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2004年より”新注文システム”としてご利用開始し、2011年から”シマツWEB-EDI”と改名
しましたこのWEB-EDIは、

１．データの整合性を高める
２．リアルタイムに情報をご提供する
３．シンプルでわかり易くするために、注文をお伝えすることだけに特化した内容にする

を目的とし、FAXに代わる注文方法として位置づけた仕組みです。

・　本書に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
・　本書の内容の一部または全部を無断で複写転載することを禁じます。
・　本書に記載の内容および製品の仕様などは、予告なく変更されることがあります。

本書の内容は万全を期して作成しておりますが、万が一　ご不明な点や誤り、記載漏れ
乱丁、落丁など　お気付きの点がございましたら、下記の弊社担当部署までご連絡下さい。

連絡先：　シマツ株式会社　企画機械室　(E-Mail    shimatsu-it@shimatsu.co.jp)

Copyright (C) 2010 Shimatsu Corporation All Right Reserved

ハードウェアやソフトウェアの障害やエラーの発生を防止
するため　必ず守って頂きたい情報を記載しています。

特定のテーマに関する補足情報を記載しています。

メニュー、アイコン ［　］　で囲んで表記します。
ボタン、ウィンドウ （例）　［OK］　ボタンをクリックします。
タブ

キーボード上のキー ＜＞で囲んで表記します。
（例）　キーボードの＜Tab＞キーを押します。

参照先 『　』　で囲んで表記します。
（例）　『2．7　メンテナンスについて』を参照して下さい。

  page． 2



　page． 3

　

第１章　　システムの概要
ｐａｇｅ．５

１．１　シマツWEB－ＥＤＩ　とは
ｐａｇｅ．５

１．２　利用環境について

１．３　仕入先様への　ご協力のお願い ｐａｇｅ．６

１．４　シマツWEB－ＥＤＩ　の主な機能 ｐａｇｅ．７

１．５　システムの起動と終了 ｐａｇｅ．８

１．６　基本的な操作方法 ｐａｇｅ．９

第２章　　各画面の操作方法

２．１　ログインとログアウト ｐａｇｅ．１２

２．２　ログイン画面について ｐａｇｅ．１４

２．３　ログイン後の注文一覧画面について ｐａｇｅ．１５

２．３．１　表示されるアイコン ｐａｇｅ．１５

２．３．２　表示内容の切り替え ｐａｇｅ．１６
２．３．２．１　本日分／全件 ｐａｇｅ．１６
２．３．２．２　全社／拠点別　タグ表示 ｐａｇｅ．１６
２．３．２．３　絞込み／並び順 ｐａｇｅ．１７
２．３．２．４　詳細内容 ｐａｇｅ．１８

２．３．３　回答納期　入力欄について ｐａｇｅ．１９
２，３，４　備考　入力欄について ｐａｇｅ．１９
２．３．５　＜担当者へ連絡＞ボタン ｐａｇｅ．２０
２．３．６　＜注文書＞と＜注文リスト＞ボタン ｐａｇｅ．２１
２．３．７　＜CSVダウンロード＞ボタン ｐａｇｅ．２２

２．４　注文書印刷について ｐａｇｅ．２３

２．５　注文リスト印刷について ｐａｇｅ．２３

２．６　買掛明細ダウンロード ｐａｇｅ．２３

２．７　メンテナンスについて ｐａｇｅ．２４

第３章　　旧ＷＥＢ－ＥＤＩから廃止した機能、追加された新機能 ｐａｇｅ．２５

* 第４章　　買掛明細データのみご利用の仕入先様へ ｐａｇｅ．２６
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インターネットを利用して注文情報や買掛明細データを仕入先様へご提供します。
FAXや郵送に代わる伝達方法とご認識頂ければ幸いです。

