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  (1)本書について 

     e-お菓子ねっとでは、Ｖ１フォーマットからＶ２フォーマットへの切替前に以下の２つの方式でテストが可能です。 

     ①「Web型導入支援機能」による切替前テスト 

     ②「テストコード導入支援機能」による切替前テスト 

      

     本書は②「テストコード導入支援機能」にてテストを実施する際の前提条件・制約・利用方法について記載しています。 

     ①「Web型導入支援機能」については、以下の資料をご参照ください。 

     ・平成２８年度 全国システム実務者研修会資料「e-お菓子ねっと活動報告」 

       Ⅲ ．導入支援機能の活用 
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１．はじめに 



   (1)テストコード導入支援機能とは 

     Ｖ１フォーマットからＶ２フォーマットへの切替にあたり、「テスト用取引先コード」を用いて、送信元から送信先へ 

     正しくデータが渡されることを確認するための、テスト支援機能です。 

     当該機能の目的は、上記のようなテストにより、Ｖ２フォーマット導入後のトラブル※を未然に防止し、スムースな切替を 

     支援することです。 

 

     ※導入後のトラブルとは 

     ・Ｖ２フォーマットでの送信データが、ｅ－お菓子ねっとセンターでデータチェックエラーとなり、データ連携出来ないこと 

     ・Ｖ２フォーマットでの受信データが、自社システムで取込エラーとなること    等 

 

   (2)対応データ種 

     「テストコード導入支援機能」が利用可能なデータ種は以下の通りです。（2017年3月31日 時点） 
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２．「テストコード導入支援機能」のご利用にあたって 

データ種 
テストコード導入支援機能 

Web型導入支援機能
（参考） 

入庫予定データ 13 

Ｖ2 

○ － 

受領データ 14 ○ － 

返品通知データ 18 ○ － 

請求データ 35 ○ － 

支払データ 36 ○ － 

発注データ 03 － ○ 

出荷報告データ 23 － ○ 

販売報告データ 43 － ○ 

販促金案内支払 51 
Ｖ１ 

－ － 

販促金請求 52 － － 
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 ３．１ データ送信側がＶ２フォーマットに切替える場合 

    (1)データ送信側企業様（Ｖ2切替企業様）では、自社作成のＶ２フォーマットデータが、 e-お菓子ねっとで正しく 

     取り込まれることを事前検証することが出来ます。 

    (2)データ送信側企業様（Ｖ2切替企業様）では、自社作成のＶ２フォーマットデータが、既存のＶ1受信側企業様向けに、 

     従来のフォーマットと一致することを事前検証することが出来ます。 
    (3) 既存のＶ1データ受信側企業様（相対企業様）では、Ｖ１フォーマットデータ（センターでＶ２からＶ１フォーマットに 
     変換したデータ）が、従来のフォーマットと一致することを事前検証することが出来ます。 

