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はじめに 
 
企業間の受発注業務を含むデータ連携については、FAX・電話等によりやり取りされて

いるか、情報化されていても複数の独自システムが構築されるなどにより業種の垣根を越

えたデータ連携システムが存在しないことから、次のような問題が生じている。 
・取引先ごとにシステムが異なるため、多画面（多システム）を使用しなければならず手

間がかかる問題 
・取引形態の変化に応じて新たなシステム投資が必要となる問題 
・上記の結果として、例えば受発注業務において、銀行口座への送受金の情報と受発注の

情報が別のシステムで動いていて連携できないためこれを手動でひも付ける作業をしな

ければならない上に、過去の受発注の情報が散逸してデータが蓄積されず当該ビッグデ

ータを経営に利活用できていない問題 
このような問題を解決することによって、中小企業の生産性をより一層向上させること

が期待できる。 
このため、中小企業庁は平成２８年度補正予算「経営力向上・ＩＴ基盤整備支援事業

（次世代企業間データ連携調査事業）」（以下、「次世代企業間データ連携調査事業」また

は「本事業」という。）において業種の垣根を越えたデータ連携システム整備委員会（以

下、「整備委員会」という。）を立ち上げ、業種の垣根を越えたデータ連携システムの仕

様、データ連携システムを用いて企業にデータ連携サービスを提供するサービスプロバイ

ダーの要件等に係る調査を実施し、企業の業務の効率化及び業務情報の利活用を可能にす

る情報基盤の整備を図ることとした。 
本事業における業種の垣根を越えたデータ連携システムの仕様については、本事業の受

託事業者である特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会（以下、「ITC 協会」という）

の提案による国連 CEFACT 国際 EDI 標準準拠の「中小企業共通 EDI 仕様 v3.1」を原案

とし、当該案に基づき実施した業種・地域の異なる 12 件の実証プロジェクトの成果を反

映するとともに、本事業の成果が事業終了後においても活用され、普及することによって

中小企業の生産性をより一層向上させるという本事業の目的を踏まえ、より多くの関係

者、とくに受発注システムを利用する企業、受発注システムを開発・提供する企業、業界

標準システムを開発・提供する業界団体等の意見を採り入れるために平成 29 年（2017
年）12 月 11 日から平成 30 年（2018 年）１月 10 日までの間、パブリックコメントを求

めた。パブリックコメントの結果を踏まえた「中小企業共通 EDI 標準（案）」を整備委員

会において審議し、「中小企業共通 EDI 標準（初版）」として取りまとめ、平成 30 年

（2018 年）3 月に公表した。 
「中小企業共通 EDI 標準(初版)」には EDI 取引を行う企業の、それぞれ異なる仕様の社

内業務システム間で EDI データ交換を実現するために、中小企業共通 EDI 標準仕様書に

おいて相互連携性仕様を規定した。 
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さらに中小企業共通 EDI 標準(初版)には中小企業共通 EDI を活用して紙取引から EDI デ
ジタル取引へ移行するための手順をユーザー企業、および IT 企業に示す参照文書とし

て、中小企業共通 EDI メッセージガイドラインが提供されている。 
また、中小企業共通 EDI の実装手順を IT 企業に示す参照文書として、中小企業共通

EDI 実装ガイドラインが参照文書として提供されている。これらの参照文書を活用して、

中小企業共通 EDI の普及が促進されることを期待している。 
 
●中小企業共通 EDI 標準の管理体制 
整備委員会は本事業の成果である「中小企業共通 EDI 標準」について、本事業終了後は

ITC 協会が引き継いで維持管理を担当することとした。ITC 協会は中小企業共通 EDI の
実用化を目指してすでに協会内に設置されている「つなぐ IT 推進委員会」（以下、本委員

会という）において、引き続き当該標準の維持・管理を行うこととした。本委員会は国連

CEFACT 日本国内委員会一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会(以下、「SIPS」
という)と連携して中小企業共通 EDI 標準の維持管理を進めている。 
中小企業共通 EDI 標準の管理体制を下図に示す。 

 
図 中小企業共通 EDI 標準の管理体制と SIPS との連携 

 
 
注１：SIPS は業界横断 EDI 仕様（国連 CEFACT 標準準拠）を策定 

ITC 協会は SIPS の賛助会員 

注２：ITC 協会は中小企業共通 EDI 標準を策定 

中小企業共通 EDI 標準は SIPS 業界横断 EDI 仕様の中小企業ドメイン拡張版 

 
＜公開仕様の URL＞ 
https://tsunagu-it.com/trade/download/ 
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中小企業庁 技術・経営革新課 
 
【事務局】 
特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 
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●中小企業共通 EDI 標準 V2.0 バージョンアップについて 
ITC 協会つなぐ IT 推進委員会は「次世代企業間データ連携調査事業」で 2018 年 3 月に

公開された中小企業共通 EDI 標準（初版）について、その後の環境変化に対応するための

検討を進めてきたが、この度以下の内容を反映してバージョンアップを行い、標準 V2.0 と

して公開する。 
 
 バージョンアップ V2.0 の要点 
１． 次世代企業間データ連携調査事業のパブリックコメントで提示された意見のうち、

次年度以降の対応に先送りされた事項への対応 
２． 改正消費税（区分記載請求書、および適格請求書保存方式）への対応 
３． 2018年12月より実用サービスが提供された全銀EDIシステム（以下、「金融EDI」、

または「ZEDI」という）への対応 
 
 バージョンアップ V2.0 の概要 

1. パブリックコメントへの対応内容 
→注文メッセージ以外の取引プロセス（見積、見積回答、注文回答、出荷、検収、

請求）への拡張 
2. 改正消費税への対応内容 

→「区分記載請求書」「適格請求書」への表記が義務付けられた情報項目の追加 
3. 金融 EDI への対応内容 

→金融 EDI と連携する支払通知メッセージの追加 
 
 バージョンアップ V2.0 対象文書 

1. 中小企業共通 EDI 標準仕様書(本書)  
＜付表＞相互連携性情報項目表 

2. 中小企業共通 EDI メッセージガイドライン 
＜付表１＞中小企業共通 EDI 標準メッセージ辞書・BIE 表 
＜付表 2＞中小企業共通 EDI 標準コード定義表 
＜付表 3＞中小企業共通 EDI 標準簡易マッピング表 

3. 中小企業共通 EDI 実装ガイドライン 
＜付表＞実装ガイドライン・チェックリスト 
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１．中小企業共通 EDI 仕様の標準化について 
１．１．EDI フレームワーク 

