.通信定義情報　≪JX≫　の場合

※GLNが無い場合は代替コードを付番します。

※GLN有の場合は右欄に指定のGLNを記載してください。

※接続定義をわけて受信する場合、登録済のGLNは利用出来ません。

GLNコード 有

有

※V1は「JIS漢字」です。

※その他の文字コードに関わる詳細は手引書を確認ください。

ZIP圧縮 無 application／zip

無

application／octet-stream application／zip

文字コード

（V2の場合のみ）
S-JIS漢字 JIS漢字 JEF漢字 IBM漢字

無 有

S-JIS漢字 JIS漢字 JEF漢字

エンドポイント

URI

IBM漢字
※V1は「JIS漢字」です。

※その他の文字コードに関わる詳細は手引書を確認ください。

ZIP圧縮 無 有

文字コード

（V2の場合のみ）

GLNコード
※GLNが無い場合は代替コードを付番します。

※GLN有の場合は右欄に指定のGLNを記載してください。

※接続定義をわけて受信する場合、登録済のGLNは利用出来ません。
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1.申込書の記入方法

※実際は変更後の通信手順欄以外はグレーアウトされます。

該当欄の黄色セルにご記入ください。

⑨通信設定情報≪ebMS≫の場合

[文字コード] ： V2フォーマットデータを登録の場合、ご利用される

文字コードをご選択（●）ください。

[GLNコード] ： GLNコード有無をご選択（●）ください。

ご利用希望の場合は指定のGLNコード（13桁）

をご記入ください。

希望が無い場合は代替コードを付番します。

[エンドポイントURI]  : エンドポイントURIをご記入ください。

[ZIP圧縮] ： 圧縮有無をご選択（●）ください。

⑩通信設定情報≪JX≫の場合

[文字コード] ： V2フォーマットデータを登録の場合、ご利用される

文字コードをご選択（●）ください。

[GLNコード] ： GLNコード有無をご選択（●）ください。

ご利用希望の場合は指定のGLNコード（13桁）

をご記入ください。

希望が無い場合は代替コードを付番します

[ZIP圧縮] ： 圧縮有無をご選択（●）ください。

※GLNコードをご利用される場合、既に他取引先コードでe-お菓子ねっとに登録がある場合、既存と同一のGLNコードは
ご利用出来ません。取引先コード単位で受信口を分ける場合は取引先コード単位にGLNコードを採番してください。

1.2. 通信手順変更



16.機能追加　≪Web-EDI≫　の場合

17.集配信状況照会グループ設定

※当該申込書の取引先コードを利用したデータを集配信状況照会にて、「代表の取引先コードのWeb-EDIのID」で内容確認したい場合は代表の拠点情報を記載してください。

※e-お菓子ねっとの取引先コードを1コードしかお持ちでない場合は記載不要です。

※当該項目は複数の取引先コードを一括して送受信する為の項目ではありません。一括送受信コードの追加は項目番号「1」にて「一括送受信拠点追加」にて「■」をご選択ください。

18.ｅ－お菓子ねっとホームページへの掲載

※e-お菓子ねっとホームページの会員様向け資料に登録情報を掲載させて頂くことで、円滑なサービスの利用拡大を目的としております。

不要 必要
発注データ

新着メール機能

※発注データ格納時にメール連絡をする機能です。

※注意：データ格納毎にメール送信があるので、

　 受信回数が多い場合は大量のメールが届きます。

新着メール

送信先メールアドレス

掲載可否 掲載可 掲載不可

代表取引先コード
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1.申込書の記入方法

※実際は変更後の通信手順欄以外はグレーアウトされます。

該当欄の黄色セルにご記入ください。

⑪通信設定情報≪Web-EDI≫の場合※メーカのみ

「発注データ新着メール機能」のご希望をご選択（●）ください。

ご希望の場合は「新着メール送信先メールアドレス」欄に指定のメールアドレスを

ご記入ください。

※発注データ格納時にメール連絡を行う機能です。

データ格納毎にメール配信される為、データ発生が多い場合は大量の

メールが届く可能性がありますので、ご注意ください。

1.2. 通信手順変更

※既に今回変更したい通信手順で今回申込とは異なる取引先コードと一括受信されたい場合は代表となる取引先コードを
「代表取引先コード」欄にご記入頂き、前ページまでの通信定義情報をご記入される際、代表となる取引先コードと同一の
通信定義情報をご記入ください。