e-お菓子ねっとセンター 送信元 
企業様 

送信先 
企業様 テスト環境 

センター処理 
 ・入力チェック 
 ・コンバート 
 ・振り分け 

テスト環境 

V2 V1 

データ送信側企業様 
（V2切替企業様） 

データ受信側企業様 
（相対企業様） 

   ：申請形態に応じた通信方法 

＜データ処理イメージ＞ 

３．「テストコード導入支援機能」で出来ること 

データ種別のメーカー・卸の送受信関係 

データ種 V2・送信側 V1・受信側 

入庫予定データ 13・メーカー → 11・卸 

受領データ 14・卸 → 12・メーカー 

返品通知データ 18・卸 → 19・メーカー 

請求データ 35・メーカー → 33・卸 

支払データ 36・卸 → 44・メーカー 

集配信 
状況照会 V1 



 ３．２ データ受信側がＶ２フォーマットに切替える場合 

   (1)データ受信側企業様（Ｖ2切替企業様）では、 e-お菓子ねっとから受信するＶ２フォーマットデータが、自社システムで 

     正しく取り込まれることを事前検証することが出来ます。 

   (2)既存のＶ１データ送信側（相対企業様）では、e-お菓子ねっとで正しく取り込まれること（エラーにならないこと）を 

          事前検証することが出来ます。 
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送信元 
企業様 

データ受信側企業様 
（V2切替企業様） e-お菓子ねっとセンター テスト環境 

センター処理 
 ・入力チェック 
 ・コンバート 
 ・振り分け 

テスト環境 

   ：申請形態に応じた通信方法 
    

V１ V２ 

データ送信側企業様 
（相対企業様） 

＜データ処理イメージ＞ 

データ種別のメーカー・卸の送受信関係 

データ種 V1・送信側 V2・受信側 

入庫予定データ 11・メーカー → 13・卸 

受領データ 12・卸 → 14・メーカー 

返品通知データ 19・卸 → 18・メーカー 

請求データ 33・メーカー → 35・卸 

支払データ 34・卸 → 36・メーカー 

集配信 
状況照会 



 ４．１  「テストコード導入支援機能」が利用可能な接続方式 
   (1)ＥＤＩで利用可能なプロトコルを対象とします。 
     ①送信元／送信先の接続方式がＥＤＩ（JX,ebXML,全銀TCPIP）同士の場合、テストが可能です。 
  
 
 
 
 
 

 
 
     ※Ｗｅｂ－ＥＤＩは対象外とします。 
     ※Ｖ２切替時に採用するプロトコルは、NTTのINSネットワークサービスの終了を 
       見据え、 インターネット系のプロトコル（JX,ebXML）のご利用を推奨いたします。 
  
 ４．２ テスト可能期間（有効期限） 

   (1)「テスト用の取引先コード」 は、有効期限（テスト開始日から30日）があります。有効期限が切れた場合、 

     ご利用できなくなります。 

   (2)ご利用期間を延長したい場合は、[テストコード導入支援機能申込書]にて延長申請を行って下さい。 

     尚、センター資源の関係で延長できない場合があります。 

 

 ４．３ テスト可能な時間帯 

   ・業務のピーク時間帯（08：00～12：00）を避け、13：00から17：00の間に実施して下さい。  
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４．「テストコード導入支援機能」の利用条件 

             送信先 
 
   送信元 

ＥＤＩ 

JX ebXML 全銀ＴＣＰＩＰ 

ＥＤＩ 
 

JX ○ ○ ○ 

ebXML ○ ○ ○ 

全銀ＴＣＰＩＰ ○ ○ ○ 
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 ４．４ 当該機能の利用手続き 
  （1)ご利用の際は、[テストコード導入支援機能申込書]による申込みを必須とします。 
   (2)テスト用の取引先コードは、 e-お菓子ねっとセンターより申込企業（以降  V2切替企業様）へ通知します。 
    （ V2切替企業様がテスト用の取引先コードを指定することはできません） 
   (3)V2切替企業様は、テスト用の取引先コードを自社の通信環境に設定したうえで、テストを実施してください。 
   (4)お取引先である相対企業様（以降 相対企業様）には、１プロトコル毎に１テスト用取引先コードを発行します。 
     ご利用可能なプロトコルの種類は3種類（JX,ebXML,全銀TCPIP）のため、最大３テスト用取引先コードを発行 
     します。 
 
 ４．５ 相対企業様の利用条件 
   (1)利用可能なフォーマット 
     相対企業様の利用可能フォーマットは、V1フォーマットのみとします。 
    （２０１７年５月時点で、 V２フォーマット利用企業様の数が少数のため） 
   (2)利用可能な文字コード 
     利用可能な文字コードは、 EBCDICコードとなります。 
     （V1フォーマット（EDI）で利用できる文字コードがEBCDICコードのみとなる） 
 