EDI フレームワークは次世代電子商取引推進協議会（ECOM）において図 1.1 のとおり

定義されている 1。 
企業間の情報交換（以下、「EDI」という。）は、企業間で合意した「業務連携」（サプラ

イチェーン取引プロセス)において、合意された「業務情報」（EDI メッセージ）を、合意

された「情報表現様式」（メッセージフォーマット）で、合意された「運用手順」（ビジネ

スルール）に従い、合意された「電文搬送様式」（EDI 通信プロトコル）の上で行われる

とされている。これらの各要素は独立しており、利用に際しては多様な組み合わせで実装

されている。 
一部の大手業界では「業務情報」、「情報表現」について EDI 情報項目の業界仕様が策定

され、合意のための協議の簡略化を図っている。「電文搬送」については国際 EDI 通信標

準としてすでに提供されている複数の仕様から選択し、これらを取りまとめて業界 EDI 標
準を制定している。 
これに対し「業務連携」、「運用手順」は当事者間の協議に任されていた。この協議は取

引する関係企業各社の社内業務システム、および固有取引手順の整合が必要であり、この

ために長時間の調整が必要であった。 

 
図 1.1. EDI フレームワーク 

 
しかし、中小企業が EDI 導入のために割くことが可能な資源は限られており、中小企業

がこれらの仕様を理解し、発注者と受注者が協議して接続条件を合意することは困難であ

る。中小企業へ EDI を普及するためには取引当事者間の協議を最小限にする手段の提供が

必要である。 
中小企業共通 EDI 標準はこれらの課題の解消を目的として制定された。 

 
  

                                                   
1 出所：次世代電子商取引推進協議会 平成 19 年度 情報共有基盤整備報告書  
    https://www.jipdec.or.jp/archives/publications/J0004273 
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１．２．中小企業共通 EDI 標準の構成文書の概要と適用範囲 
中小企業共通 EDI 標準は以下の文書で構成される。 
 
●中小企業共通 EDI 標準の構成文書 

① 中小企業共通 EDI 標準仕様書 
② 中小企業共通 EDI メッセージガイドライン（参考資料） 
③ 中小企業共通 EDI 実装ガイドライン（参考資料） 

 
また、EDI フレームワークにおける中小企業共通 EDI 標準の適用範囲を図 1.2.に示す。 

 
図 1.2. EDI フレームワークにおける中小企業共通 EDI の適用範囲 

 
中小企業共通 EDI 標準の構成文書の概要を次に示す。 

① 中小企業共通 EDI 標準仕様書 
中小企業共通 EDI 標準仕様書は、異なる製品事業者（以下、「IT ベンダー」とい

う。）の業務アプリケーション、並びにクラウド業務サービス（以下、「業務アプリ」

という。）間の取引データ交換を保証するための相互連携性仕様を規定している。相

互連携性仕様は中小企業への EDI 普及のための仕様として策定された規程である。中

小企業共通 EDI 標準仕様書では、EDI フレームワークのうち「業務連携」や「業務

情報」の一部について規定しており、相互連携を実現するための情報項目を定めた中

小企業共通 EDI 標準相互連携性仕様情報項目表（付表）が提供されている。 
② 中小企業共通 EDI メッセージガイドライン 

中小企業共通 EDI メッセージガイドラインは、中小企業共通 EDI のメッセージ仕

様、および当該メッセージを利用して中小企業の紙取引をデジタル取引へ置き換える

手順の解説を行う参考文書であり、「業務連携」、「業務情報」、「運用手順」について

規定している。中小企業共通 EDI ユーザー企業、および IT ベンダー企業を対象にし

ている。 
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メッセージ仕様では国連 CEFACT 標準共通辞書に基づき開発した中小企業共通

EDI メッセージについて記載するとともに、以下の資料を付表として提供している。 
中小企業共通 EDI メッセージ辞書・BIE 表（付表１）、中小企業共通 EDI 標準コー

ド定義表（付表２）、および中小企業共通 EDI 簡易マッピング表（付表３） 
③ 中小企業共通 EDI 実装ガイドライン 

中小企業共通 EDI を構成する中小企業共通 EDI プロバイダ（以下「共通 EDI プロ

バイダ」という。）、および業務アプリの相互連携を実現するため必要となる「情報表

現」や「電文搬送」に係る機能等の実装方法を IT ベンダー企業へ解説する参考文書で

ある。 
 
１．３．中小企業共通 EDI 標準と業界横断 EDI 仕様との関係 
中小企業共通 EDI 標準は、国際取引の世界的な簡素化を行うために手続き、および情報

の流れの簡素化、統一化を推進している国際標準である国連 CEFACT 標準に準拠し策定

している。国連 CEFACT のわが国の窓口組織は、国連 CEFACT 日本委員会であり国連

CEFACT -EDI 標準については同委員会の傘下にある一般社団法人サプライチェーン情報

基盤研究会（以下、「SIPS」という。）が保守・管理に参画している。 
SIPS は、国連 CEFACT 標準準拠の業界横断 EDI 仕様、およびここに含まれる EDI メ

ッセージ仕様を一元的に登録管理している 2。SIPS は EDI メッセージ仕様を業種別のド

メインに分割し、ドメインごとの管理組織が策定し登録申請した EDI メッセージ仕様を審

査して登録している。 
中小企業共通 EDI メッセージ仕様は、SIPS の中小企業共通 EDI ドメインに所属し策定

されている。 
 

２．相互連携性仕様の考え方 
２．１．相互連携性仕様の必要性 
これまでの EDI 導入は、発注者と受注者がすでに利用している各社の業務アプリ間で

EDI を実現するために、接続要件の合意形成に長期間の協議が必要であり、さらに合意内

容を実装するために既存の業務アプリをカスタマイズする必要があった。しかし、これらの

EDI 導入に対するシステム投資は高額であり中小企業の取引量では投資対効果に見合わな

い場合が多く、中小企業の EDI 利用が進まない大きな要因になっていた。 
これらの問題の解決策は、業務アプリのカスタマイズや合意形成のための事前協議を無く

すことである。中小企業の多くは市販のパッケージ業務アプリやクラウド業務サービス（以

下、「業務アプリ」という）を利用しており、これらの業務アプリにあらかじめ中小企業共

通 EDI 標準による相互連携のための機能が実装されていれば、業務アプリが EDI によるデ

                                                   
2 出所：業界横断レジストリ管理システム 

http://www.caos-a.co.jp/SIPS/itctools/topmenu.html 
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ータ連携をするためのカスタマイズは不要になる。 
また、業務アプリで利用できる情報項目がすべて同じであれば事前協議の必要はなくなり、

接続先の業務アプリを意識することなく EDI によるデータ交換が可能になる。 
しかし、現実には IT ベンダーが商品化している業務アプリは IT ベンダー各社のビジネ

ス戦略により、実装されている情報項目は異なっている。このままの状況では異なる IT ベ

ンダー製の業務アプリ間で EDI データ交換を保証することはできない。 
 
中小企業共通 EDI 標準は、異なる IT ベンダー製の業務アプリ間で EDI によるデータ交

換ができる相互連携性を重要な要件と位置付けており、これを実現するためには業務アプ

リに対する情報項目の実装に何らかの規定が必要であることが明らかとなった。 
異なる IT ベンダー製の業務アプリ間の相互連携性の考え方を図 2.1.に示す。 
 

 

