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FINET VAN SERVICE

新データ種『事前出荷情報（ASN）』の
ご紹介

　ファイネットは、2016年4月に制定された「事前出荷情報（ASN）」を受けて、
新たに2017年3月24日、商品流通VANサービスに追加対応いたしました。

 １．「事前出荷情報（ASN)」の標準フォーマット制定について 
　メーカー/卸店間での入荷検品業務の効率化を目的として、2016年4月、一般社団法人日本加工食品卸協会にてメー
カー/卸店間の標準フォーマットにおける新たなデータ種として「事前出荷情報（ASN）」が制定されました。
　卸店では、小売業などの得意先に出荷する際に商品ごとにその賞味期限の出荷許容範囲を管理する必要性から、入
荷検品時に商品現物の賞味期限を確認した上で在庫管理システム等に手入力し、そのロット別に在庫を管理しています。
　事前出荷情報（ASN）データは、パレット単位の商品明細とともにこの賞味期限について、あらかじめメーカーか
ら卸店にデータを伝達しておくことで、入荷検品業務における現物確認/手入力を省き業務効率化とスピードアップを
実現するものであり、ひいては検品レス化によるトラックの待機時間削減に繋げる手段の一つになり得るものです。
　当データ種は、酒類・加工食品業界標準化推進会議※（事務局：ファイネット）にて素案を作り、一般社団法人日本
加工食品卸協会に起案し標準データフォーマットとして承認/制定されました。
　これを受けて、ファイネットでは当データ種について、2017年3月24日、商品流通VANサービスに追加対応いたし
ました。

 ２．導入イメージ 

●データフォーマットは、一般社団法人日本加工食品卸協会のホームページからダウンロードいただけます。
　▶http://nsk.c.ooco.jp/library&data.html
　　資料室ページ内の書式「平成28年4月21日 事前出荷情報（ASN）Ver_1_00」

メーカー
データ作成

・発注No.
・出荷No.
・パレット情報
・賞味期限情報

卸　店
データ取込

・発注No.
・出荷No.
・パレット情報
・賞味期限情報納品

事前出荷情報（ASN）データ

発注

待機時間＝短縮！ 手入力不要！
スピードＵＰ！◎

メーカー 卸　店

納品

発注

待機時間＝長

入荷検品
現物確認

賞味期限手入力！

現
　状

導
入
後
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 ３．ファイネットのサービス対応 
　ホスト接続のみ対応いたします。（WebEDIではご利用いただけません）

 ４．ご利用開始にあたって 

　相手企業と十分にデータ内容と業務運用についてご調整ください。
　運用確認項目としては「発注リードタイム」「納品時間」「荷下ろしの仕方」「パレットの運用方法」などが挙げられ
ます。
　データ交換の実施が決まりましたら、ファイネット手続きサイトより事前にお申込みください。

 ５．お問い合わせ先 
　ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　●事前出荷情報(ASN)のご利用について
　　　ファイネット　営業推進部　 　03-5643-3450（平日9：00～17：30）
　●手続きサイトご利用方法について
　　　ファイネット　ヘルプデスク　 ®0120-091-094（年中無休7：30～23：00）

【参考】　メーカー/物流会社間の標準データフォーマット制定について
　昨今、多くのメーカーは得意先への納品に関わる物流業務について、外部の物流事業者等に委託しています。メーカー/物流
会社間でのデータ交換（EDI）についても、全体最適の観点から標準的なデータフォーマットの利用が望まれます。
　各社固有のデータフォーマットではなく、標準データフォーマットを使うことでお互いに相手企業ごとの変換処理が削減され、
業務効率化とコスト削減に寄与します。多くの企業が標準データフォーマットを利用することにより、そのメリットが最大化さ
れます。
　酒類・加工食品業界標準化推進会議 ※（事務局：ファイネット）では、2015年9月、メーカー/物流会社間の標準データフォ
ーマットを制定し、広く業界内でご利用いただけるよう普及推進に取り組んでいます。

●データフォーマットは、ファイネットホームページからダウンロードいただけます。
　▶http://www.finet.co.jp/hyojyunka/index.html
　　標準化推進活動ページ内の物流関連データ標準フォーマット
●ファイネットにおける商品流通VANサービスへの上記4データ種の追加は、別途、検討中です。
※ 酒類・加工食品業界標準化推進会議：2003年発足、メーカー22社、卸店8社の有志企業の参加により、企業間データ

交換における標準化検討/推進に取り組む会議体です。

メーカー 卸店 備　考
利用データ種追加申込 ○ ○ 事前出荷情報（データ種：7A）を追加してください
データ交換開始申込 ○ 不要 相手ステーション、開始日等を指定してください（メーカー側のみ）