 ４．６ 検証方法 
   (1)自社（V2切替企業様）が送信側の場合の受信側の検証方法 
    ①本来の受信側企業様にて、データ受信・データ内容の検証を行う。 
    ②自社（V2切替企業様）にて、データ受信・データ内容の検証を行う。 
     （自社（V2切替企業様）が、本来の受信側企業の代わりに（受信側IDを利用して）検証が可能） 
   (2)自社（V2切替企業様）が受信側の場合の送信側の検証方法 
    ①本来の送信側企業様にて、データ送信・e-お菓子ねっとで正しく取り込まれることの検証を行う。 
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 ４．７ 本番用取引先コードとのデータ交換は不可 
   本番環境への誤送信を防止するため、以下の条件を満たした場合、取引先コードチェックエラーとなりセンターで振分エラー 
   となります。 
   (1) 本番環境（本番用送信ファイル）を使って、データの送信先コードに「テスト用取引先コード」を設定して送信した場合 
   (2) テスト環境（テスト用送信ファイル）を使って、データの送信先コードに「本番用取引先コード」を設定して送信した場合 
 
 ４．８ その他 
   ・ｅ－お菓子ねっとセンター全体で、テスト用取引先コードの利用上限を設けています。 
    利用上限を超えた場合は、ご利用中の企業様から、テスト用取引先コードが返却されるまでお待ちいただくことになります。 
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５. 全体のプロセス  

◆申込みから本番開始までの流れ  
申込みから本番開始までの流れは以下の通りです。各行に対応する詳細手順は参照ページ欄をご参照下さい。 
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№ 申込企業様 № ｅ-お菓子ねっとセンタ 備考 
参照
ページ 

テスト用取引先コード申請 

① 
申込書の記入 
・テストコード導入支援機能申込書 項番

5.1 
② 送付（メール申込） ③ 

受付と登録 
・テスト用取引先コードの環境登録 

⑤ 受信し、内容確認 ④ 接続通知書の通知（メール送信） 接続通知書(テスト用)を送付 
項番
5.2 

⑥ 
申込企業様と相対企業様が通信設定 
（テスト用） 

項番
5.3 

⑦ テストの実施（テスト用） (⑧) テストサポート 
テスト期間30日を過ぎる場合、 
テスト用取引先コードの延長申請をご
提出いただく 

⑨ 完了報告（メール報告） ⑩ 受付 
項番
5.4 

本番切替申請（テスト用取引先コードによるテスト完了後） 

⑪ 
申込書の記入 
・接続申込書（V1→V2切替申請） 項番

5.5 
⑬ 送付（メール申込） ⑫ 

受付と登録 
・本番環境の登録（V2環境の予約登録） 

⑮ 
申込企業様の通信設定 
（本番用） 

⑭ 接続通知書の通知（メール送信） 接続通知書(本番用)をご送付 - 

⑯ テスト実施（本番用）とログイン確認 (⑰) テストサポート - 

⑱ 本番利用開始日の連絡 ⑲ 
新たな通信手順のサービス環境の変更（該
当サービスの適用開始日を変更） 

本番利用開始日に変更がある場合、
変更連絡票のご提出いただく 

- 

21 新たな通信手順での本番利用開始 ⑳ 新たな通信手順のサービス適用 - 
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 ５．１ 申込み方法 
 
 ５．１．1 申込作業 
   (1)申込書の取得 
      ホームページより「テストコード導入支援機能申込書」をダウンロードして下さい。 
     ・申込書のダウンロード先 
     http://www.eokashi.net/  → サービス紹介 → 加入のご案内 → 「テストコード導入支援機能申込書」 
 
   (2)申込書のご記入  
      ①申込書に必要事項をご記入下さい。 
     ②テスト対象のデータ種のご確認 
      切替対象（テスト）のデータ種を選択して下さい。 
        ③相対企業とテストする場合、相対企業様の通信プロトコルを事前確認の上、ご記入をお願いします。 
      ・但し、 V2切替企業様が相対企業用向けテスト用取引先コードを利用して、テスト行う場合、 V2切替企業様の 
       通信プロトコルをご記入下さい。 
 
   (3)申込書の送付  
     ＦＩＰにメールにてお申込み下さい。 
      ・申込先 
      メールアドレス ： fip-eokashi-info@dl.jp.fujitsu.com 
 