1.申請区分（新規・拠点追加）※申請内容に該当する何れかの項目にチェックをしてください。既に取引先コードをお持ちの場合、当該区分の選択は不要です。

2.申請区分（登録内容変更）※申請内容に該当する項目の全てにチェックをしてください。

※Web-EDI利用の場合は基本料固定の為、選択不可となります。

グループ設定解除 ※既に複数取引先コードをお持ちで、後からグループ設定登録を変更したい場合、ご選択ください。

基本料変更 基本料変更

お申込み先 fjj-eokashi-info@dl.jp.fujitsu.com

※「黄色」のセルは入力必須項目となります。申請区分を選択頂くと必須項目が黄色になります。グレーに反転するセルは記入不要です。

文字コード変更

「e-お菓子ねっと」接続申込書

8.お客様登録情報

（電話番号）

新規 一括送受信拠点追加

登録情報変更

新規取引先コード

発行

7.基本情報

（登録名称）

8.お客様登録情報

（社名）

8.お客様登録情報

（住所）

※一括送受信拠点追加をご希望の場合には、「3.お客様登録情報の一括送受信代表

　　取引先コード」を必ずご記入ください。

8.お客様登録情報

（責任者情報）

8.お客様登録情報

（担当者情報）
障害FAX番号変更 エラー通知メール

≪現行≫　通信手順

Web-EDI

JX

≪変更後≫　通信手順

FAX

全銀ベーシック

全銀パソコン

JCA

データフォーマット変更

（V2⇒V1）

ebMSの場合

文字コード変更

エンドポイント変更

ZIP圧縮有無変更

JXの場合

文字コード変更

ZIP圧縮有無変更

発注データ新着メール機能追加・変更

Web-EDIの場合

データ種追加

伝送ブロック長変更

全銀TCP/IPの場合

データ種削除

月 日区分 卸 メーカー 申込日 20

集配信状況照会

グループ設定
グループ設定追加

通信定義

情報変更

(機能追加・変更)

ebMS

通信手順変更

ebMS

JX

Web-EDI

全銀TCP/IPベーシック

全銀TCP/IPパソコン

年

データフォーマット変更

（V1⇒V2）
データ種登録変更
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1.申込書の記入方法

1.3. 解約
※黄色セルにご記入ください。

①区分

「卸」「メーカ」の何れかをご選択（●）ください。

②申込日

申込書を提出する日をご記入ください。



3.申請区分（取引先コード解約）

4.通信手順

5.協定シートの取り交わし有無

6.テスト日／利用開始日

7.基本情報

※当該項目を選択の場合のみ、別途お申込の通信手順用の協定シートをお送り致します。選択肢 取り交わし希望

※テスト日、利用開始日は平日（土日祝日以外）をご指定ください。

※登録はお申込み日の翌日より最短で5営業日となります。

※サービス解約の場合は「利用開始日」に停止日を記入してください。

Web-EDI通信手順選択 ebMS JX 全銀TCP/IP

取引先コード

登録名称

名称（カナ）

一括送受信

代表取引先コード

日20

利用開始日 20 年 月 日

テスト日 年 月

解約 ● サービス解約
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1.申込書の記入方法

1.3. 解約
※黄色セルにご記入ください。

③解約

サービス解約をご選択（●）ください。

④利用開始日

オンラインを停止する希望日ご記入ください。

⑤取引先コード

解約対象の取引先コード（8桁）をご記入ください。

⑥登録名称

⑤で記入頂いた取引先コードの登録名称をご記入ください。

※解約の場合、これ以降の項目はご記入不要です。
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1.申込書の記入方法

