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取引先様向けオプションの概要取引先様向けオプションの概要

①自動送受信オプション

Web-EDIサーバからのデータ受信（ダウンロード）及びWebサー
バへのデータ送信（アップロード）を自動化します

スケジュール機能により、指定時刻（例/毎日8:00）での自動

送受信や、指定時間間隔（例/8:00-18:00の間30分ごと）での
自動送受信が可能

データ送受信の前後に別のプログラム（exeまたはbat）を組み

込むことができ、柔軟な運用形態を実現

《 こんな取引先様に… 》

従来のVAN-EOS（JCA）のように、EDIでもデー
タ交換（ファイル転送）を行いたい

なるべく人手を介さない運用を行いたい

販売管理・在庫管理などの別システムを持っ
ており、別システムへのデータ連携を行いたい

②フォーマット変換オプション（OrchesTran）

Web-EDIサーバから受信した各種データを

基幹システム用データレイアウトに変換

基幹システムより抽出された送信前データを主婦の店鶴岡店
様Web-EDI用データレイアウトに変換して送信データを作成

データレイアウト変換と同時に、文字コード変換や属性変換、
ゼロ埋め、スペース埋め、桁数揃え等の処理も可能

　自動送受信オプションと組合わせることで、データ受信～基

幹システム取り込みまでをシームレスに連携

《 こんな取引先様に… 》

従来のVAN-EOS（JCA）と同一のデータレイ

アウトで基幹などの別システムへ取り込みたい

別システムにホストコンピュータを使用してい

るなど、取り込みインタフェースの改修が発生
すると大きな工数を要してしまう

主婦の店鶴岡店様

Web-EDIサーバ

主婦の店鶴岡店様

Web-EDIサーバ
取引先様

Web-EDI送受信端末

取引先様
Web-EDI送受信端末

基幹システム
（販売管理など）

基幹システム
（販売管理など）

受信元データ受信元データ 受信データ受信データ

送信データ送信データ 送信元データ送信元データ

自動送受信オプション フォーマット変換オプション
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受信開始画面受信開始画面

発注ファイル選択画面発注ファイル選択画面

メインメニュー画面メインメニュー画面

発注ダウンロード画面発注ダウンロード画面

ログイン画面ログイン画面

ユーザ確認画面ユーザ確認画面

受信確認画面受信確認画面

WebCommerce画面推移（例）

自動送受信オプション自動送受信オプション

データのアップロード／ダウンロードを自動化

時間起動（スケジュール化）や後続処理（ジョブ管理）を含めた
完全自動化を実現

自動送受信オプション実行画面

すべての作業を
自動化！

Web-EDI操作を自動化することで、日々の受注業務を効率化できますWeb-EDI操作を自動化することで、日々の受注業務を効率化できます
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自動送受信オプション自動送受信オプション

自動化したいジョブを定義 ⇒ジョブエラー時には管理者へメール通知

稼動させたいジョブのスケジュールを定義して自動運用設定が完了
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自動送受信オプション主要機能・特長①自動送受信オプション主要機能・特長①

自動送受信
設定されたスケジュールに従い送受信を自動実行できるので、
オペレーターの操作を必要としない自動運用が行えます

実行スケジュール
実行スケジュールはカレンダーから選択して登録するので、簡単に設定できます

曜日指定や毎月の指定日、分単位での実行間隔指定など、
さまざまな運用パターンに合わせたきめ細かなスケジューリングが可能です

多彩な実行タイミング
スケジュールによる自動実行以外に、監視対象ファイル（任意のファイルを指定可）の
作成・変更・削除を契機に自動実行させることもできます

処理のリトライ
送受信の異常時には、処理を再実行できます
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自動送受信オプション主要機能・特長②自動送受信オプション主要機能・特長②