図 2.1. 情報項目の実装に違いがある場合のデータ連携（イメージ） 
 

２．２．相互連携性仕様の前提条件 
（１） 対象ドメイン 

業務アプリは、業種ごとに多様な仕様で開発されており、実装されている情報項

目も多様である。そこで、相互連携性は、対応するドメインに属する業務アプリ間

で確保することとする。対象ドメインの詳細は「中小企業共通 EDI メッセージガ

イドライン」を参照されたい。 
（２） 対象取引プロセス 

対象ドメインが規定する取引プロセスとする。取引プロセスの詳細は「中小企業

共通 EDI メッセージガイドライン」を参照されたい。 
（３） 対象業務アプリ 

対象業務アプリは、対象ドメインが規定する相互連携性仕様を実装した業務アプ

リとする。当該業務アプリは、相互連携性仕様に規定する業務アプリの必須情報項

目のデータ交換を可能としなければならない。 
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（４） 対象 EDI プロバイダ 
対象 EDI プロバイダは、対象ドメインが規定する相互連携性仕様を実装した共通

EDI プロバイダとする。当該プロバイダは、相互連携性仕様に規定する全ての情

報項目のデータ交換を可能としなければならない。 
 
３．相互連携性仕様 
３．１．対象ドメイン 

中小企業ドメインとする。 
 

３．２．対象取引プロセス 
中小企業通常取引プロセスにおける見積依頼、見積回答、注文、注文回答、出荷、検

収、請求、支払通知の各プロセスを対象とする。 
 
３．３．相互連携性仕様の対象情報項目 
中小企業共通 EDI 標準仕様書 V2.0（以下、標準仕様書 V2.0 と呼ぶ）では注文プロセス

の注文メッセージのほか、取引プロセス全体のメッセージに標準化範囲を拡張した。 
また情報項目については、標準仕様書（初版）で規定した情報項目に加えて、改正消費

税が求める区分記載請求書、並びに適格請求書で表記を義務付けられた情報項目を追加し

た。また金融 EDI 連携に対応するために支払通知メッセージを追加した。 
標準仕様書 V2.0 の標準化の範囲を図 3.1 に示す。 

 

 
図 3.1. 標準仕様書 V2.0_draft におけるメッセージ仕様の標準化範囲 
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詳細は、＜付表＞中小企業共通 EDI 標準相互連携性仕様情報項目表 ver.2、並びに中小企

業共通 EDI メッセージガイドラインを参照されたい。 
 
３．４．改正消費税への対応仕様 

2019 年 10 月より導入される改正消費税の軽減税率に対応するために、区分記載請求書

の発行と当該請求書に記載する情報項目が義務づけられた。これらの情報項目は中小企業

共通 EDI 標準仕様書＜付表＞中小企業共通 EDI 標準相互連携性仕様情報項目表 ver.2（以

下、標準仕様書<付表>情報項目表という）へ必須情報項目として追加した。 
 
さらに適格請求書保存方式が 2023 年 10 月より導入が計画されているが、施行に関する

要件の詳細は国において整備中である。適格請求書に記載を義務付けられた情報項目は確

定しているので、これらの情報項目は標準仕様書＜付表>情報項目表に追加した。具体的

には適格請求書に記載を義務付けられた情報項目、並びに中小企業共通 EDI で交換された

電磁的記録データ保存の際に必要な情報項目である。これらの情報項目は中小企業共通

EDI メッセージガイドライン＜付表１＞中小企業共通 EDI 標準メッセージ辞書・BIE 表

_ver.2 に適格請求書対応欄を設けて参考情報として記載したので参照されたい。 
 
適格請求書関連の情報項目は今回のバージョンアップ v2.0 では任意情報項目に追加する

に止め、必須情報項目にはしていない。しかし適格請求書保存方式が施行される時点で

は、消費税納税に際して必須の要件となるので、今後のバージョンアップで標準仕様書＜

付表＞情報項目表の必須情報項目へ追加されることになる。適格請求書保存方式の施行以

前においても、適格請求書の規定に従う請求書の利用は認められているので、実装に際し

ては留意されたい。 
 
３．５．全銀 EDI システム(ZEDI)への対応仕様 

ZEDI は銀行振込情報に商流情報の支払明細データ添付を可能とするサービスである。

ZEDI は 2018 年 12 月よりサービスを開始したので、中小企業共通 EDI 標準はこのサー

ビスへ対応するために支払通知メッセージを策定して追加した。 
経済産業省は ZEDI のサービス提供開始に先立ち、2016 年 12 月に金融 EDI(ZEDI)へ添

付すべき商流 EDI 明細に関する推奨情報項目（40 項目）を整理し公開した。 
全国銀行協会は ZEDI の簡易な利用促進ために「簡易 XML ファイル作成機能」(以下、

「S-ZEDI」という)を提供している。S-ZEDI は経済産業省整理の情報項目の中から 16 項

目を選択し、さらに独自に規定した２項目を追加した 18 項目を規定した。中小企業共通

EDI 標準支払通知メッセージは、これらの情報項目を組み込んでいる。 
これらの情報項目の対応関係は中小企業共通 EDI メッセージガイドライン＜付表１＞中

小企業共通 EDI 標準メッセージ辞書・BIE 表_ver.2 の支払通知メッセージに、経済産業



 
 

Ver2.0_draft_r10_ 2019-3-15 

11 
 

 

省整理情報項目マッピング欄と S-ZEDI 情報項目マッピング欄を設けて参考情報として記

載したので参照されたい。 
 

 
３．６．標準仕様の実装について 
業務アプリ間の相互連携性実現には標準仕様書に規定された仕様を実装しなければなら

ない。さらに中小企業共通 EDI メッセージガイドライン、および中小企業共通 EDI 実装ガ

イドラインに参考情報が提供されているので、これを参照されることを推奨する。 
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中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表
ver.2.0_draft_r10_2019/3/15

見積依頼メッセージ

中小企業共通EDI標準相互連携性情報項目表v2.0_draft_r10_2019-3-15＜見積依頼＞

【凡例】
〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目

（◎） 改正消費税の区分記載請求書に記載する必須情報項目
無印 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装任意情報項目

中小企業共通EDIプロバイダはBIE表記載の全情報項目の実装必須

(※)パスの詳細は中⼩企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver2.0_draft_r10_2019-3-15 <見積依頼メッセージ>を参照

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略し
て記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

