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製造・流通ビジネス事業本部

【本資料に関するお問い合わせ先】
流通・サービスビジネスユニット
楽器・楽譜業界共通利用型情報基盤 営業担当 長尾、高田
TEL:050-5546-8680 / FAX:03-5546-8694



Copyright(C)2007 NTT DATA Corporation2

１．共通商品コードセンターおよびＥＤＩ 概要

１-１．共通利用型情報基盤整備の現状

１-２．共通商品コードセンターおよびＥＤＩのご利用イメージ

１-３．目的別のサービスご利用イメージ

１-４．共通商品コードセンターおよびＥＤＩのご利用料金

２．共通商品コードセンターおよびＥＤＩ お申込手続き

２-１．共通商品コードセンターおよびＥＤＩのお申込手続き

２-２．共通商品コードセンターおよびＥＤＩのお申込パターン

２-３．お申込からご利用開始までの流れ

３．共通商品コードセンターおよびＥＤＩ ご利用開始に必要な作業

２-１．共通商品コードセンターおよびＥＤＩのお申込手続き

２-２．共通商品コードセンターおよびＥＤＩのお申込パターン

＜参考資料＞共通商品コードセンターおよびＥＤＩ パターン別申込書類一覧

もくじ



Copyright(C)2007 NTT DATA Corporation3

１．共通商品コードセンターおよびＥＤＩ
概要
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共通利用型情報基盤整備の主旨

全国楽器協会・共通利用型情報基盤整備の主旨に基づき進められてきた全楽協POSシステムが

構築完了・稼動開始致しました。ご注文を受ける卸・メーカー・出版社各社様における商品マスタ

登録とＥＤＩ対応が、これまで以上に求められる状況となってきました。

全国楽器協会として共通利用型情報基盤整備を行い、情報活用の近代化を促進し、

顧客への商品、サービスの向上を図ることで業界の発展に寄与する。

全国楽器協会として共通利用型情報基盤整備を行い、情報活用の近代化を促進し、

顧客への商品、サービスの向上を図ることで業界の発展に寄与する。

業界統一フォーマットに基づく

商品マスタの管理

共通商品コードセンタ

単品売上、在庫管理

全楽協POSシステム

発注／納品データ交換

ＥＤＩ

「全楽協POSシステム」の稼動にともない小売店におけるＥＤＩ普及も進み、

製造・卸。出版社の商品マスタ登録やEDI対応が求められています。

「全楽協POSシステム」の稼動にともない小売店におけるＥＤＩ普及も進み、

製造・卸。出版社の商品マスタ登録やEDI対応が求められています。

稼動開始稼動開始稼動開始稼動開始！！！！

１-１．共通利用型情報基盤整備の現状
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卸・メーカー・出版社卸・メーカー・出版社小売店小売店

仕 入

在庫管理

納品

受 注

出 荷

需要予測⇒生産へ活用

ＥＤＩＥＤＩＥＤＩ

受発注

発 注

実売(※)

(※) ＥＤＩを用いた実売データのやりとりは現在準備段階です

共通商品コードセンタ共通商品コードセンタ共通商品コードセンタ

商品マスタ

在庫引当

商品マスタ 商品マスタ

storeGATEstoreGATE

全楽協POSシステム

マスタ登録
マスタ

ダウンロード

１-２．共通商品コードセンターおよびＥＤＩのご利用イメージ

共通商品コードセンターおよびＥＤＩによって、小売店・卸・メーカー／出版社相互間における効率

的なデータ交換が実現いたします。

売 上
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１-３．目的別のサービスご利用イメージ

共通商品コードセンターおよびＥＤＩは、小売店・卸・メーカー・出版社各社様それぞれ、目的により

ご利用の形態が異なります。目的に応じて、どちらか あるいは両方のサービスをご利用下さい。

小売店小売店

2

1

項番

ＥＤＩ取引先である卸・メーカー・出版社に対して発
注をデータで送り、納品情報をデータで受け取
りたい

備考申込が必要なサービス目的

・ダウンロードするマスタの種類は、楽器のみ
/楽譜のみ/両方の3パターンから選択可能
・自らがマスタを登録することも可能

共通商品コードセンター全楽協ＰＯＳあるいは自社のＰＯＳ用に商品マ
スタをダウンロードして使用したい

卸・メーカー・出版社卸・メーカー・出版社

2

1

項番

・将来的に、小売店から実売情報をＥＤＩを
介してデータで受け取ることも可能(現在検
討中)