標準化されたインターネット技術を利用することで、お互い都合の良いタイミングで
注文や納期回答などの情報をスムーズに伝達することを目的としています。

インターネット可能なパソコンとブラウザーがあればご利用頂けます。

注文情報は弊社内のデータを直接ご覧頂く環境です。
仕入先様でデータ管理する必要はございません。

情報は、ログインＩＤとパスワードによって管理し、更に　ＳＳＬ（暗号化通信）にて
情報漏洩の防止を行います。

インターネットが出来る環境であればご利用頂けます。

推奨ブラウザーは　Google社　Chromeブラウザです。
（２０２２年５月 Apple社のsafari、Microsoft社のEdgeでも動作確認済み）
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* 1日1回　ご都合の良い時間に注文確認をお願いします。
　 9：30と13:30の時点で、新しい注文情報があれば弊社より「注文お知らせ」

メールを、登録頂いているメールアドレスへ自動送信しております。

* 弊社からの指定納期に沿えない場合は、回答納期欄に納期入力下さい。

* 注文内容に対してコメントや連絡事項がある場合は、画面上の＜担当者へ
の連絡＞ボタンで連絡内容を入力頂くか、あるいは、
電話・ＦＡＸでその旨ご連絡下さい。

* 注文を取り消す（キャンセル）場合がございます。
”すれ違い防止”の為に、弊社　注文者より確認電話を入れさせて頂く場合
がございます。

* 弊社が入荷処理した注文情報は、注文一覧から消えます。
商品発送から入荷処理までの間　タイムラグが発生しますが、
ご了承下さい。

ー　仕入先様　ーー　シマツ　ー

AQUA
注文データ

インターネット

入力
納期確認

納期回答入力
問合せ入力

ＡＱＵＡ

リアルタイム

注文一覧リスト
注文書

WEB－ＥＤＩ　イメージ

買掛明細
データ

キャンセル確認
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＞　リアルタイム処理
シマツから仕入先様への注文情報、仕入先様からシマツへの納期回答
双方へリアルタイムにダイレクトに処理します。

＞　お知らせ機能
ログイン画面には、システム全体に対するお知らせを、
ログイン後の注文一覧画面には、個別のお知らせを致します。

＞　シマツ休業日の納期回答チェック
納期回答にシマツ休業日を指定した場合はエラー表示を致します。

＞　未読判別機能
一度　注文一覧で表示したデータは、注文確認データとなります。
新たに追加された注文情報には　　　　のアイコンが表示されます。

＞　本日確認した注文だけを［本日分］として抽出する機能
未読情報を含め、本日　注文一覧表示した情報を［本日分］として抽出します。
本日　既に受け取った注文と、新規に受け取った注文情報の閲覧を可能に
しました。

＞　［担当者への連絡］　
シマツからの注文内容に対しての問合せや連絡を行います。
連絡の入力画面が表示されるので、連絡内容を簡潔に入力して下さい。
入力した連絡は履歴として蓄積されるので、連絡の経緯がわかります。

また　シマツの注文者に連絡が入っていることが伝わります。

＞　視覚的効果
色やアイコンにより、”直送”　”納期遅れ”などの情報をわかり易くしました。
アイコンについては『２．３．１　表示されるアイコン』を参照して下さい。

NEW
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＞起動
ブラウザー（Chrome推奨）を始動して　のＵＲＬに　以下の　アドレスを入力
してアクセスして下さい。(小文字でお願いします）

https://www.shimatsu.co.jp/ehachu/sh-cgi/wb0000.pgm
買掛明細データのみご利用の仕入先様は第4章のＵＲＬにアクセスして下さい

（弊社ＨＰからでもアクセス可能です）

ログイン画面が表示されたら、所定のログインＩＤとパスワードを入力して
ログインして下さい

ログイン画面　および　操作方法については
『２．１　ログインとログアウト』　または　『２．２　ログイン画面について』を参照し
して下さい。

＞終了
［ログオフ］ボタンをクリックして、ログオン画面に戻ってから
ブラウザーを閉じて下さい。

いきなりブラウザーの［☓］ボタンで終了しても、問題はありませんが
なるべく　ログオフしてから終了をお願いします。
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＞　ご利用可能な時間帯