98 97 11

1 ヘッダ部 UN01008343 見積依頼履歴番号 見積依頼書の変更履歴を管理する番号。

2 ヘッダ部 UN01008345 見積依頼書番号
発注者が見積依頼書を特定するために付番す
る管理番号。

〇

3 ヘッダ部 UN01008348 見積依頼書目的コード
発注者が見積依頼の目的（新規依頼、変更再
見積依頼、取消、打切り）を管理するために
付番した区分コード

4 ヘッダ部 UN01008350 文書タイプコード
この文書が見積依頼書であることを識別する
コード

5 ヘッダ部 UN01008352 見積依頼書発行日
発注者が見積依頼を行った日付，または見積
依頼書の書面上の発行日付。

〇

6 ヘッダ部 UN01008353 見積依頼書改定日 見積依頼書を改訂した日付

7 ヘッダ部 UN01012681 見積依頼書名 発注者が見積依頼書に付与した文書名称

8 ヘッダ部 JPSxxxxxxxx 見積依頼書類型コード
見積依頼書の類型（通常見積、注文後変更見
積等を）識別するために見積依頼者が付与す
るコード

9 ヘッダ部 UN01005613 見積返信期限 見積回答返信の要求期限

10 ヘッダ部 UN01005558 見積依頼注釈表題 注釈内容の表題を示す。

11 ヘッダ部 UN01005560 見積依頼注釈内容
注釈表題ごとの内容情報を入力するフリース
ペース。

12 ヘッダ部 UN01005757 発注者コード
注文を行う企業/工場・事業所・事業部門等を
表す発注者が付与した企業コード。

〇

13 ヘッダ部 UN01005758 発注者国際企業コード 注文を行う企業を表す国際企業コード。

14 ヘッダ部 UN01005759 発注者名称
注文を行う企業/工場・事業所・事業部門等を
表す名称。

〇

15 ヘッダ部 UN01005719 発注者部門コード 発注者の発注部門を表すコード

16 ヘッダ部 UN01005720 発注者担当名 発注者の発注担当者の名称

17 ヘッダ部 UN01005721 発注者部門名 発注者の発注部門を表す名称

18 ヘッダ部 UN01005860 発注者電話番号 発注者の電話番号。

19 ヘッダ部 UN01005860 発注者FAX番号 発注者のFAX番号。

20 ヘッダ部 UN01005858 発注者メールアドレス 発注者の電子メールアドレス。

21 ヘッダ部 UN01005689 発注者郵便番号 発注者の郵便番号。

22 ヘッダ部 UN01005692 発注者住所 発注者の住所。

23 ヘッダ部 UN01005757 受注者コード
注文を受ける企業/工場・事業所・事業部門等
を表す発注者が付与した企業コード。

〇

24 ヘッダ部 UN01005758 受注者国際企業コード 注文を受ける企業を表す国際企業コード。

25 ヘッダ部 UN01005759 受注者名称
注文を受ける企業/工場・事業所・事業部門等
を表す名称。

〇

26 ヘッダ部 UN01005719 受注者部門コード 受注者の受注部門を表すコード

27 ヘッダ部 UN01005720 受注者担当名 受注者の受注担当者を表す名称

中小企業共通EDI
基本マッピング行番

号
ヘッダ/明
細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

1
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見積依頼メッセージ

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略し
て記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

中小企業共通EDI
基本マッピング行番

号
ヘッダ/明
細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

28 ヘッダ部 UN01005721 受注者部門名 受注者の受注部門を表す名称

29 ヘッダ部 UN01005860 受注者電話番号 受注者の電話番号。

30 ヘッダ部 UN01005860 受注者FAX番号 受注者のFAX番号

31 ヘッダ部 UN01005858 受注者メールアドレス 受注者の電子メールアドレス。

32 ヘッダ部 UN01005689 受注者郵便番号 受注者の郵便番号。

33 ヘッダ部 UN01005692 受注者住所 受注者の住所。

34 ヘッダ部 UN01005748 納入条件類型コード
INCOTERMSコードなど、これらの取引荷渡
条件の荷渡の種別を特定するコード

35 ヘッダ部 UN01005749 納入条件説明文 取引荷渡条件を文字で説明したもの

36 ヘッダ部 UN01005580 （参照）注文書番号
この見積依頼書が参照する注文書を特定する
ために注文者が付番した管理番号。

37 ヘッダ部 UN01005582 （参照）注文書発行日
この見積依頼書が参照する注文書に注文者が
記載した注文を行った日付，または注文書の
書面上の発行日付。

38 ヘッダ部 UN01005588 （参照）注文履歴番号
この見積依頼書が参照する注文書の変更履歴
を管理する番号。

39 ヘッダ部 UN01006415 （参照）注文書情報
この見積依頼書が参照する注文者が注文書に
付与した情報

40 ヘッダ部 UN01009672 （参照）文書タイプコード
この見積依頼書が参照する文書が注文書であ
ることを識別するコード

41 ヘッダ部 JPS1900001 （参照）注文目的コード
この見積依頼書が参照する注文書に注文者が
注文の目的（新規、変更、取消）を管理する
ために付番した区分コード

42 ヘッダ部 UN01005757 関係企業コード
取引に関係する企業を示す発注者が付与した
コード

43 ヘッダ部 UN01005759 関係企業名
取引に関係する企業（エンドユーザー、代理
店、請求先など）の名称

44 ヘッダ部 UN01006744 関係企業役割区分コード
関係企業の役割（エンドユーザー、代理店、
請求先など）を特定する区分コード

45 ヘッダ部 UN01000372 プロジェクト番号
発注品に関するプロジェクト・工事案件等を
管理するための番号。

46 ヘッダ部 UN01000374 プロジェクト名
発注品に関するプロジェクト・工事案件等の
名称。

47 ヘッダ部 UN01011487 検収条件タイプコード
プロジェクト・工事案件の検収条件（工事完
成基準、工事進行基準）を区分するコード

48 ヘッダ部 UN01011488 検収条件
プロジェクト・工事案件の検収条件を示す文
言

49 ヘッダ部 UN01001904 着工日 プロジェクトの着工日

50 ヘッダ部 UN01001905 竣工日 プロジェクトの竣工日

51 ヘッダ部 UN01005757 出荷元コード
出荷元の企業／工場・事業所・事業部門等を
表すコード

52 ヘッダ部 UN01005759 出荷元名称
出荷元の企業／工場・事業所・事業部門等の
名称

53 ヘッダ部 UN01005757 納入先コード
納入先の企業／工場・事業所・事業部門等を
表すコード

54 ヘッダ部 UN01005758 納入先国際企業コード 納入秋企業を表す国際企業コード。

55 ヘッダ部 UN01005759 納入先名称
納入先の企業／工場・事業所・事業部門等の
名称

56 ヘッダ部 UN01005719 納入先部門コード 納入先の担当部門コード

2
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パスは省略し
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項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

中小企業共通EDI
基本マッピング行番

号
ヘッダ/明
細
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57 ヘッダ部 UN01005721 納入先部門名 納入先の担当部門名

