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Ⅰ．Ｗｅｂ－ＥＤＩの概要
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１．１ 機能概要
（１）データ交換機能
①利用可能なデータ種は、発注データ、入庫予定データをはじめ下記の図にある6データ種です。
②e-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センター処理として、「振分処理（送信先振分処理）」と「フォーマット変換処理」を行っています（EDI機能に準拠）。
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№ データ種
V1 V2 Web-EDI

利用可否

1 発注 02 03 ○

2 入庫予定 11 13 ○

3 受領 12 14 ※1

4 返品通知 19 18 ※1

5 出荷報告 22 23 ○

6 請求
伝票 ー 35

○
明細 － 35

7 支払
伝票 ー 36

○
明細 － 36

8 販売報告 42 43 ○

9 販促金案内・支払 51 － ×

10 販促金請求 52 － ×

凡例 ○：利用可
×：利用不可

※1…V1：×、V2：○



（２）状況照会機能
①集配信状況照会機能
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。
・自社が受信したデータを再セットして、受信が可能です（利用企業様ご自身で行うことができます）。

②センタ処理結果照会機能
自社が送信したデータのセンタ振分処理の結果を照会（ブラウザ表示）する機能。

③取引先コード照会機能
ⅰ)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。
・自取引先コードで検索した場合は、契約内容（登録データ種、利用プロトコル）が参照可能です。
ⅱ）卸売業のみ、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
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（３）発注データ代替送受信機能 ※EDI（データ交換）を利用している企業のみ利用可
① 卸売業が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
・Ｗｅｂ－ＥＤＩ－フォーマット

② メーカーが自社の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

※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。

（４）印刷機能
①伝票イメージ印刷機能
・メーカーが、伝票表示用Ｅｘｅｃｌを利用することにより発注伝票をパソコンに接続しているプリンタに伝票イメージで
出力する機能。

②菓子統一伝票印刷機能
・メーカーが菓子統一伝票にユーザックシステム（株）から提供しているパッケージソフト「菓子伝発名人」を利用することに
より、出力する機能。
※パッケージソフトは購入が必要

（５）データ作成機能
①卸向け発注データ作成ツール
・卸売業がＦＡＸや電話、メールで発注している情報の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」。
・卸向け発注データ作成ツールは簡単な操作でＷｅｂ－ＥＤＩ用（Ｖ１）の発注データを作成できます。
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１．１．１ Ｗｅｂ－ＥＤＩで提供しているデータ種及び機能概要

１．１．１．１ 卸売業の利用方法
（１）データ種別の利用方法
データ種別の利用方法（送信／受信／画面入力）は以下の通りです。

7

※１ 発注データのデータ作成ツール（V1用）をご利用可能です。
詳細は、本資料「１．４．１ 卸向け発注データ作成ツール」をご参照下さい。

№ データ種 V1 V2
卸売業

備考
送信 受信 画面入力

1 発注※１ 02 03 ○ － －

2 入庫予定 11 13 － ○ －

3 出荷報告 22 23 － ○ －

4 請求
伝票 33 35

－ ○ －
明細 － 35

5 支払
伝票 34 36

○ － －
明細 － 36

6 販売報告 42 43 ○ － －



（２）ＴＯＰ画面
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。
※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を表示します
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１．１．１．２ メーカーの利用方法
（１）データ種別の利用方法
データ種別の利用方法（送信／受信／画面入力）は以下の通りです。
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※ 発注データでは、データ受信後に以下の２つの印刷機能がご利用可能です
ⅰ)伝票イメージ印刷機能（e-お菓子ねっとにて伝票表示用EXCEL無償を提供）
ⅱ)菓子統一伝票印刷機能（外部の有償ソフトの利用）
詳細は、本資料「１．３ 印刷機能」をご参照下さい。

№ データ種 V1 V2
メーカー

備考
送信 受信 画面入力

1 発注※ 02 03 － ○ －

2 入庫予定 11 13 ○ － ○

入庫予定は、入力型（数量訂正）※かアップロード型の両方の機能が利用
可能です。

ⅰ)入力型（数量訂正）・・・センタ内にある発注データから

入庫予定データを作成

ⅱ)アップロード型・・・・・・・・・・自社システムで作成した

入庫予定データを送信

3 出荷報告 22 23 ○ － －

4 請求
伝票 33 35

○ － －
明細 － 35

5 支払
伝票 34 36

－ ○ －
明細 － 36

6 販売報告 42 43 － ○ －
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（２）ＴＯＰ画面
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。
※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を表示します
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【卸売業向けＷｅｂ－ＥＤＩ】