○：必要なお申し込み

メーカー/物流会社間の標準データフォーマット

メーカー 物流会社出荷配送依頼

納入実績

運賃請求
倉庫料（保管料）請求

出庫／配送

配送実績
入出庫／保管

受注／在庫引当
売掛計上

照合/支払確定
￥
￥
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　2020年以降も安定的に継続利用いただくために、インタ
ーネット手順への移行をお願いいたします。
　期限間際では消費税率変更／軽減税率対応の時期とも重な
り、流通業界で多くの企業による駆け込み対応が懸念されま

す。システム見直しなどの適切なタイミングに合わせて、出
来るだけ早期にインターネット手順への移行をお勧めいたし
ます。

　インターネット手順は、インターネット（IP網）を使っ
てEDIを行うため高速な通信が可能です。
　ファイネットでは3つのインターネット手順をサポートし

ています。システム環境に合わせていずれかの手順への移行
をご検討ください。

インターネット手順への移行のお願い22

インターネット手順とは33

　NTT 東日本・NTT 西日本では、両社（以下、NTT）の
サービスネットワークの根幹部分について、従来の固定電話
を中心とした公衆交換電話網を将来的に廃止し、光ブロード
バンドネットワークをベースとしたIP網へ移行していくた
めの取組み※2を進めています。
　これによって、これまで流通業界で広くに使われてきた、
公衆交換電話網にダイヤルアップ接続してデータ交換を行う
方式の「全銀協TCP/IP手順」「JCA手順」「全銀協BSC手順」 

が使えなくなっていきます（ひかり電話などでこれらの手順
を使うとパケット遅延/ロス等によって接続が不安定になる
可能性があり、サービスとして保証することが困難です）。
　ファイネットでは、このような動きをユーザーの皆様にお
伝えすべく、2015年にはFINE FINET Vol.36誌上でも『い
ま使っているEDIの機器はいつまで使える?!』と題して記
事を掲載し、インターネット手順への移行をお勧めしている
ところです。

※1　PSTNマイグレーション＝公衆交換電話網（Public Switched Telephone Network）から移行（Migration）すること。
※2　 2025年にはNTTの公衆交換電話網の設備が維持限界を迎えることから、2020年～2025年にかけて段階的にIP網への移行が進められるこ

とになっています。特に、現在多くの方々がファイネット接続にご利用されているデータ通信サービス「INSネット（ディジタル通信モー
ド）」については、2020年度を目途に提供終了予定であると公表されています（NTTでは、終了予定の若干の後ろ倒しを検討中：2017年
2月時点）。 「ひかり電話」「INSネット」はNTTのサービス名称です。

※3　 PULL型：送受信いずれの場合も、ユーザー様から接続する方
式（従来の手順と同じ方式）

※4　 PUSH型：データを送信する側から接続し、受信する側が待ち
受ける方式

インターネット手順のメリット！

NTT の PSTN マイグレーション ※1 とデータ交換への影響11

インターネット手順への移行のお願い
～ホスト接続で全銀協 TCP/IP 手順、JCA 手順および全銀協 BSC 手順をご利用の皆様へのお願い～

通信手順 接続方法 導入費用・難易度
JX手順 PULL型※3 安価で比較的容易
ebXML MS手順 PUSH型※4 高価
AS2手順 PUSH型※4 高価

✓ 飛躍的な通信速度向上（2.4～128kbps⇒10～100Mbps） ✓ 安価な通信費用（通話料廃止）
✓ 災害に強い通信（電話回線の輻輳回避） ✓ 海外からの接続が可能
ユーザーA社様の通信時間短縮事例

移行前

移行後

50分＝3000秒（全銀協TCP／IP手順）

0.7分＝40秒！（ebXML MS手順）
99%短縮！

通信時間

約30万レコードでの通信実績
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　インターネット手順ご利用のお申込み方法
　　Step 1　ユーザー様よりインターネット手順用の「ステーション追加」お申込み（手続きサイト）
　　Step 2　ファイネットにてステーションを追加登録し、設定内容をご通知（郵送）
　　Step 3　ユーザー様とファイネット間での事前接続確認テスト
　　Step 4　ユーザー様よりインターネット手順切替のお申込み（手続きサイト）
　　Step 5　ご利用開始 ※詳細は手続きサイトにて『【インターネット手順】移行の手引き』をご参照ください。

◉�インターネット手順のご利用に掛かる料金は�
ありません！

　インターネット手順でのご利用に関する固有の料金設定は
ございません。現在のご利用料金体系のままです。

◉�データ内容の変更は不要です！
　現状通りのデータフォーマット、データ内容で送受信くだ
さい。接続相手企業とのご調整は不要です。

◉�事前接続確認（通信テスト）のお申込みが�
便利になりました！

　インターネット手順への移行に先立って必要となる通信テ
ストが、簡単にお申込みいただけます。

◉�JX手順利用時にはファイル結合機能を�
ご利用ください！

　JX手順では送信元のファイル単位で受信するため、複数
のファイルを受信する際には繰り返し受信する必要があり、
通信時間が長くなります。当機能をONにすると送信元から
配信された複数のファイルを一括取得できます。