58 ヘッダ部 UN01005689 納入先郵便番号 納入先の郵便番号

59 ヘッダ部 UN01005692 納入先住所 納入先の住所

60 明細部 UN01008335 見積依頼行番号

複数見積明細の場合に明細ごとの内容を特定
するために付与した番号。行番号として付与
した場合は見積依頼書番号との複合キーで特
定する。

〇

61 明細部 UN01008336 見積依頼明細状態区分コード
発注者が見積依頼明細の状態（新規、変更、
取消、打切り）を管理するために付番した区
分コード

62 明細部 UN01005558 見積依頼明細注釈表題 明細注釈内容の表題を示す。

63 明細部 UN01005560 見積依頼明細注釈内容
明細注釈表題ごとの内容情報を入力するフ
リースペース。

64 明細部 UN01005749 納入条件 納入条件についての説明

65 明細部 UN01005580 （参照）注文明細番号
この見積依頼書が参照する注文明細を特定す
るために注文者が付番した管理番号。

66 明細部 UN01005585 （参照）注文明細行番号
この見積依頼書が参照する注文明細に記載の
注文明細行番号

67 明細部 UN01006415 （参照）注文明細情報
この見積依頼書が参照する注文者が注文明細
に付与した情報

68 明細部 UN01009672 （参照）文書タイプコード
この見積依頼 書が参照する文書が注文書であ
ることを識別するコード

69 明細部 JPS1900001 （参照）注文明細目的コード
この見積依頼書明細が参照する注文書明細に
注文者が注文の目的（新規、変更、取消）を
管理するために付番したコード

70 明細部 UN01005791 単価区分コード 単価の種別を示す区分コード

71 明細部 UN01005792 見積依頼単価
発注者が提示した明細依頼品の１単位あたり
の取引単価(税抜き)。

72 明細部 UN01008625 見積依頼数量 発注者が提示した明細見積品の要求数量。 〇

73 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

74 明細部 UN01011481 入り数

1パッケージ当たりの数量。「入り数」が示さ
れた場合、1回の納入当たりのバラ数量や1発
注当たりのバラ数量は当数量の整数倍になる
ことを示す。

75 明細部 UN01005757 明細納入先コード
納入先の企業／工場・事業所・事業部門等を
表すコード

76 明細部 UN01005758 明細納入先国際企業コード 納入秋企業を表す国際企業コード。

77 明細部 UN01005759 明細納入先名称
納入先の企業／工場・事業所・事業部門等の
名称

78 明細部 UN01005720 明細納入先担当者 明細納入先の担当者名

79 明細部 UN01005721 明細納入先部門名 明細納入先の部門名

80 明細部 UN01005689 明細納入先郵便番号 納入先の郵便番号

81 明細部 UN01005692 明細納入先住所 納入先の住所

82 明細部 UN01005628 要求納入日
発注者から受注者に提示した、明細見積依頼
品の納入期日，または納入希望日。

〇

83 明細部 UN01005513 納入場所コード 納入場所または受渡場所を示すコード。

84 明細部 UN01005514 納入場所名称 納入場所または受渡場所の名称。

85 明細部 UN01005813 品名コード
発注者が見積依頼品の品名を特定するために
付与したコード3
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号
ヘッダ/明
細
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86 明細部 UN01005815 品名 見積依頼品の品名。

87 明細部 UN01005817 品目摘要 この見積依頼品を文字で説明したもの 〇

88 明細部 UN01008532 機種
この見積依頼品の完成品の種別を特定する
コード

89 明細部 UN01005570 品目特性説明文
この品目特性(材質、規格、寸法、形状など)
を文字で説明したもの。

90 明細部 UN01008297 品目特性区分コード
この品目特性の内容を特定するためにドメイ
ンが付与する区分コード

91 明細部 UN01005757 指定メーカーコード
見積依頼品の製造者を特定するために付与し
たコード

92 明細部 UN01005759 指定メーカー名 見積依頼品の製造者の名称

93 明細部 UN01005580 技術文書番号
発注者が受注者に提示する図面・仕様書等の
技術文書管理番号。

94 明細部 UN01005588 版数
図面・仕様書等の作成・変更回数を表す。品
名・品名コードと共に品目の内容を特定す
る。

95 明細部 UN01005589 技術文書ファイル名
技術文書のファイル名称、参照URL等を示
す。。

96 明細部 UN01006415 技術文書情報 技術文書に関する情報

97 明細部 UN01006791 梱包単位個数 梱包単位の数量

98 明細部 UN01006793 荷姿コード
納入品のパッケージの梱包方法を示すコー
ド。

4
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見積回答メッセージ

中小企業共通EDI標準相互連携性情報項目表v2.0_draft_r10_2019-3-15＜見積回答＞

【凡例】
〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目

（◎） 改正消費税の区分記載請求書に記載する必須情報項目
無印 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装任意情報項目

中小企業共通EDIプロバイダはBIE表記載の全情報項目の実装必須

(※)パスの詳細は中⼩企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver2.0_draft_r10_2019-3-15 <見積回答メッセージ>を参照

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

137 136 17

1 ヘッダ部 UN01008343 見積回答履歴番号 見積回答書の変更履歴を管理する番号。

2 ヘッダ部 UN01008345 見積回答書番号
受注者が見積回答書を特定するために付番する
管理番号。

〇

3 ヘッダ部 UN01008348 見積回答書目的コード
受注者が見積回答の状態（新規、変更、取消、
打切り）を管理するために付番した区分コード

4 ヘッダ部 UN01008349 見積回答タイプコード
見積回答のタイプ（受諾、条件付き受諾、辞退
など）を管理するために見積回答者が附番した
コード

5 ヘッダ部 UN01008350 文書タイプコード
この文書が見積回答書であることを識別する
コード

6 ヘッダ部 UN01008352 見積回答文書発行日
受注者が見積回答を行った日付，または見積回
答書の書面上の発行日付。

〇

7 ヘッダ部 UN01008353 見積回答書改定日 見積回答書を改訂した日付

8 ヘッダ部 UN01012681 見積回答書名 受注者が見積依頼書に付与した文書名称

9 ヘッダ部 UN01005613 見積回答書有効期限 見積回答書の有効期限

10 ヘッダ部 UN01005558 見積回答注釈表題 注釈内容の表題を示す。

11 ヘッダ部 UN01005560 見積回答注釈内容
注釈表題ごとの内容情報を入力するフリース
ペース。

12 ヘッダ部 UN01005757 発注者コード
注文を行う企業/工場・事業所・事業部門等を表
す発注者が付与した企業コード。

〇

13 ヘッダ部 UN01005758 発注者国際企業コード 注文を行う企業を表す国際企業コード。

14 ヘッダ部 UN01005759 発注者名称
注文を行う企業/工場・事業所・事業部門等を表
す名称。

〇

15 ヘッダ部 UN01005719 発注者部門コード 発注者の発注部門を表すコード

16 ヘッダ部 UN01005720 発注者担当名 発注者の発注担当者の名称

17 ヘッダ部 UN01005721 発注者部門名 発注者の発注部門を表す名称

18 ヘッダ部 UN01005860 発注者電話番号 発注者の電話番号。

19 ヘッダ部 UN01005860 発注者FAX番号 発注者のFAX番号。

20 ヘッダ部 UN01005858 発注者メールアドレス 発注者の電子メールアドレス。

21 ヘッダ部 UN01005689 発注者郵便番号 発注者の郵便番号。

22 ヘッダ部 UN01005692 発注者住所 発注者の住所。

23 ヘッダ部 UN01005757 受注者コード
注文を受ける企業/工場・事業所・事業部門等を
表す発注者が付与した企業コード。

〇

24 ヘッダ部 UN01005758 受注者国際企業コード 注文を受ける企業を表す国際企業コード。

25 ヘッダ部 UN01005759 受注者名称
注文を受ける企業/工場・事業所・事業部門等を
表す名称。

〇

26 ヘッダ部 UN01013039 登録企業コード 適格請求書発行事業者登録番号

27 ヘッダ部 UN01005719 受注者部門コード 受注者の受注部門を表すコード

28 ヘッダ部 UN01005720 受注者担当名 受注者の受注担当者を表す名称

中小企業共通EDIメッセージ辞書
行番
号

ヘッダ/明
細

中小企業共通EDI
基本マッピング

5
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国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