受信画面

受信画面

再受信画面

出荷報告データ
受信メニュー

送信エラー照会画面

受信画面

再受信画面

発注データ
送信画面

入庫予定データ
受信メニュー

再受信画面

１

画面名称
【凡例】

送信エラー照会画面
支払データ
送信画面

請求データ
受信メニュー

トップ画面

１．２ 機能の画面イメージ
１．２．１ 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。
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１

パスワード変更画面

受信画面

再受信画面

送信エラー照会画面
支払明細データ
送信画面

請求明細データ
受信メニュー

送信エラー照会画面
発注代替
送信画面



【メーカー向けＷｅｂ－ＥＤＩ】

トップ画面

送信エラー照会画面

送信エラー照会画面

出荷報告データ
送信画面

請求データ
送信画面

送信エラー照会

受信画面

再受信画面

送信画面

発注データ
受信メニュー

１
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（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。

伝票明細画面 確定結果画面

数量訂正結果画面

入庫予定データ
処理メニュー

発注伝票一覧画面

数量訂正画面

画面名称
【凡例】

受信画面

再受信画面

支払データ
受信メニュー



代替受信
取引先選択画面

受信(EDI)画面

再受信(EDI)画面

受信(WEB)画面

再受信(WEB)画面

１

発注データ
代替受信メニュー
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受信画面

再受信画面

販売報告データ
受信メニュー

パスワード変更



１．２．２ データ交換機能
１．２．２．１ 送信（アップロード）画面

（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。

データ種 V1 V2 卸売業 メーカー

発注データ 02 03 ○

入庫予定データ 11 13 ○

出荷報告データ 22 23 ○

請求データ 33 35 ○

支払データ 34 36 ○

販売報告データ 42 43 ○
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【画面サンプル】

アップロードエラー照会画面 （例） 入力：データ種が誤っている場合（≠発注：‘０２’）

⇒ アップロード時のデータチェックエラー。全件破棄するため、再送時は全件再送が必要となります。

（３）ＷＥＢアップロード時のエラー発生時は、以下の点にご注意する必要があります。

①アップロードエラー照会画面で確認できない場合があります。

②そのため、送信先様単位でエラーが発生した場合は、集配信状況照会画面およびセンターチェックエラー照会画面にて

エラー内容を確認する必要があります。

尚、エラー照会画面ごとのエラー破棄単位は以下の通りです。

・アップロードエラー照会画面 ：全件破棄
・センターチェックエラー照会画面：送信元コード＋送信先コード単位

→詳細については、「ご紹介資料・補足３ 状況照会の概要」をご参照下さい。
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１．２．２．２ 受信（ダウンロード）画面

（１）取引先から送信された自社分のデータを受信します。

17

データ種 V1 V2 卸売業 メーカー

発注データ 02 03 ○

入庫予定データ 11 13 ○

出荷報告データ 22 23 ○

請求データ 33 35 ○

支払データ 34 36 ○

販売報告データ 42 43 ○

・データ受信用画面です。



１．２．２．３ 入庫予定データ作成画面

（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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（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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１．２．３ 状況照会機能
１．２．３．１ 集配信状況照会機能
詳細については、「ご紹介資料・補足３ 状況照会の概要」をご参照下さい。

１．２．３．２ センター処理結果照会機能
詳細については、「ご紹介資料・補足３ 状況照会の概要」をご参照下さい。

１．２．３．３ 取引先コード照会機能
詳細については、「ご紹介資料・補足３ 状況照会の概要」をご参照下さい。
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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

全銀TCP
JX

ebXML

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

全銀TCP
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ebXML自
社
シ
ス
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W
e
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-E
D

I
E

D
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１．２．４ 発注データ代替送受信機能

１．２．４．１ 機能概要

EDIサービスを利用している卸売業またはメーカー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①か②のフォーマット形式をご利用者が処理時に選択できます。
①EDIフォーマット・・・・・・・・・・・・・・・フォーマットの文字コードは、申込み時に選択した文字コードに従う
②Ｗｅｂ－ＥＤＩフォーマット・・・・・S-JIS固定