下記のように　ログイン画面に稼動時間をご案内しています。

場合によっては、時間帯が変更になることがあります。
時間外にログインした場合　次のメッセージが表示されログイン出来ません

[OK］ボタンをクリックして
メッセージ画面を閉じて
改めて時間内にログインして
下さい。

＞　ご利用中に時間外になった場合

時間外になると、強制的に接続を打ち切ります。ご注意下さい。
その後、継続すると　以下のエラー画面になります。

［ログイン画面へ］ボタンを
クリックしてログイン画面に
戻って下さい。
改めて時間内にてログイン
して下さい。
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＞　画面遷移
このような　繋がりで構成されています。

注文を一覧表示

ログインする

と

［注文番号］
をクリックする
と内容照会

［担当者へ連
絡］ボタンで
連絡入力

戻りは

必ず

［戻る］
ボタン

終了は

［ログアウト］
ボタン

戻りは

必ず

［戻る］
ボタン

  page． 10



　page． 11

  page． 11



　page． 12

以下の画面にログインIDとパスワードを入力して　　　　　　　　　　ボタンをクリック
して下さい。

ログインＩＤは　弊社よりお知らせしたＩＤをご使用下さい。
パスワードは　弊社より仮パスをお知らせしますが、貴社で変更可能です。
変更された場合は、お忘れのないようお願いします。
入力したパスワードは●に置き換えて表示されます。
なお、英字の大文字・小文字は区別されますのでご注意下さい。

*　パスワードの変更は、『２．７　メンテナンスについて』を参照して下さい。

入力したログインIDあるいはパスワードが正しくない場合、
あるいは　稼動時間外の場合は　以下のメッセージが表示されます。

［OK］ボタンをクリックして、やり直して下さい。

（ログインIDが違う場合） （パスワードが違う場合） （時間外のログイン）
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下記の画面で終了する場合は、画面上部にある［ログアウト］ボタンをクリック
して、一旦　ログオン画面に戻って下さい。

ログオン画面に戻ったら　ブラウザーを終了して下さい。
なお　ブラウザーの終了について、そちらの操作方法に従って下さい。

なるべく　ログオフをしてから終了して頂けますようお願いします。

＊お断り＊
説明の為 明細内容を空白にしています
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ログインの仕方については、前項『２．１　ログイン・ログオフ』を参照して
下さい。

ここでは、ログイン画面に表示されている項目ついて　ご説明します。

説明は　　下記の画面イメージ上に　　　　　　吹き出しを使って行います

画面に表示しています　”稼動時間”　は、緊急を伴う場合　予告無く変更
する場合があります。
パスワードは、大文字小文字を区別します。
複数人で同時使用されると最後に操作した方の情報に全て置き換わりますので
同時使用は差控えて下さい。

弊社から仕入先様へのお知らせを掲載する箇所

ログインIDとパスワードを

ログインボタンと操作案内を掲載する箇所
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ログイン後、以下の注文一覧画面が表示されます。
この画面について説明します。

お知らせ
弊社からお知らせがある場合、このアイコンが表示されます。
”注文一覧”タイトルの右側に表示するので、アイコンをクリックして下さい
お知らせを参照して下さい。

新しい注文
初めて注文一覧に表示された注文には　このアイコンが表示されます。
注文番号の右側に表示されます。

ログアウトすると、この表示は外れます。

納期遅延
回答納期が当日以前の注文に　このアイコンが表示されます。
指示納期と回答納期の間に表示されます。

入荷処理までのタイムラグによって　表示にズレが発生します
ご了承下さい。

直送指定注文
直送をお願いする注文には　このアイコンが表示されます。
直送先の内容は、注文番号をクリックして詳細を参照して下さい。

御社からの納品書を受け取って仕入処理するまでは
注文情報は表示されたままとなります。
ご了承下さい。

＊お断り＊
説明の為 明細内容を空白にしています
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ログインの直後は、”本日分”の全社の注文が表示されます。
任意に”本日分”と”注文（全件）に切り替えすることが可能です。