中小企業共通EDIメッセージ辞書
行番
号

ヘッダ/明
細

中小企業共通EDI
基本マッピング

29 ヘッダ部 UN01005721 受注者部門名 受注者の受注部門を表す名称

30 ヘッダ部 UN01005860 受注者電話番号 受注者の電話番号。

31 ヘッダ部 UN01005860 受注者FAX番号 受注者のFAX番号

32 ヘッダ部 UN01005858 受注者メールアドレス 受注者の電子メールアドレス。

33 ヘッダ部 UN01005689 受注者郵便番号 受注者の郵便番号。

34 ヘッダ部 UN01005692 受注者住所 受注者の住所。

35 ヘッダ部 UN01005580 （参照）注文書番号
この見積回答書が参照する注文書を特定するた
めに注文者が付番した管理番号。

36 ヘッダ部 UN01005582 （参照）注文書発行日
この見積回答書が参照する注文書に注文者が記
載した注文を行った日付，または注文書の書面
上の発行日付。

37 ヘッダ部 UN01005588 （参照）注文履歴番号
この見積回答書が参照する注文書の変更履歴を
管理する番号。

38 ヘッダ部 UN01006415 （参照）注文書情報
この見積回答書が参照する注文者が注文書に付
与した情報

39 ヘッダ部 UN01009672 （参照）文書タイプコード
この見積回答書が参照する文書が注文書である
ことを識別するコード

40 ヘッダ部 JPS1900001 （参照）注文目的コード
この見積回答書が参照する注文書に注文者が注
文の目的（新規、変更、取消）を管理するため
に付番した区分コード

41 ヘッダ部 UN01005580 （参照）見積依頼書番号
この見積回答書が参照する発注者が見積依頼書
を特定するために付番した管理番号。

〇

42 ヘッダ部 UN01005582 （参照）見積依頼書発行日
この見積回答書が参照する見積依頼書に発注者
が記載した文書発行日付，または見積依頼書の
書面上の発行日付。

43 ヘッダ部 UN01005588 （参照）見積依頼履歴番号
見積回答書が参照する見積依頼書の変更履歴を
管理する番号。

44 ヘッダ部 UN01005589 （参照）見積依頼書名
この見積回答書が参照する発注者が見積依頼書
に付与した文書名称

45 ヘッダ部 UN01006415 （参照）見積依頼書情報
この見積回答書が参照する発注者が見積依頼書
に付与した情報

46 ヘッダ部 UN01009672 （参照）文書タイプコード
この見積回答書が参照する文書が見積依頼書で
あることを識別するコード

47 ヘッダ部 JPS1900001
（参照）見積依頼目的コー
ド

この見積回答書が参照する見積依頼書に発注者
が見積依頼の目的（新規依頼、変更再見積依
頼、取消、打切り）を管理するために付番した
区分コード

48 ヘッダ部 UN01005757 関係企業コード
取引に関係する企業を示す発注者が付与した
コード

49 ヘッダ部 UN01005759 関係企業名
取引に関係する企業（エンドユーザー、代理
店、請求先など）の名称

50 ヘッダ部 UN01006744 関係企業役割区分コード
関係企業の役割（エンドユーザー、代理店、請
求先など）を特定する区分コード

51 ヘッダ部 UN01000372 プロジェクト番号
発注品に関するプロジェクト・工事案件等を管
理するための番号。

52 ヘッダ部 UN01000374 プロジェクト名
発注品に関するプロジェクト・工事案件等の名
称。

53 ヘッダ部 UN01011487 検収条件タイプコード
プロジェクト・工事案件の検収条件（工事完成
基準、工事進行基準）を区分するコード

54 ヘッダ部 UN01011488 検収条件 プロジェクト・工事案件の検収条件を示す文言

55 ヘッダ部 UN01001904 着工日 プロジェクトの着工日

56 ヘッダ部 UN01001905 竣工日 プロジェクトの竣工日

57 ヘッダ部 UN01005757 出荷元コード
出荷元の企業／工場・事業所・事業部門等を表
すコード

6
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細

中小企業共通EDI
基本マッピング

58 ヘッダ部 UN01005759 出荷元名称
出荷元の企業／工場・事業所・事業部門等の名
称

59 ヘッダ部 UN01005757 納入先コード
納入先の企業／工場・事業所・事業部門等を表
すコード

60 ヘッダ部 UN01005758 納入先国際企業コード 納入秋企業を表す国際企業コード。

61 ヘッダ部 UN01005759 納入先名称
納入先の企業／工場・事業所・事業部門等の名
称

62 ヘッダ部 UN01005719 納入先部門コード 納入先の担当部門コード

63 ヘッダ部 UN01005720 納入先担当者名 納入先の担当者の氏名

64 ヘッダ部 UN01005721 納入先部門名 納入先の担当部門名

65 ヘッダ部 UN01005725 納入先担当者コード 納入先の担当者コード

66 ヘッダ部 UN01005860 納入先電話番号 納入先の電話番号

67 ヘッダ部 UN01005689 納入先郵便番号 納入先の郵便番号

68 ヘッダ部 UN01005692 納入先住所 納入先の住所

69 ヘッダ部 UN01008776 通貨コード 通貨の種別を示すコード。

70 ヘッダ部 UN01008461 税込み注文総合計金額 税込み明細発注金額の総合計金額。

71 ヘッダ部 UN01008462 見積回答合計金額(税抜き) 見積回答明細の金額（税抜き）合計。

72 ヘッダ部 UN01008463 見積回答合計金額(税込み) 見積回答明細の金額（税込み）合計

73 ヘッダ部 JPS1800083 合計税額 発注明細消費税額の合計金額。

74 ヘッダ部 UN01005783 支払条件
商取引上の支払方法等の支払い条件に関して受
注者が提示する文言。

75 ヘッダ部 UN01005833 消費税額 見積品の消費税額

76 ヘッダ部 UN01005834 税タイプコード 税の種類(消費税、関税など）を識別するコード

77 ヘッダ部 UN01005839
課税対象合計金額（税抜
き）

税抜き消費税課税対象合計金額（＝単価(税抜き)
×検収数量）

78 ヘッダ部 UN01005850 税区分
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識
別するための区分名