ＥＤＩ小売店からの発注をデータで受け取り、納品
データを返したい

備考申込が必要なサービス目的

・左記の目的の場合、卸・メーカー・出版社
は基本的に登録のみ行うことになるが、もし
コードセンターに登録されている商品マスタ
を自社でもダウンロードしたいという場合は、
別途申込によってダウンロード可能

共通商品コードセンター小売店が活用できるよう、自社が取り扱う商
品マスタをデータとして登録したい
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１-４．共通商品コードセンターおよびＥＤＩのご利用料金

共通商品コードセンターおよびＥＤＩのご利用料金は、以下のとおりです。オプションなどを含めた

詳細な金額は、「楽器・楽譜業界商品コードセンターシステム利用契約」および「楽器・楽譜業界Ｅ

ＤＩ利用契約」をご確認下さい。

例：3円で6明細程
度送信可能。全て
のデータ種別で一
律の料金。

○○1KBまでごとに3円処理料
（ファイル中継料）

○－1MBまでごとに
3,000円/月

ファイル使用料

○○256Bまでごとに
2円

処理料
（ファイル中継料）

卸・メーカー・出版社小売店

○

○

課金対象

○1,200円/月・IDメールボックス使用
料

ＥＤＩ(※)

○3,000円/月・ID基本料共通商品
コードセンター

備考
月額料金

料金種別
(税別)

サービス名

（※）共通商品コードセンターとＥＤＩを併せてご利用ではなくＥＤＩのみをご利用の場合は、上記のＥＤＩ料金に加え
基本料3,000円を毎月お支払いただくこととなります。
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２．共通商品コードセンターおよびＥＤＩ
お申込手続き
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２-１．共通商品コードセンターおよびＥＤＩのお申込手続き

お申込に際しては、ＮＴＴデータとの間でご契約手続きを行っていただきます。ご利用開始までに

必要なお申込手続きは以下のとおりです。

１．ＮＴＴデータへの利用申込

ご利用希望社は以下の連絡先に 電話・ＦＡＸ あるいは 電子メールでお申込み下さい。
所定の申込書類をお送りしますので、必要事項をご記入の上、申込書類と併せてお送りする返信用封筒を
用いてご返送下さい。

【申込書類送付依頼先】
株式会社ＮＴＴデータ 製造・流通・ビジネス事業本部 流通・サービスビジネスユニット
楽器・楽譜業界共通利用型情報基盤 営業担当 （長尾、高田）
TEL：050-5546-8680 / FAX：03-5546-8694 / E-mail：gakki-gakufu@kits.nttdata.co.jp

２．共通取引先コードの取得

共通商品コードセンターおよびＥＤＩでは、ご利用になる企業を識別するコードとして「共通取引先コード」を
利用します。未取得の場合は事前に登録の申請が必要です。
お問い合わせについては、以下の連絡先までお願い申し上げます。

【共通取引先コード 申請に関するお問い合わせ先】
(財)流通システム開発センター 流通コード業務課 共通取引先コード係
TEL： 03-5414-8512 / FAX： 03-5414-8503 / E-mail： iida@dsri.jp
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２-２．共通商品コードセンターおよびＥＤＩのお申込パターン

「１-３．目的別のサービスご利用イメージ」の内容に合わせて、以下のパターンで申込書類を用意

しております。ＮＴＴデータに申込書類の送付依頼を行われる際は、該当するお申込パターンの番

号も併せてご連絡ください。

共通商品コードセンタのみ利用を申し込む

パターン１

共通商品コードセンタを既に利用しており、新たにＥＤＩの利用を申し込む

パターン２

共通商品コードセンタとＥＤＩの利用を同時に申し込む

パターン３

ＥＤＩのみ利用を申し込む

パターン４

◆パターン別の申込書類一覧を、参考として本資料の最後に添付しております。



Copyright(C)2007 NTT DATA Corporation11

２-３．お申込からご利用開始までの流れ

お申込後からご利用開始に必要な情報を運用担当からお客様にお送りするまで約２週間ほどかか

りますので、お申込はなるべく早めにお済ませ下さい。

全
国
楽
器

協
会

Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ

お
客
様 ◇サービス仕様書(※1)