1.4. その他の申込方法 ※当該欄に該当が無い申込内容の場合は別途お問い合わせをお願い致します。

申込内容 選択欄 補足

社名や住所を変更したい
2.申請区分（登録内容変更）の「登録情報変更」から該当区分をご選択ください。選択頂くと記入
必須項目の入力欄が黄色になるので、変更後の情報をご記入ください。

データ種を追加したり削除したい
2.申請区分（登録内容変更）の「データ種登録変更」からデータ種の変更内容をご選択ください。選
択頂くと記入必須項目の入力欄が黄色になるので、変更後の情報をご選択ください。

基本料コースを変更したい
2.申請区分（登録内容変更）の「基本料変更」をご選択後、「e-お菓子ねっとご利用料金表」で変
更後のコースをご選択ください。

基本料コース変更の適用は請求締め日が毎月20日となりま
すので、変更依頼日の翌月度請求から反映となります？

複数項目の変更をしたい
2.申請区分（登録内容変更）にて、変更したい項目をご選択ください。申請区分に応じて記入必須
の入力欄が黄色になるので、変更後の情報をご記入ください。

複数の取引先コードを纏めて申込し
たい

取引先コード単位での申込書提出をお願い致します。
大量にコードがある（20コード以上等）場合は、事前に別途
ご相談ください。

利用開始日を変更したい
テスト日を変更したい

マスタ登録完了後にテスト日や利用開始日を変更したい場合は、接続通知書と共にお送りする「e-お
菓子ねっと 通信制御情報のご案内」にて日程変更依頼をご提出ください。

最短でも当初予定の利用開始日から3営業日前の14時迄
にご提出をお願い致します。
通信定義に変更が生じない変更（登録情報等の変更のみ
でテストが必要無い場合）で利用開始日を変更されたい場
合は、その旨別途ご連絡ください。

e-お菓子ねっとホームページに掲載し
たい、若しくは掲載不可としたい

「7.基本情報」に対象取引先コードと登録名称をご記入頂き、「19.e-お菓子ねっとホームページへの
掲載」にて可否をご選択ください。

ホームページの掲載更新は約二ヶ月程度お時間を頂きます。

2次店（届け先）コードの発行、変
更、削除をしたい。

卸企業は取引先照会のWeb画面にてセルフでのお手続きが可能です。
メーカ企業は別途その旨お問い合わせをお願い致します。

セルフでの変更が出来ない、操作方法がご不明な場合は
別途お問い合わせください。



お問い合わせ内容 お問い合わせ窓口 連絡先

・加入手続き等について

・申込書の記入方法について

富士通Japan株式会社

e-お菓子ねっと担当

【TEL】 03-6424-6255

【Email】 fjj-eokashi-info@dl.jp.fujitsu.com

【受付時間】 平日9：30～17：00

・利用開始までの運用方法等について

・テスト方法等について

・Web-EDI等の操作方法について

富士通Japan株式会社

e-お菓子ねっと担当

【Email】 fjj-edic-eokashi@dl.jp.fujitsu.com

【受付時間】 平日9：30～17：00

・契約・ご請求関連について
富士通Japan株式会社

e-お菓子ねっと契約担当

【Email】 fjj-edisc-sale-sup@dl.jp.fujitsu.com

【受付時間】 平日9：00～17：00

・利用開始（本番開始後）の件数確認等について
富士通Japan株式会社

EDI統合CSD

【TEL】 0120-222-596

【受付時間】 365日 24時間

© 2022 Fujitsu Japan Limited30

2.各種お問い合わせ先
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参考資料



東西NTT・KDDI
Yahoo等に

申込ください。

回線とあわせて
申込ください。

Bフレッツ、フレッツADSL等
の高速回線

※サーバタイプの場合
固定IPアドレスと
ドメイン（URL）の
取得も必要

申込～インターネット開始まで
約1ヶ月程度かかります。

インターネット回線の申込には、以下2つの申込が必要となります。
①回線業者（光、ADSL等）への申込 ②インターネットサービスプロバイダ（ISP）への申込

①回線業者への申込範囲 ②インターネットサービス
プロバイダへの申込範囲

© 2022 Fujitsu Japan Limited
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1.参考資料