〇

79 ヘッダ部 UN01007174 税率 見積品の消費税率 〇

80 ヘッダ部 UN01013040
課税対象合計金額（税込
み）

税込み消費税課税対象合計金額（＝単価(税込み)
×数量）

（◎）

81 ヘッダ部 JPS1800091 税計算方式 税計算方式（積上げ、割戻し等）を指定。

82 明細部 UN01008335 見積回答行番号

複数見積明細の場合に明細ごとの内容を特定す
るために付与した番号。行番号として付与した
場合は見積回答書番号との複合キーで特定す
る。

〇

83 明細部 UN01008336
見積回答明細状態区分コー
ド

発注者が見積回答明細の状態（新規、変更、取
消、打切り）を管理するために付番した区分
コード

84 明細部 UN01008337
見積回答明細理由区分コー
ド

見積回答の区分を示すコード。回答区分は見
積、条件付見積（納期・数量を変更）、拒否

85 明細部 UN01005558 見積回答明細注釈表題 明細注釈内容の表題を示す。

86 明細部 UN01005560 見積回答明細注釈内容
明細注釈表題ごとの内容情報を入力するフリー
スペース。

87 明細部 UN01005749 納入条件 納入条件についての説明

88 明細部 UN01005580 （参照）注文書番号
この見積回答書が参照する注文明細に記載の注
文書番号

89 明細部 UN01005585 （参照）注文明細行番号
この見積回答書が参照する注文明細に記載の注
文明細行番号

7
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90 明細部 UN01006415 （参照）注文明細情報
この見積回答書が参照する注文者が注文明細に
付与した情報

91 明細部 UN01009672 （参照）文書タイプコード
この見積依頼 書が参照する文書が注文書である
ことを識別するコード

92 明細部 JPS1900001
（参照）注文明細目的コー
ド

この見積依頼書明細が参照する注文書明細に注
文者が注文の目的（新規、変更、取消）を管理
するために付番したコード

93 明細部 UN01005583
（参照）見積依頼明細状態
区分コード

発注者が見積依頼明細の状態（新規、変更、取
消、打切り）を管理するために付番した区分
コード

94 明細部 UN01005585 （参照）見積依頼明細番号
当該見積回答書が参照する見積依頼書に記載の
見積依頼明細番号

95 明細部 UN01006415 （参照）見積依頼明細情報
この見積回答書が参照する見積依頼明細に発注
者が付与した情報

96 明細部 UN01009672 （参照）文書タイプコード
この見積依頼 書が参照する文書が注文書である
ことを識別するコード

97 明細部 JPS1900001
（参照）見積依頼明細目的
コード

この見積回答書が参照する見積依頼書明細に見
積依頼の目的（新規、変更、取消）を管理する
ために付番したコード

98 明細部 UN01005791 単価区分コード 単価の種別を示す区分コード

99 明細部 UN01005792 見積回答単価
受注者が回答した明細依頼品の１単位あたりの
取引単価(税抜き)。

〇

100 明細部 UN01008624 見積回答数量、 受注者が提示した明細見積品の回答数量。 〇

101 明細部 UN01008625 見積依頼数量 発注者が提示した明細見積品の要求数量。

102 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

103 明細部 UN01011481 入り数
1パッケージ当たりの数量。「入り数」が示され
た場合、1回の納入当たりのバラ数量や1発注当
たりのバラ数量は当数量の整数倍になることを

104 明細部 UN01005757 明細納入先コード
納入先の企業／工場・事業所・事業部門等を表
すコード

105 明細部 UN01005758 明細納入先国際企業コード 納入秋企業を表す国際企業コード。

106 明細部 UN01005759 明細納入先名称
納入先の企業／工場・事業所・事業部門等の名
称

107 明細部 UN01005720 明細納入先担当者 明細納入先の担当者名

108 明細部 UN01005721 明細納入先部門名 明細納入先の部門名

109 明細部 UN01005689 明細納入先郵便番号 納入先の郵便番号

110 明細部 UN01005692 明細納入先住所 納入先の住所

111 明細部 UN01005628 要求納入日
発注者から受注者に提示した、明細見積依頼品
の要求納入日，または納入希望日。

112 明細部 UN01005513 納入場所コード 納入場所または受渡場所を示すコード。

113 明細部 UN01005514 納入場所名称 納入場所または受渡場所の名称。

114 明細部 UN01005628 回答納入日
受注者が発注者に提示した、明細見積依頼品の
回答納入日。

〇

115 明細部 UN01008467 見積回答明細金額(税抜き)
明細見積回答品の見積回答金額(税抜き）。（単
価(税抜き)×数量）

116 明細部 UN01008468 見積回答明細金額(税込み)
明細見積回答品の見積回答金額(税込み）。（単
価(税込み)×数量）

117 明細部 UN01005833 明細税額
消費税の金額。（明細行の消費税額算出は認め
られない）
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中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表
ver.2.0_draft_r10_2019/3/15

見積回答メッセージ

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

中小企業共通EDIメッセージ辞書
行番
号

ヘッダ/明
細

中小企業共通EDI
基本マッピング

118 明細部 UN01005834 税タイプコード 税の種類(消費税、関税など）を識別するコード

119 明細部 UN01005839
課税対象合計金額（税抜
き）

税抜き消費税課税対象合計金額（＝単価(税抜き)
×数量）

120 明細部 UN01005850 税区分
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識
別するための区分名

（◎）

121 明細部 UN01007174 税率 注文品の消費税率

122 明細部 UN01013040
課税対象合計金額（税込
み）

税込み消費税課税対象合計金額（＝単価(税込み)
×数量）

123 明細部 JPS1800091 税計算方式 税計算方式（積上げ、割戻し等）を指定。

124 明細部 UN01005813 品名コード
発注者が見積依頼品の品名を特定するために付
与したコード

125 明細部 UN01005815 品名 見積依頼品の品名。

126 明細部 UN01005817 品目摘要 この見積依頼品を文字で説明したもの （◎）

127 明細部 UN01008532 機種
この見積依頼品の完成品の種別を特定するコー
ド、名称

128 明細部 UN01005570 品目特性説明文
この品目特性(材質、規格、寸法、形状など)を文
字で説明したもの。

129 明細部 UN01008297 品目特性区分コード
この品目特性の内容を特定するためにドメイン
が付与する区分コード

130 明細部 UN01005757 指定メーカーコード
見積依頼品の製造者を特定するために付与した
コード

131 明細部 UN01005759 指定メーカー名 見積依頼品の製造者の名称

132 明細部 UN01005580 技術文書番号
発注者が受注者に提示する図面・仕様書等の技
術文書管理番号。

133 明細部 UN01005588 版数
図面・仕様書等の作成・変更回数を表す。品
名・品名コードと共に品目の内容を特定する。

134 明細部 UN01005589 技術文書ファイル名 技術文書のファイル名称、参照URL等を示す。

135 明細部 UN01006415 技術文書情報 技術文書に関する情報

136 明細部 UN01006791 梱包単位個数 梱包単位の数量

137 明細部 UN01006793 荷姿コード 納入品のパッケージの梱包方法を示すコード。
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中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表
ver2.0_draft_r10_2019/3/15