処理結果による後続処理分岐
処理結果により後続処理を分岐できます

正常終了の場合は基幹システム連携処理を、異常処理の場合には
エラー処理を後続させる、など柔軟な運用が可能です

ファイルの退避（コピー・移動）
受信後のファイルを退避（コピー・移動）できます

退避時に任意のファイル名への変更およびタイムスタンプ（年月日時分秒）を付加
できるので、受信データのバックアップにも利用できます

実行結果の確認
処理の実行結果を日ごとに表示でき、過去の実行状況の確認も行えます

処理異常時のEメール通知
処理が異常となった時には、予め登録した任意のメールアドレス宛に
エラー通知メールを送信できるので、いち早く障害対応が行えます

※ 後続処理として実行させるプログラム（exe、bat）が必要となります。

※ 認証を伴わないSMTPサーバが必要となります。
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フォーマット変換オプション（フォーマット変換オプション（OrchesTranOrchesTran））

主婦の店鶴岡店様
Web-EDIのファイルレイアウト

取引先様基幹システムの
入力ファイルレイアウト

Web-EDI ⇔ 取引先様基幹システム間の

フォーマット変換はもちろん、

　文字コード変換（EBC⇔JIS）や
　数値属性変換（ゼロ埋め・小数点編集…）、
　演算処理（四則演算・丸め上げ…）、

　置換処理など

多彩な変換処理を組み合わせることで、
基幹システムのI/F改修を最小限に抑えられます
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OchesTranOchesTran主要機能主要機能
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データ受信例データ受信例

① 設定した任意の時刻に受注データを受信（ダウンロード）

② ダウンロードが正常に完了したことを監視し、フォーマット変換オプションを起動し、
基幹システム用データレイアウトに変換

Web-EDIサーバ 取引先様

受注
受注

自動送受信
オプション

自動送受信
オプション

ダウンロード

インターネット
受注

受注

Web-EDIサーバ 取引先様

受注
受注

自動送受信

オプション

自動送受信

オプション

ダウンロード

インターネット
受注

受注

フォーマット変換
オプション

フォーマット変換
オプション

①

①

②

送受信端末（PC）

送受信端末（PC）

例１

例２

受注
受注

※ 上記はデータ受信における一例です。運用方法詳細については別途ご相談ください。

基幹システム
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データ送信例データ送信例

① 送信元データ（納品データ）が出力されるのを契機にフォーマット変換オプションを起動し、
主婦の店鶴岡店様Web-EDI用データレイアウトに変換

② 変換が正常に完了した後、変換後納品データをWeb-EDIサイトへ送信（アップロード）

Web-EDIサーバ 取引先様

納品
納品

自動送受信
オプション

自動送受信
オプション

アップロード

インターネット
納品

納品

Web-EDIサーバ 取引先様

納品
納品

自動送受信

オプション

自動送受信

オプション

アップロード

インターネット
納品

納品

フォーマット変換
オプション

フォーマット変換
オプション

②

②

①

例１

例２

送受信端末（PC）

送受信端末（PC）

納品
納品

※ 上記はデータ受信における一例です。運用方法詳細については別途ご相談ください。

基幹システム
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サポートについて（年間保守サービスパック）サポートについて（年間保守サービスパック）

サービス内容
製品サポートサービス

弊社NTSサポートセンターにて、オプションソフトウェアに関する障害の問合せ、
操作方法・運用に関するご質問等に対して、弊社NTSサポートセンターの
専門技術スタッフが対応致します

バージョンアップサービス
サービス期間中、ご依頼に応じて最新バージョンのソフトウェアをご提供致します
（3年・5年パックのみ無償／1年パックは通常バージョンアップ価格の半額）　

サポート方法
電話・FAX・ホームページ上の問合せフォームを利用したお問合せ

対応時間
月曜日～金曜日の9:30-17:00 （12:00-13:00及び土日祝祭日・年末年始を除く）

対応時間外には、FAX・ホームページ上の問合せフォームよりお問合せ戴き、
翌営業日の対応時間内に回答・障害対応を行います

サービスメニュー
サポート期間を1年・3年・5年の中からいずれかお選びください

3年パック・5年パックには長期割引が適用され、お得な価格となっています

安心してご利用いただくために、年間保守サービスパックのご購入をお勧めします
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ご提供価格ご提供価格