1.1. インターネット開設について



※ご参考
IPアドレスとは、インターネット上の住所にあたるものになります。
通常は、インターネット接続する度に異なるIPアドレスを自動的に割り振られる為
初回と同じIPアドレスが割り振られる保証がありません。

しかし、固定IPアドレスを利用すれば、常時同じIPアドレスが割り振られます。
「固定IPアドレス」とは、この住所にあたるIPアドレスを固定にすることになります。

取得方法

・インターネットサービスプロバイダで行います。
・貴社ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ebMSで接続する場合は、常時同じIPアドレスでEDIセンター(※)と相互接続が必要な為、固定IPアドレスを取得する必要があります。
（※）EDIセンターとは流通BMSのネットワーク運用者（接続先）を指します。
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1.参考資料

1.2. 固定IPアドレスについて



取得方法

※ご参考
ドメインとは、インターネット上の住所のようなもので、企業や団体・個人の名前
を表し、固有IPアドレスが割り当てられています。
（このアドレスはインターネットに接続されるコンピュータ1台毎に世界で1つの
アドレスが割り当てられます）

【例】 www.○○○.com  ／ www.○○○.co.jp など

・日本属性ドメイン（XXX.jp）は日本レジストリサービス（JPRS）が登録管理業務と
運用を行っています。

・ドメイン名の取得・登録はJPRSが指定した登録指定事業者に依頼してください。

ebMSで接続する場合は、自社のサーバを一意に識別するためにドメインを取得する必要があります。
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1.参考資料

1.3. ドメイン名について



取得方法

・証明書の取得方法は流通システム開発センターまでご確認をお願いします。

お取引先様
EDIセンター
（接続先）自社

証明書
接続先
証明書

・自社証明書（SHA-2）の調達とインストールを実施。
・接続先の証明書のCA証明書のインストールが必要。
・通信プロトコルはTLS1.0以上のみ利用可能になります。

ebMSで接続する場合は、EDIサーバを貴社の正規なサーバであることを証明する必要があります。
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1.参考資料

1.4. サーバ証明書について



取得方法

・インテック社（EDIセンターが保有している証明書発行元）から流通BMSの
「ルート・中間証明書（無料）」を取得し、貴社サーバにインストールする必要があります。

・流通BMSルート・中間証明書の取得方法は、インテック社のホームページから申込を行い、
貴社サーバへのインストールをください。

インテック社
証明書

・インテック社発行のCA証明書のインストールが必要。
「SHA-2」の証明書を入手しインストールを実施。

インテック社
ルート証明書
中間証明書

お取引先様

流通BMSでEDIセンター（接続先）と貴社の双方のサーバから送信される証明書を、自社サーバで正規な証明書であることを確認する必要があります。

EDIセンター
（接続先）
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1.参考資料

1.5. ルート・中間証明書について



BMS通信手順の互換性情報（2020年7月時点）

当サービスの流通BMS接続に関するTLS（セキュリティプロトコル）に使用制限があります。下記互換性情報を元に受信環境を準備してください。

大項目 小項目 e-お菓子ねっと 非互換／仕様相違

サーバ証明書
署名のハッシュアルゴリズム SHA-256 なし

RSA証明書 2048ビット なし

SSL/TLS

バージョン TLSv1.2／TLSv1.1／TLSv1.0 あり

暗号アルゴリズム AES/256bit／AES/128bit あり

HTTP HTTP/1.1 なし

S-MIME

(AS2)
暗号アルゴリズム

AES/256bit／AES/192bit／AES/128bit

RC2/128bit／RC2/40bit

Triple DES/3key

DES

なし

MICの計算アルゴリズム Sha1／md5 なし
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1.6. TLS（セキュリティプロトコル）の制限について
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改訂履歴

版数 更新内容 更新日 備考

1.0 初版発行 2022/11/14



Thank you
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