   (4)相対企業様との調整 
     ①V2切替企業様がデータ送信側の場合 
      V2切替企業様が相対企業のテスト用取引先コードを利用して、テスト行います。 
       相対企業様がデータ検証を実施する場合は、テストに協力する相対企業様をご検討いただき、テスト開始までに 
      ご調整をお願いします。 
     ②V2切替企業様がデータ受信側の場合 
       相対企業様がデータの作成と送信を実施いただくことになります、 V2切替企業様がテストに協力する相対企業様を 
      ご検討いただき、テスト開始までにご調整をお願いします。 
 
     
 

mailto:fip-eokashi-info@dl.jp.fujitsu.com
mailto:fip-eokashi-info@dl.jp.fujitsu.com
mailto:fip-eokashi-info@dl.jp.fujitsu.com
mailto:fip-eokashi-info@dl.jp.fujitsu.com
mailto:fip-eokashi-info@dl.jp.fujitsu.com
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 ５．２ ご通知内容 
   (1)テスト用の通知書 
     ・[テストコード導入支援機能申込書]に対して、V2切替企業様へ以下の通知書（接続通知書）をメールでお渡しいたします。 
     ・相対企業様用の通知書も、V2切替企業様へご提供いたします。 
      相対企業様への通知は、 V2切替企業様からお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      
  
 
 
       ※1 接続通知書には、集配信状況照会をご利用いただくためのWeb-EDI用のログインIDも含まれます。 
         
   (2)お申込からご通知書の送付までの日数  
     お申込み後、5営業日（目安）でご通知書をお渡しいたします。 
      但し、全銀ＴＣＰＩＰ用のＩＤを新規に発行する場合、最大10営業日（目安）でご通知書をお渡しいたします。 
 
   (3)本番用の通知書 
     [接続申込書]（V1→V2切替申請）に対して、お申込みいただいたプロトコルの通知書（接続通知書）を発行いたします。 
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No. 対象企業 ﾌｫｰﾏｯﾄ種類 プロトコル 通知書（※1） 備考 

1 

申込企業様用 V2 

JX 

接続通知書（該当プロトコル） 

お申込み時は全銀
TCPIP、JX、ebXML
の中から何れか一つを
ご選択いただきます 

2 ebXML 

3 全銀TCPIP 

2 

相対企業様用 V1 

全銀TCPIP 接続通知書（全銀TCPIP用） お申込み時は全銀
TCPIP、JX、ebXML
の中から、お取引先様
のご利用プロトコルに
応じて複数選択可能
です 

3 JX 接続通知書（JX用） 

4 ebXML 接続通知書（ebXML用） 



e-お菓子ねっとセンター 

 ５．３ テストの方法 
 ５．３．１ データ送信側がＶ２フォーマットに切替える場合  
   (1)送信側のテストの流れ 
    ・データ送信側企業様(Ｖ２切替企業様) 
     ①テスト用通知書を参照し、自社の対象データ種（Ｖ２）の送信を可能にする。（⇒項番８．１参照） 
     ②テストデータの作成（「テスト用の取引先コード」を『送信先コード』と『送信元コード』に設定 
      （⇒項番８．２参照） 
     ③テストデータの送信  
     ④集配信状況照会機能にて、センター処理結果（チェックエラーが無いこと）を確認（⇒項番８．３参照） 
     ⑤センター処理後のV1フォーマットデータをダウンロードし、データを検証（従来のV1フォーマットと一致することを事前検証）※ 
    ・データ受信側企業様(相対企業様)  
     ⑥テスト用通知書を参照し、対象データ種（Ｖ１）の受信を可能にする。（ ⇒項番８．１参照） 
     ⑦データ送信側企業様(Ｖ２切替企業様)より連絡（テストデータ受信依頼）を契機に、テストデータの 
      受信・検証（従来のV1フォーマットと一致することを事前検証） 
     ※Ｖ２対応に際し、自社業務要件により、従来のＶ１と異なる設定内容の場合には、送信先様と相対によるデータ確認を 
       実施してください。 
 
 