切り替えは、画面左上にある　次のボタンをクリックします

＊本日分の定義＊
ここでいう　”本日分”とは

前回　ログイン・ログアウトされた後に追加された注文を指します。
御社において、ログイン当日に入手した注文情報となります。

本日分の中でも、既読の注文と　追加された注文（未読）が混在します。
追加された注文番号の右側にアイコン　　　　　　を表示して視認性を
高めました

タグによって、情報を　全社あるいは各拠点別に表示を分けています。

＊お断り＊
説明の為 明細内容を空白にしています

  page． 16



　page． 17

画面上のボタン　　　　　　　　　　　　　　で　変更が可能です。

情報の絞込みには　次のいづれか１つ選択可能 （*：初動作の絞込）

* 全て
直送分のみ
直送分以外

並び順には、次のうち　3つまでの組み合わせが可能 （*：初動作の並び順）

* 注文番号↑（昇順）　↓（降順）
品番　　　↑（昇順）　↓（降順）
注文日付↑（昇順）　↓（降順）

* 指定納期↑（昇順）　↓（降順）
回答納期↑（昇順）　↓（降順）

* 作成日時↑（昇順）　↓（降順）

ログインの都度、最新情報（未読）が　初期表示されるようにするには、
作成日時↓、指示納期↓、注文番号↑の条件で表示して下さい。

＊お断り＊
説明の為 明細内容を空白にしています
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明細一覧で注文番号をクリックすると、詳細内容が表示されます。
直送先などの情報はこちらを参照して下さい。
説明は　　下記の画面イメージ上に　　　　　　吹き出しを使って行います

Harley Davidson XL1200X (forty eight)

○▲☐

****

○▲☐
***県**市***町

**** **** ****

****

シマツ太郎
****

御社から頂いている見積番号

弊社の品番 御社あるいはメーカー品番

直送先 住所

直送先 宛名
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注文一覧に回答納期欄へ　弊社に納品して頂ける予定日を入力して下さい。
なお、弊社からの指定納期と同じ場合　入力は不要です。

回答納期を入力したら　必ず　　　　　　　　　　　　　　ボタンをクリックして
下さい。変更内容が登録されます。

弊社　注文者からのコメントを表示しています
コメントに対する返答は、　『２．３．５　＜担当者へ連絡＞ボタン』を参照して
下さい。

＊お断り＊
説明の為 明細内容を空白にしています

  page． 19



　page． 20

注文一覧の各注文には　　　　　　　　　　　　ボタンが付いています。

このボタンをクリックすると、該当の注文に対する問合せ画面が表示されます
説明は　　下記の画面イメージ上に　　　　　　吹き出しを使って行います

****

Harley Davidson XL1200X (forty eight)

****

**** 営業所
****

弊社 注文者への連絡内容を入力
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＊　注文書は、弊社　所定レイアウトで注文書の印刷を行います。
直送先の宛先が印刷されます。
直送先有無によって、ページ替えして印刷します。
Ａ４・縦向き印刷となります。

＊　注文リストは、注文一覧のイメージで印刷を行います。
品揃えに最低必要な項目だけに絞ったリストになります。
Ａ４・縦向き印刷となります。

印刷する明細の選択が必要です。
明細　左端のチェックボックス　☐　をクリックして　✓（チェック）を付けて
下さい。

＊お断り＊
説明の為 明細内容を空白にしています
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＊　注文情報を、CSVデータ形式でダウンロードします。
ダウンロードしたい注文を選択して下さい。
選択した注文の全項目がダウンロードされます。