22

ＥＤＩ送信できない場合でも、ＷＥＢから代替送信可能 ＥＤＩ受信できない場合でも、ＷＥＢから代替受信可能



（３）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。
②ＥＤＩフォーマットで送信または受信する場合
・V1
当機能で送信または受信する発注データの文字コードは、 EBCDICコードです。
通信ソフト等で文字コード変換（S-JISEBCDIC ）をしているご利用企業様は、各社にて文字コード変換を行ってから
対応して下さい。
・V2
申請した文字コードにて、発注データの送信または受信をして下さい。

③WEBフォーマットで送信または受信する場合
当機能で送信または受信する発注データの文字コードは、S-JISコードです。
S-JISコードにて、発注データの送信または受信をして下さい。
④メーカー様の場合
・集配信状況照会にて未受信データの存在確認をした上で、代替受信を行って下さい。
・代替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。
（対象データのステータスが未受信から代替済みに変更されるため）
→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。
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１．２．４．２ 発注代替送信（アップロード）画面

（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及びエラー内容が確認できます。
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１．２．４．３ 代替受信取引先選択画面

（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を表示します。
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１．２．４．４ 発注代替受信（ダウンロード）画面

（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データを受信することができます。
①ＥＤＩフォーマット
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②Ｗｅｂ－ＥＤＩフォーマット
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１．３ 印刷機能

１．３．１ 菓子統一伝票印刷機能

１．３．１．１ 菓子伝発名人
（１） 「菓子伝発名人」はＷｅｂ－ＥＤＩのメーカー向けの菓子統一伝票を発行する専用ソフトです。
（２）菓子統一伝票の発行機能の他、以下の機能を提供しています。
①伝票一覧選択画面
取り込んだ発注データの中から伝票を選択して発行することが可能です。

②発行済・未発行管理
未発行伝票のみ発行することはもちろん、発行済の伝票を再発行することもできます。

③伝票プレビュー画面
印刷する前に実際に印刷される伝票内容を画面上で確認することもできます。

④ V2フォーマット完全対応
フォーマット[V1]または[V2]を自動判断して菓子統一伝票を発行することが可能です。

（３）対応フォーマットは、ＣＳＶフォーマット（V1/V2）です。

※詳細はe-お菓子ねっとのホームページをご参照下さい
「トップ」→「サービス照会」の「加入のご案内」→「菓子伝発名人」の項、「ご紹介と導入の流れ」

※「菓子伝発名人」はユーザックシステム（株）から購入する必要があります

１．３．１．2 ＮＴＳ－１９０ＰＲＩＮＴ
（１） 「ＮＴＳ－１９０ＰＲＩＮＴ」はＷｅｂ－ＥＤＩのメーカー向けの菓子統一伝票を発行する専用ソフトです。
（２）対応フォーマットは、 伝発（固定長）フォーマットです。
※２０１０年７月 販売中止
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１．３．２ 伝票イメージ印刷機能
１．３．２．１ 伝票表示用EXCEL
（１）伝票表示用EXCELを利用することにより、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CSV形式のファイル
②入庫予定データ作成処理時にダウンロードしたCSV形式のファイル
※伝票表示用EXCEL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（Web－ＥＤＩ向け）]をダウンロードしてご利用下さい。

伝票表示用EXCELのイメージ



１．４ データ作成機能
１．４．１ 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の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Ｗｅｂ－ＥＤＩ用の発注データ（Ｖ１）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」をご提供します。 ※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。

30



31

２. 注意事項

２．１ 適用クライアント環境

ｅ－お菓子ねっとにて、Ｗｅｂ－ＥＤＩサービスを利用する場合の適用クライアント環境は以下の通りとなります。

（１）Windows7以降をサポート対象とする。

Windows XP sp2以前 ： WEB画面に接続不可
※2016年末、WindowsにおけるSHA-1証明書サイトへのSSL通信が不可。
ｅ－お菓子ねっとシステムではSHA-2証明書を搭載しており、 XP sp2以前は

SHA-1でのSSL通信のみのため、接続不可となります。

Windows XP sp3 ： WEB画面に接続可だが、サポート対象外

（２）適用ブラウザは、InternetExplorer 9～11とする。

（３）ブラウザの適用画面サイズは「1280×1024」とする。

※1280×1024未満の場合、横スクロールが発生する場合有
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【更新履歴①】

第1.0版
ご紹介資料の分冊化に伴い刷新
・ご紹介資料におけるＷｅｂ２００８の表記は、Ｗｅｂ－ＥＤＩに変更（ご紹介資料以外の他の資料は、改版時に対応）

第1.1版
P7,P9

： データ種表記の誤りの修正

第1.2版
P4

： 利用可能なデータ種の修正
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