テスト環境 
センター処理 
 ・入力チェック 
 ・コンバート 
 ・振り分け 

送信先コード 送信元コード 

92xxxx01 
（テスト用） 

91xxxx01 
（テスト用） 

テスト環境 

集配信 
状況照会 

V2 V1 
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データ受信側企業様 
（相対企業様） 

   ：申請形態に応じた通信方法 
    

＜データ処理イメージ＞ 

データ送信側企業様 
（V2切替企業様） 



e-お菓子ねっとセンター 

 ５．３．２ データ受信側がＶ２フォーマットに切替える場合  
   (2)受信側のテストの流れ 
    ・データ送信側企業様（相対企業様） 
     ①テスト用通知書を参照し、対象データ種（Ｖ１）の送信を可能にする。（⇒項番８．１参照） 
     ②テストデータの作成（「テスト用の取引先コード」を『送信先コード』と『送信元コード』に設定 ⇒項番８．2参照） 
     ③テストデータの送信  
     ④集配信状況照会機能にて、センター処理結果（チェックエラーが無いこと）を確認（ ⇒項番８．3参照） 
    ・データ受信側企業様（V2切替企業様） 
     ⑤テスト用通知書を参照し、自社の対象データ種（Ｖ２）の受信を可能にする。 （⇒項番８．１参照） 
     ⑥データ送信側企業様（相対企業様）より連絡（テストデータ受信依頼）を契機に、センター処理後のV２フォーマットデータを 
            受信・検証 
  

送信元 
企業様 

テスト環境 

センター処理 
 ・入力チェック 
 ・コンバート 
 ・振り分け 

送信先コード 送信元コード 

92xxxx01 
（テスト用） 

91xxxx01 
（テスト用） 

テスト環境 

集配信 
状況照会 

   ：申請形態に応じた通信方法 
    

V１ V２ 
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データ受信側企業様 
(V2切替企業様) 

 
 

データ送信側企業様 
(相対企業様) 

＜データ処理イメージ＞ 
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 ５．４ 完了通知の対応方法 

   「テストコード導入支援機能」を利用したテストが完了した場合は、以下の情報をご記入の上、Ｅメールにて完了報告を 

   お願い致します。 

 

      ・タイトル    ：ｅ－お菓子ねっと テストコード導入支援機能（完了報告） 

      ・本文     ：取引先コ－ド（代表 数字8 桁） 

                御社名 

                ご担当者様名 

                お電話番号 

                テスト完了日 

      ・お問合せ先 ：富士通エフ・アイ・ピー（株）ｅ－お菓子ねっとセンタ 

      ・メール宛先  ：fip-edic-eokashi@dl.jp.fujitsu.com 

 

  

 ５．５ 本番用の切替申請 

   e－お菓子ねっとのホームページより[接続申込書]を入手いただき、V1→V2切替申請を行って下さい。 

   お申込み方法は、加入のご案内のページをご参照下さい。 

    ・ＨＰの参照先 

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

 

 

mailto:fip-edic-eokashi@dl.jp.fujitsu.com
mailto:fip-edic-eokashi@dl.jp.fujitsu.com
mailto:fip-edic-eokashi@dl.jp.fujitsu.com
mailto:fip-edic-eokashi@dl.jp.fujitsu.com
mailto:fip-edic-eokashi@dl.jp.fujitsu.com
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６. その他  

 ６．１ テストコード導入支援機能の位置づけ 

   「テストコード導入支援機能」は「 Web型導入支援機能」を補完するためのテスト支援方法です。 

   「 Web型導入支援機能」が利用できるデータ種は、当該機能をご利用下さい。  

 



 ６．２ テスト対象とするデータ種の種類 

   「テストコード導入支援機能」でテスト対象とするデータ種は以下の通りです。 
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※1 Ｖ2（データ送信側）→Ｖ２（データ受信側）のデータ送信側のテストは、Ｖ2（データ送信側）→Ｖ1（データ受信側）の 
   パターンのテストで吸収が可能です。（データの属性チェックを行うことができます） 
   Ｖ2（データ送信側）→Ｖ２（データ受信側）のデータ受信側のテストは、Ｖ2の送信元（データ送信側）のテストコードを 
   発行しないため行うことができません。 