◆申込書類一式

①お客様から資料依頼
(TEL・FAX/E-mail)

NTTデータから資料郵送

③申込書郵送

送付依頼受付・資料発送 ④申込書受付

申請確認

◆申込書類一式

⑤利用通知
<E-mail>

■利用通知書

⑥利用通知受領・
利用設定

ごごごご利用開始利用開始利用開始利用開始
トライアル期間 ※2
(利用開始月の間)

お問い合わせ対応

○お問い合わせ
○回答

※1：サービス仕様書は大切に保管しておいてください
※2：利用開始月の間はトライアル期間とし、ご利用料金は無料とさせていただいております。

環境設定や接続テスト等のトライアル作業はこの期間にお済ませ下さるようお願い申し上げます。
<トライアル期間の例> 2007/4/10よりご利用開始 →4月分のご利用料金が無料

②申込書受領・記入

登録設定作業
(2週間程度)

START
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３．共通商品コードセンターおよびＥＤＩ
ご利用開始に必要な作業
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小売店小売店

共通商品コードセンタ

共通商品マスタ

ＥＤＩ

発注
データ

納品
データ

卸・メーカー・出版社卸・メーカー・出版社

ダイアルアップにてTWIN’ET

のアクセスポイントへ接続

手順①手順①

通信ソフトの使用等に

より、共通商品コードセ

ンタあるいは楽器・楽

譜業界EDIへ接続

手順②手順② 接続手順は

小売店と同様

全銀全銀

TCP/IPTCP/IP

全銀全銀

TCP/IPTCP/IP通信ソフト

（全銀TCP/IP） 通信ソフト

（全銀TCP/IP）

ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

商品マスタやＥＤＩデー

タのやりとりを行う

手順③手順③

３-１．共通商品コードセンターおよび楽器・楽譜業界EDIへの接続について

ご利用の際は、まずダイヤルアップにてTWIN’ETネットワーク(※)へアクセス後、通信ソフト等を用

いて共通商品コードセンターあるいはＥＤＩへ接続していただきます。

(※)TWIN’ETネットワーク：NTTデータが提供するネットワークで、

楽器・楽譜業界様を始め各種業界のEDI等への接続用ネットワー

クとして多くのお客様にご利用いただいております。

共通商品コードセン
ターとＥＤＩでは、接続
時の設定が異なりま
すのでご注意下さい。
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３-２．全国楽器協会推奨の通信ソフト 「ＪＦＴ／Ｌｉｔｅ」

パソコンを用いて共通商品コードセンターおよびＥＤＩに接続される場合に必要な通信ソフトとして、

全国楽器協会様推奨の株式会社 ビック東海製「ＪＦＴ／Ｌｉｔｅ」があります。

全銀TCP/IP手順
お客様 データセンタ

通信ソフト

ＪＦＴ／Ｌｉｔｅは、Windowsパソコン上で動作する「全銀TCP／IP手順」をサポートした低価格な

通信ソフトです。

ＪＦＴ／Ｌｉｔｅ 概要

全国楽器協会会員様向け特典

①会員様向け価格として １ライセンス37,800円(税込) でご提供します。

②ご購入頂いたお客様には、商品マスタのメンテナンスやＥＤＩデータの作成・取込ができる

ツール(エクセルマクロ)を全楽協ホームページにて無料配布しております。

◆◆◆◆おおおお申込申込申込申込ややややマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル、、、、エクセルマクロエクセルマクロエクセルマクロエクセルマクロののののダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードはははは全楽協全楽協全楽協全楽協ホームページホームページホームページホームページからからからから↓↓↓↓↓↓↓↓

http://www.zengakkyo.com/document/1new.htmlhttp://www.zengakkyo.com/document/1new.htmlhttp://www.zengakkyo.com/document/1new.htmlhttp://www.zengakkyo.com/document/1new.html
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＜参考資料＞
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共通商品コードセンターおよびＥＤＩ パターン別申込書類一覧
申込パターンごとの必要書類を一覧にしております。NTTデータより送付の書類内容をご確認の