ファイルサイズが100メガバイト(約78万レコード相当)を超え
た場合はファイルを分割いたしますので、当機能ご利用の場合で
も繰り返し受信設定は必要です。 当機能を利用するには、JX手
順の通信ソフトが2007年版対応である必要があります。手続き
サイトで当機能のON/OFFをご選択いただけます。

◉�JX手順利用時の通信ソフト設定ガイドを�
ご用意しました！

　ご利用の多い通信ソフトについて、各販売元ベンダー様に
もご協力いただき、ファイネットに接続する際の設定ガイド
を作成しました。
　 手続きサイトからダウンロードいただけますので、JX手

順への移行をご検討の際は、ぜひご参照ください。
ガイド名　　 『インターネット手順（JX手順）通信クライアントソ

フトの設定について』
対象ソフト　 株式会社インターコム　「Biware JX クライアント」、

キヤノンITソリューションズ株式会社　「EDI-Master 
B2B for JX-Client」、株式会社データ・アプリケーショ
ン「ACMS E2X」「ACMS B2B」「ACMS Lite Neo」

　「全銀協TCP/IP手順」「JCA手順」「全銀協BSC手順」をご利用の皆様は、お早めに「インターネット手順」への移行をご検
討ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

インターネット手順への移行について
ファイネット 運用管理部　 　03-5643-3410（平日9:00～17:30）

手続きサイトご利用方法について

ファイネット ヘルプデスク　 ®0120-091-094（年中無休7:30～23:00）

移行に際しての手続きについて44

ご検討に際して55

お問い合わせ先66

・手続きサイトからお申込み
・手続きサイトで実施日時や
テスト結果がご確認いただ
けます。

これまで
（紙／ FAX ／電話）

・お申込み用紙にご記入
・FAXにてお申込み
・FAXにて実施日時のご通知
・お電話で結果確認

これから
（Webサイト）
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　営業推進部では、当社の大きな事業目標である「顧客満足度の向上」を目的として、エリアのユーザー
様同士のコミュニケーションを深める「エリア会」の開催を働きかけています。
　2016年度は、三重県エリアと甲信エリアのメーカー様の情報交換会が初めて実現しました。

【三重県エリアメーカー会】
　6月15日（水）、三重県桑名市のサンジルシ醸造㈱様の会議室を
お借りして「三重県エリアメーカー会」が開催されました。参加さ
れたメーカーは、井村屋グループ㈱様、井村屋㈱様、サンジルシ醸
造㈱様、ヤマモリ㈱様、㈱横山食品様およびファイネットの6社9
名の方々です。各社はいずれもオンライン化推進にたいへん積極的
に取り組んでおられ、それぞれが抱える諸課題について他社事例を
知りたいとのご要望をいただいたことが開催のきっかけとなりまし
た。
　当社から東海エリアのメーカー様へお声掛けし、第1回はいずれ
も三重県に本社を置かれているメーカー様にお集まりいただきまし
た。開催の主旨は、①オンライン化に関する課題、事例を情報共有することで、各社のオンライン化推進に役立てる、
②話題はオンライン化に限定せず、システム、SCM、経理業務等においても自由に意見交換を行うことで、課題解決
に役立てるとし、活発な会議となりました。オンライン化推進の話題以外にも、現状の各社の物流における課題、同一
エリアにおける共同配送の可能性等について意見が交わされました。
　会議終了後は、居酒屋に舞台を移してさらに会話の花が咲き、参加者の間のコミュニケーションが深まりました。次
回はさらに多くのユーザー様に参加いただければと思います。

【長野県エリアメーカー会】
　9月15日（木）、長野市の㈱みすずコーポレーション様の会議室
をお借りしてメーカー様情報交換会が開催されました。長野、山梨、
群馬から13名の方々が参加されました。参加メーカーは、伊那食
品工業㈱様、㈱ドンレミー様、長野県農協直販㈱様、㈱ナガノトマ
ト様、㈱はくばく様、㈱みすずコーポレーション様、㈱ヤッホーブ
ルーイング様およびファイネットです。実に多彩な商品を扱ってお
られるメーカー様が一堂に会し、意見交換もたいへん活発に行われ
ました。通常の業務では知り合う機会のあまりないメンバーがフラ
ットに意見交換できる場だったと、参加者の皆様からは前向きなご
意見を多くいただきました。
　これをきっかけとして、第二回、第三回と継続開催につながれば何よりのことと思っております。

　ファイネットは、「酒類・加工食品業界の共通基盤」として、数多くのユーザー様と接する機会をいただいております。
エリア内や業界内、またはそれらを超えて、広く情報交換をしたいとお考えであれば、ぜひ一度ファイネットにご相談
ください。ユーザー様とユーザー様を「つなぐ」お手伝いをさせていただけることを常に念願いたしております。