№ データ種 送信元フォーマット 

（データ送信側） 

センタ 送信先フォーマット 

（データ受信側） 

テスト対象 

1 入庫予定データ 

メーカー 

Ｖ１ 11 → 

卸 

Ｖ１ 11 × 

2 Ｖ１ 11 → Ｖ２ 13 ○ 

3 Ｖ２ 13 → Ｖ１ 11 ○ 

4 Ｖ２ 13 → Ｖ２ 13      × ※１ 

5 受領データ 

卸 

Ｖ１ 12 → 

メーカー 

Ｖ１ 12 × 

6 Ｖ１ 12 → Ｖ２ 14 ○ 

7 Ｖ２ 14 → Ｖ１ 12 ○ 

8 Ｖ２ 14 → Ｖ２ 14      × ※１ 

9 返品通知データ 

卸 

Ｖ１ 19 → 

メーカー 

Ｖ１ 19 × 

10 Ｖ１ 19 → Ｖ２ 18 ○ 

11 Ｖ２ 18 → Ｖ１ 19 ○ 

12 Ｖ２ 18 → Ｖ２ 18      × ※１ 

13 請求データ 

メーカー 

Ｖ１ 33 → 

卸 

Ｖ１ 33 × 

14 Ｖ１ 33 → Ｖ２ 35 ○ 

15 Ｖ２ 13 → Ｖ１ 33 ○ 

16 Ｖ２ 35 → Ｖ２ 35      × ※１ 

17 支払データ 

卸 

Ｖ１ 34 → 

メーカー 

Ｖ１ 34 × 

18 Ｖ１ 34 → Ｖ２ 36 ○ 

19 Ｖ２ 36 → Ｖ１ 34 ○ 

20 Ｖ２ 36 → Ｖ２ 36      × ※１ 
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７. お問合せ先  

 以下の情報をご記入の上、Ｅメールにてお問い合わせをお願い致します。 

 

     ・タイトル    ：ｅ－お菓子ねっと テストコード導入支援機能 

     ・本文     ：取引先コ－ド（代表 数字8 桁） 

               御社名 

               ご担当者様名 

               お電話番号 

               お問合せ内容 

     ・お問合せ先 ：富士通エフ・アイ・ピー（株）ｅ－お菓子ねっとセンタ 

     ・メール宛先  ：fip-edic-eokashi@dl.jp.fujitsu.com 

 



８．１ テストで使用する送受信設定方法 
   申込企業様や相対企業様は接続通知書（テスト用）を参照し、 
   通信ソフトにテスト用取引先コード用の定義を設定をして下さい。 
    
 《例：データ送信側がＶ２フォーマットに切替える場合》 
   ＜イメージ図＞ 
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e-お菓子ねっとセンター 送信元 
企業様 

送信先 
企業様 

テスト環境 
センター処理 
 ・入力チェック 
 ・コンバート 
 ・振り分け 

データ受信側企業様 
（相対企業） 

 

データ送信側企業様 
（V2切替企業） 

 

通信ソフト 

接続通知書 
（テスト用） 

テスト環境 

送信設定 

通信ソフト 

受信設定 

接続通知書 
（テスト用） 

参照 参照 

８．テスト時の補足説明  
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＜接続通知書＞ ＜通信ソフトの設定画面＞ 

 《例：全銀ＴＣＰＩＰで請求（明細）の送信設定をする場合》 
   [接続通知書]の通信制御情報とファイル制御情報を参照して、ご利用の「通信ソフト」に設定して下さい。 

01234567890001 

00343322530001  

当方センター確認コード 

相手センター確認コード 

パスワード TEST00 

800081350100 

1200 

ファイル名 

レコード長 

パスワード TEST00 

ブロック長 19200 

V2 テスト用 
 

登録センター名 

V2 テスト（請求） 登録ファイル名 

中略 

送受信区分 送信 

※ ご利用の通信ソフトにより、設定画面は異なります 
※ 本例は、請求（明細）の設定です。 
    必要に応じて、テスト対象のデータ種を追加設定して下さい。 



８．２ テストデータの設定方法 
    ・ご利用企業様や相対企業様が、テストデータを作成する際、データの送信先コードと送信元コードにテスト用取引先コードを 
     設定して下さい。 
   ・送信先コードと送信元コードは、接続通知書（テスト用）の取引先コードをご参照下さい。 
 