保存先を任意指定する画面が表示されます。
任意のファイル名を付けて保管して下さい。

なお　ファイル名は　予め指定した設定しておくことが可能です。
『２．７　メンテナンス』を参照して下さい。

印刷する明細の選択が必要です。
明細　左端のチェックボックス　☐　をクリックして　✓（チェック）を付けて
下さい。

ダウンロードしたCSVファイルを、直接エクエルで開くと
文字属性の”ゼロ”表示が欠落します。
ご注意下さい。
（例） 品番

000100 ⇒ エクセルが自動編集してしまう

自動編集されないようにするには、エクセルを実行し
ツールバーから　データ（Ｄ）→外部データ取り込み（Ｄ）→
データの取り込み（Ｄ）で、CSVﾌｧｲﾙを取り込んで下さい。
（この操作については　エクセルのマニュアル等をご参照下さい）

100

＊お断り＊
説明の為 明細内容を空白にしています
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Ａ４・縦向き印刷されます。
実際に　印刷を行うと印刷イメージが表示されます。

ブラウザーの印刷機能を利用して、印刷を行って下さい。

Ａ４・縦向き印刷されます。
実際に　印刷を行うと印刷イメージが表示されます。

ブラウザーの印刷機能を利用して、印刷を行って下さい。

毎月の買掛明細データをＣＶＳ形式でダウンロードして頂けます。
御社内でご活用下さい。
新しいデータが出来るまでは　何度でも同じデータをダウンロード可能です

ダウンロードしたCSVファイルを、直接エクエルで開くと
文字属性の”ゼロ”表示が欠落します。
ご注意下さい。
（例） 品番

000100 ⇒ エクセルが自動編集してしまう

自動編集されないようにするには、エクセルを実行し
ツールバーから　データ（Ｄ）→外部データ取り込み（Ｄ）→
データの取り込み（Ｄ）で、CSVﾌｧｲﾙを取り込んで下さい。
（この操作については　エクセルのマニュアル等をご参照下さい）

100

＊お断り＊
説明の為 明細内容を空白にしています
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御社の情報を任意に変更することが可能です。
注文一覧の画面にある　［メンテンス］ボタンをクリックして下さい。

ＣＳＶファイル名を指定。
無指定は、
”Download”というファイ
ル名になります。

★マークの項目は必須です。
代表メールに、弊社からのお知らせ
を送信します。

＊お断り＊
説明の為 明細内容を空白にしています

入力されたメールアドレスへ、弊社

からの”注文案内メール”を送信し

ます。
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廃止した機能

＞　弊社での　入荷・仕入処理状況および　拒否データ確認の廃止
弊社から注文情報をお伝えするだけのシンプルな仕組みにしました。

＞　印刷するための特殊なソフト
ブラウザーのバージョンに左右されるため、仕入先様にとって不自由な為
廃止しました。
印刷はブラウザーの機能を利用します

＞　メールによる弊社　注文者への問合せ
Windows　７には　メールソフトが標準装備されていません。
これらに対応すべく、履歴化した問い合わせ用データベースを用意しました

追加した機能

＞　リアルタイムな情報提供
弊社　基幹システムで作成した注文情報は、リアルタイムでお伝えします。

＞　買掛明細データのダウンロード
これまで、メールで配信させて頂いていましたが、配信を辞めて
ダウンロードしてと頂くことにしました。

これにより、データ未配達や消失を防止します。

＞　弊社　稼動日にそった回答納期
入力された回答納期は、弊社　稼動日か否かチェックします。
これにより、弊社　公休日に納品されることを防止します。

＞　アイコン表示
注文情報の既読・未読、納期遅れ、直送指定、お知らせ
　これらを視覚的　直感的に認識できるよう　アイコン表示しました
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買掛明細データのみご利用の仕入先様は、以下のＵＲLにアクセスして下さい。

https://www.shimatsu.co.jp/ehachu/sh-cgi/wb1000.pgm

以下の専用ログイン画面が表示されます。

ログインＩＤとパスワードを入力して　　　　　　　　　　　　ボタンをクリックして下さい

買掛明細データのダウンロードが実行されます。

注文確認される方と買掛明細をダウンロードする方が異なる場合は、
アクセス先のＵＲＬを使い分けて下さい。

貴社各拠点でお取引がある場合は、それぞれ　ログインして頂く必要があります。
一括ダウンロードの機能はありません。
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