上、備考欄を参考に記入・返送下さるようお願い致します。

パターン 申込形態 必要書類 備考

1 データ通信サービス利用申込書　兼　承り書
複写式2枚つづり、裏面に「楽器・楽譜業界商品コードセンターシステム利用契約」条文あり。
「NTTデータ控え」を返信用封筒に入れてお送りください。(要公印)

預金口座振替依頼書
複写式3枚つづり。全楽協　共通利用型情報基盤整備のWEBページに掲載の記入例を参考にご記入の上、1枚目の
「預金口座振替依頼書」および2枚目の「預金口座振替払いに関する届出書」をお送りください。

商品マスタ送受信サービス仕様書 「データ通信サービス利用申込書」へのご記入前に、こちらの内容をご確認下さい。

データ通信サービス契約約款［ＴＷＩＮ’ＥＴサービス編］ 「データ通信サービス利用申込書」へのご記入前に、こちらの内容をご確認下さい。

楽器・楽譜業界　共通利用型情報基盤　利用登録依頼書 全楽協　共通利用型情報基盤整備のWEBページに掲載の記入例を参考にご記入下さい。

返信用封筒

2 データ通信サービス利用申込書(EDI用) 必要事項をご記入の上、返信用封筒に入れてお送り下さい。(要公印)

楽器・楽譜業界EDI利用契約 「データ通信サービス利用申込書」へのご記入前に、こちらの内容をご確認下さい。

楽器・楽譜業界ＥＤＩサービス仕様書 「データ通信サービス利用申込書」へのご記入前に、こちらの内容をご確認下さい。

返信用封筒

3 データ通信サービス利用申込書(コードセンター&EDI用) 必要事項をご記入の上、返信用封筒に入れてお送り下さい。(要公印)

楽器・楽譜業界商品コードセンターシステム利用契約 「データ通信サービス利用申込書」へのご記入前に、こちらの内容をご確認下さい。

楽器・楽譜業界EDI利用契約 「データ通信サービス利用申込書」へのご記入前に、こちらの内容をご確認下さい。

預金口座振替依頼書
複写式3枚つづり。全楽協　共通利用型情報基盤整備のWEBページに掲載の記入例を参考にご記入の上、1枚目の
「預金口座振替依頼書」および2枚目の「預金口座振替払いに関する届出書」をお送りください。

商品マスタ送受信サービス仕様書 「データ通信サービス利用申込書」へのご記入前に、こちらの内容をご確認下さい。

楽器・楽譜業界ＥＤＩサービス仕様書 「データ通信サービス利用申込書」へのご記入前に、こちらの内容をご確認下さい。

データ通信サービス契約約款［ＴＷＩＮ’ＥＴサービス編］ 「データ通信サービス利用申込書」へのご記入前に、こちらの内容をご確認下さい。

楽器・楽譜業界　共通利用型情報基盤　利用登録依頼書 全楽協　共通利用型情報基盤整備のWEBページに掲載の記入例を参考にご記入下さい。

返信用封筒

4 データ通信サービス利用申込書(EDI用) 必要事項をご記入の上、返信用封筒に入れてお送り下さい。(要公印)

楽器・楽譜業界EDI利用契約 「データ通信サービス利用申込書」へのご記入前に、こちらの内容をご確認下さい。

預金口座振替依頼書
複写式3枚つづり。全楽協　共通利用型情報基盤整備のWEBページに掲載の記入例を参考にご記入の上、1枚目の
「預金口座振替依頼書」および2枚目の「預金口座振替払いに関する届出書」をお送りください。

楽器・楽譜業界ＥＤＩサービス仕様書 「データ通信サービス利用申込書」へのご記入前に、こちらの内容をご確認下さい。

楽器・楽譜業界EDI　利用登録依頼書 全楽協　共通利用型情報基盤整備のWEBページに掲載の記入例を参考にご記入下さい。

返信用封筒

商品コードセ
ンタを既に利
用しており、
新たにEDIを
申し込む
共通商品コー
ドセンタと楽
器・楽譜業界
EDIの利用を
同時に申し込
む

楽器・楽譜業
界EDIのみ利
用を申し込む

共通商品コー
ドセンタのみ
利用を申し込
む