 《例：データ送信側がＶ２フォーマットに切替える場合》 
     ＜イメージ図＞ 
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e-お菓子ねっとセンター 送信元 
企業様 

送信先 
企業様 

テスト環境 
センター処理 
 ・入力チェック 
 ・コンバート 
 ・振り分け 

データ受信側企業様 
（相対企業） 

データ送信側企業様 
（V2切替企業） 

通信ソフト 

接続通知書 
（テスト用） 

テスト環境 

送信設定 

通信ソフト 

受信設定 

参照 

送信先コード 送信元コード 

92xxxx01 
（テスト用） 

91xxxx01 
（テスト用） 
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＜接続通知書＞ （ご利用企業様用） ＜テストデータ＞ 

《例：請求（明細）のテストデータを作成する場合》 
  「接続通知書」の補足情報の取引先コードを参照して、「テストデータ」の送信先コード・送信元コードを設定して下さい。 

データ種別 送信先コード 送信元コード レコード区分
  

 

・・・ 

３５：請求明
細データ 

92xxxx01 
（テスト用） 

91xxxx01 
（テスト用） 

１：コントロールレコー
ド 

・・・ 

３５ 92xxxx01 91xxxx01 ３：ヘッダー／明細レ
コード
  

・・・ 

３５ 92xxxx01 91xxxx01 ３ ・・・ 

３５ 92xxxx01 91xxxx01 ３ ・・・ 

３５ 92xxxx01 91xxxx01 ３ ・・・ 

３５ 92xxxx01 91xxxx01 ９：トレーラレード ・・・ 

中略 

１．通信制御情報 

中略 

２．ファイル制御情報 

中略 

○× 

テストデータの送信元コードは、 

「接続通知書（ご利用企業様用）」を 

参照して、テスト用取引先コードを 

設定して下さい。 

テストデータの送信先コードは、 

「接続通知書（相対企業用）」を 

参照して、テスト用取引先コードを 

設定して下さい。 
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８．３ 送信エラーの対応方法 
   ・申込企業様あるいは、相対企業様が、Web-EDI用のログインIDを利用してＷｅｂ－ＥＤＩにアクセスします。 
    （ Web-EDI用のログインIDは、参照したいテスト用取引先コードに対応するものを利用） 
   ・集配信状況照会機能から、センター処理結果を参照して、エラーの発生を確認します。 
   ・エラーの原因を修正のうえ、対象データを再送信します。 
 
   (1)画面フロー 
 
 
 
 
 
   (2)エラー発生時の確認ポイント 
     ①振分エラーの有無 
       集配信状況照会画面にて、振分エラーの有無を確認します。 
     ②エラーの対象データ（送信先の取引先コード） 
       センター処理結果照会画面にて、エラーの対象データ（送信先の取引先コード）を確認します。 
     ③エラー原因（内容） 
       センターチェックエラー画面にて、エラー原因（内容）を確認します。 
 
   (3)データリカバリ方法 
     ①エラーの原因を修正のうえ、対象データを再送信します。 

ログイン 
画面 

メニュー 
画面 

集配信状況照会 
画面 

ｾﾝﾀｰ処理結果照会 
画面 

ｾﾝﾀｰﾁｪｯｸｴﾗｰ照会 
画面 

23 



   (4)エラー内容の確認画面 
     ①振分エラーの有無の確認画面 
       集配信状況照会画面にて、振分エラーの有無を確認します。 
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     ②エラーの対象データの確認画面 
       センター処理結果照会画面にて、対象データ（送信先の取引先コード）を確認します。 
       下の画面では、「取引先コード ”20000014” がエラー」（リカバリ対象）となります。 
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     ③エラー箇所やエラー原因の確認画面 
        センターチェックエラー照会画面にて、エラー箇所、エラー原因（内容）を確認します。 
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【更新履歴①】 
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№ 改版日 版数 変更内容 備考 

1 2017/07/24 1.0 初版作成 

2 

3 
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8 
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10 

11 

12 