自動送受信オプション

フォーマット変換オプション（OrchesTran）

対象OS・ブラウザ 通常価格 ご提供価格

自動送受信オプション（ソフト本体） Windows 

2000/XP/Vista/7

Internet Explorer 6 

SP2以降

￥ 119,000 -

　年間保守サービスパック（1年） ￥ 25,800 -

　年間保守サービスパック（3年） ￥ 69,600 -

　年間保守サービスパック（5年） ￥ 90,300 -

対象OS 通常価格 ご提供価格

OrchesTran（ソフト本体）

Windows 

2000/XP/Vista/7

￥ 150,000 -

　年間保守サービスパック（1年） ￥ 37,500 -

　年間保守サービスパック（3年） ￥ 101,250 -

　年間保守サービスパック（5年） ￥ 131,250 -

　変換定義作成費用（１設定あたり） ￥ 60,000～ -

※ 製品のご提供価格に関しましては、東芝テック様お問合せ窓口（P.15）までお問合せください。

※ 各オプションとも、使用するPC台数分のライセンスが必要となります。

※ 変換定義作成費用は変換定義の難易度によって増減しますので、詳細はご相談ください。
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ご利用までの流れご利用までの流れ

お申し込み

正式ご注文

製品出荷

インストール

接続テスト

設定

P.15に記載の東芝テック様お問合せ先までご連絡ください

申込書にご記入戴いた内容に基づき東芝テック様よりご連絡を差し上げ、
御見積やご注文手続き等について個別に対応させて戴きます

製品及びマニュアル等の納品物をCD-ROMにて出荷いたします

マニュアルに従ってソフトウェアをインストールしてください

初期設定ファイルの適用（ID・パスワードの登録）や自動化スケジュールの
設定など、取引先様の業務実態に合わせて設定してください

主婦の店鶴岡店様Web-EDIへ正しく接続できることをご確認ください。

日々の業務でのご利用
日々のご利用に際してご不明な点がございましたら、
キヤノンＩＴソリューションズのサポートセンターまでご連絡ください

（保守サービスパックのご購入が必要です）
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よくあるご質問よくあるご質問

Q. オプションの購入は、Web-EDIを利用するのに必須ですか？
A. 必須ではありません。各種ファイルの送受信（ダウンロード・アップロード）を
自動化されたい場合、また送受信ファイルのレイアウト変換をご希望の場合のみお求めください。

Q. 自動送受信オプション（またはフォーマット変換オプション）のみの購入は可能ですか？
A. 可能です。それぞれ単体でお求めいただけますので、必要となる機能に応じて
ご選択ください（フォーマット変換オプションのみでは、送受信の自動化はできません）。

Q. 年間保守サービスパックとは？

A. 弊社サポートセンターをご利用いただく際に必要となります。
お求めいただくことで、オプションソフトを安心してご利用いただく上での操作方法に関する
お問合せや障害対応への支援を、サポートセンター専門スタッフが承ります。

Q. 変換定義作成費用とは？
A. フォーマット変換オプション（OrchesTran）では、データレイアウトの変換を行うために
変換定義を作成する必要があり、この作業を弊社で承る場合の費用です。
変換定義の難易度によって作成費用が異なりますので、金額詳細については
別途ご相談ください。

またソフト本体・年間保守サービスパックのみをお求めいただき、
変換定義は取引先様ご自身で作成していただくことも可能です。

Q. 他社製のWeb-EDI自動化ツールは使用できないの？
A. 過去に他ツールを使用された際、Web-EDIサーバに多大な負荷がかかり
ほかの取引先様の業務にも支障を来たすようなことがありましたため、ご遠慮いただきたく存じます。
弊社自動送受信オプションをご利用いただけますようお願い致します。
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お問合せお問合せ窓口窓口

御見積のご依頼、ご注文手続きなど商流に関する窓口

東芝テック株式会社
山形営業所
大内

TEL：023-622-8491 FAX：023-622-8485
E-Mail：Masahiro_Ohuchi@toshibatec.co.jp

オプション製品の機能に関する窓口

キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
商品事業本部　ＥＤＩソリューション事業部
植松／熊木

TEL：03-5730-7242 FAX：03-5730-7219
E-Mail：nts-mgr@canon-its.co.jp

※お問合せの際は、
「主婦の店鶴岡店様Web-EDIオプションの件で」とお知らせください