三重県エリアメーカー会（於：桑名市、サンジルシ醸造㈱様
会議室）

長野県エリアメーカー会（於：長野市、㈱みすずコーポレー
ション様会議室）

「ファイネットユーザー様をつなぐ活動」として

「エリア会」を開催
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ファイネット ヘルプデスク便り
HELPDESK NEWS

　ファイネットでは、ユーザー様の利便性向上を目的として、２０１７年３月２９日（水）より、手続きサイト※1に「接続テストメ
ニュー」を追加いたしました。この機能では、接続テストのお申し込みから結果確認までがＷｅｂ上で行えるようになります。
　今回は、その「接続テストWeb申し込み」についてご紹介いたします。
 ※1　手続きサイトとは、各種お申し込みおよび、データ交換の送受信状況が確認できるＷｅｂサイトです。

◆接続テストとは
　ユーザー様の通信環境更改（通信手順の変更、通信設定の追加、通信機器の入替）などの際に、ファイネットVAN
との事前接続確認（接続テスト）を実施させていただいております。
　このたび、接続テストのお申し込みをこれまでのFAXによる方法から、手続きサイト内の「接続テストメニュー」
からのお申し込みに変更いたしました。これに伴いまして、予約状況・結果といったご確認がWeb上で行えるように
なります。
◆機能の特長
・接続テストの予約がWebから24時間365日いつでも可能※2 ・ヘルプデスクとの調整が原則不要※3

・予約の空き状況がリアルタイムにわかる ・結果確認もWebから可能
※2　毎週木曜日の22時～24時は定期メンテナンスの為、ご利用できません。
※3　実施内容によっては、調整が発生する場合が御座います。

◆お申し込み方法

ご不明な点がございましたら、私たちファイネット ヘルプデスクまでお気軽にお問い合わせください。
®0120-091-094（受付時間7:30〜23:00）

ホスト接続のユーザー様へ
接続テスト Web申し込み開始のお知らせ！

Step1
手続きサイトログイン

Step4Step3
お申込み完了

Step5
結果の確認

接続テスト申込・結果一覧

申込一覧

Step2
接続テストお申し込み
　希望日時の選択
　ステーション／データ種の選択
　お申込者等の登録
　お申込内容の確認

申込内容の確認
（申込取消・内容変更）

①「接続テストメニュー」画面

③「ステーションの選択」画面

②「希望日時の選択」画面

④「結果の確認」画面

❶ ❷

❸ ❹

接続テストメニューを追加

テスト対象のステーション
コードを選択

テスト時間帯を選択

接続テストの結果確認

テスト希望日を選択
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［FINET ANNOUNCEMENT］ ファイネット・アナウンスメント

　弊社の会社休業日は、右記の通りでございます。

　ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、ご理解のほど

宜しくお願い申し上げます。

　なお、ファイネット ヘルプデスクは通常通り稼動し

ておりますので、お問い合わせの際はご利用ください。

【会社休業日】

・2017年6月26日（月） （総務部）

〔ファイネット ヘルプデスク〕

®0120-091-094
（年中無休7:30～23:00）

　今回、ご送付いたしております「FINE FINET（フ

ァイン・ファイネット）」の宛名や部数の変更等がご

ざいましたら、右記までご連絡ください。

【連絡先】　株式会社ファイネット　営業推進部

　Tel.03-5643-3450／e-mail 

 （総務部）

会社休業日について

FINE FINETの送付先等の変更について

ファイネットへのお支払は、お得で便利な「預金口座振替」をお勧めします

5月23日（火）「2017年度ファイネットユーザー会」を開催いたします
　当会はファイネットの取り組み内容のご紹介ととも

に、ユーザー様間のご親睦を深めていただく目的で、

毎年開催しております。

　2017年度は5月23日（火）に東京での開催を予定

しております。

　詳細は別途ご案内申し上げます。皆様のご参加を社

員一同お待ちしております。

 （営業推進部）

　弊社では、お支払方法に「預金口座振替」がござい

ます。この機会に、是非ともご検討いただければ幸い

です。

【ご利用のメリット】

⑴お振込手数料はお客様負担となりますが、振替手数

料は弊社負担でございます。

⑵月々のお振込手続きが不要になり、業務の簡略化が

図れます。

【お申込方法】

⑴弊社、手続きサイトからお申込みください。

　手続きサイトURL　http://www.finet.co.jp/fts

⑵手続きサイトのご利用がご不明の場合のお問い合わ

せ先

　〔ファイネット ヘルプデスク〕
　 ®0120-091-094
　（年中無休7:30～23:00）

 （総務部）

2016年度ファイネットユーザー会の様子