注文メッセージ

中小企業共通EDI標準相互連携性情報項目表v2.0_draft_r10_2019-3-15＜注文＞

【凡例】
〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目

（◎） 改正消費税の区分記載請求書に記載する必須情報項目
無印 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装任意情報項目

中小企業共通EDIプロバイダはBIE表記載の全情報項目の実装必須

(※)パスの詳細は中⼩企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver2.0_draft_r10_2019-3-15<注文メッセージ>を参照

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

156 155 16

1 ヘッダ部 UN01006518 注文書番号
発注者が注文書を特定するために付番する管理番
号。

〇

2 ヘッダ部 UN01006519 注文書名 発注者が注文書に付与した文書名称

3 ヘッダ部 UN01006520
注文書タイプコー
ド

この文書が注文書であることを識別するコード

4 ヘッダ部 UN01006521 注文書発効日
発注者が注文を行った日付，または注文書の書面
上の発行日付。

〇

5 ヘッダ部 UN01006524 注文目的コード
発注者が注文の目的（新規、変更、取消、打切
り）を管理するために付番した区分コード

6 ヘッダ部 UN01006525 注文書改定日 注文書を改訂した日付

7 ヘッダ部 UN01006528 注文履歴番号 注文書の変更履歴を管理する番号。

8 ヘッダ部 JPS1900003 注文状態コード
注文の状態（確定／仮発注／内示など）を管理す
るために発注者が附番したコード

9 ヘッダ部 UN01005558 注文注釈表題 ｎ 注釈内容の表題を示す。

10 ヘッダ部 UN01005560 注文注釈内容ｎ
注釈表題ごとの内容情報を入力するフリースペー
ス。

11 ヘッダ部 UN01005757 受注者コード
注文を受ける企業/工場・事業所・事業部門等を表
す発注者が付与した企業コード。

〇

12 ヘッダ部 UN01005758
受注者国際企業
コード

注文を受ける企業を表す国際企業コード。

13 ヘッダ部 UN01005759 受注者名称
注文を受ける企業/工場・事業所・事業部門等を表
す名称。

〇

14 ヘッダ部 UN01013039
請求者事業者登録
番号

登録された請求者の適格請求書発行事業者番号

15 ヘッダ部 UN01005719 受注者部門コード 受注者の受注部門を表すコード

16 ヘッダ部 UN01005720 受注者担当名 受注者の受注担当者を表す名称

17 ヘッダ部 UN01005721 受注者部門名 受注者の受注部門を表す名称

18 ヘッダ部 UN01005860 受注者電話番号 受注者の電話番号。

19 ヘッダ部 UN01005860 受注者FAX番号 受注者のFAX番号

20 ヘッダ部 UN01005858
受注者メールアド
レス

受注者の電子メールアドレス。

21 ヘッダ部 UN01005689 受注者郵便番号 受注者の郵便番号。

22 ヘッダ部 UN01005692 受注者住所 受注者の住所。

中小企業共通EDI
基本マッピング行番

号
ヘッダ/明細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
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中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表
ver2.0_draft_r10_2019/3/15

注文メッセージ

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

中小企業共通EDI
基本マッピング行番

号
ヘッダ/明細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

23 ヘッダ部 UN01005757 発注者コード
注文を行う企業/工場・事業所・事業部門等を表す
発注者が付与した企業コード。

〇

24 ヘッダ部 UN01005758
発注者国際企業
コード

注文を行う企業を表す国際企業コード。

25 ヘッダ部 UN01005759 発注者名称
注文を行う企業/工場・事業所・事業部門等を表す
名称。

〇

26 ヘッダ部 UN01005719 発注者部門コード 発注者の発注部門を表すコード

27 ヘッダ部 UN01005720 発注者担当名 発注者の発注担当者の名称

28 ヘッダ部 UN01005721 発注者部門名 発注者の発注部門を表す名称

29 ヘッダ部 UN01005860 発注者電話番号 発注者の電話番号。

30 ヘッダ部 UN01005860 発注者FAX番号 発注者のFAX番号。

31 ヘッダ部 UN01005858
発注者メールアド
レス

発注者の電子メールアドレス。

32 ヘッダ部 UN01005689 発注者郵便番号 発注者の郵便番号。

33 ヘッダ部 UN01005692 発注者住所 発注者の住所。

34 ヘッダ部 UN01005580
（参照）見積回答
書番号

この注文書が参照する見積回答書を特定するため
に見積回答者が付番した管理番号。

35 ヘッダ部 UN01005582
（参照）見積回答
書発行日

この注文書が参照する見積回答書に見積回答者が
記載した見積回答を行った日付，または見積回答
書の書面上の発行日付。

36 ヘッダ部 UN01005588
（参照）見積回答
履歴番号

注文書が参照する見積回答書の変更履歴を管理す
る番号。

37 ヘッダ部 UN01006415
（参照）見積回答
書情報

この注文書が参照する見積回答者が見積回答書に
付与した情報

38 ヘッダ部 UN01009672
（参照）文書タイ
プコード

この注文書が参照する文書が見積回答書であるこ
とを識別するコード

39 ヘッダ部 JPS1900001
（参照）見積回答
書目的コード

この注文書が参照する見積回答書に見積回答者が
見積回答の目的（新規、変更、取消）を管理する
ために付番した区分コード

40 ヘッダ部 UN01005580
（参照）注文回答
書番号

この注文書が参照する注文回答書を特定するため
に注文回答者が付番した管理番号。

41 ヘッダ部 UN01005582
（参照）注文回答
書発行日

この注文書が参照する注文回答書に注文回答者が
記載した注文回答を行った日付，または注文回答
書の書面上の発行日付。

42 ヘッダ部 UN01005588
（参照）注文回答
履歴番号

注文書が参照する注文回答書の変更履歴を管理す
る番号。

43 ヘッダ部 UN01006415
（参照）注文回答
書情報

この注文書が参照する注文回答者が注文回答書に
付与した情報

44 ヘッダ部 UN01009672
（参照）文書タイ
プコード

この注文書が参照する文書が注文回答書であるこ
とを識別するコード

45 ヘッダ部 JPS1900001
（参照）注文回答
書目的コード

この注文書が参照する注文回答書に注文回答者が
注文回答の目的（新規、変更、取消）を管理する
ために付番した区分コード

46 ヘッダ部 UN01005757 関係企業コード
商社経由取引などで注文に関係する企業（エンド
ユーザー、代理店など）を示すコード
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国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

中小企業共通EDI
基本マッピング行番

号
ヘッダ/明細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

47 ヘッダ部 UN01005759 関係企業名
商社経由取引などで注文に関係する企業（エンド
ユーザー、代理店など）の名称

48 ヘッダ部 UN01006744
関係企業役割区分
コード

関係企業の役割を特定する区分コード
(別表参照)

49 ヘッダ部 UN01005719
関係企業部門コー
ド

関係企業の担当部門コード

50 ヘッダ部 UN01005720 関係企業担当者名 関係企業の担当者の氏名

51 ヘッダ部 UN01005721 関係企業部門名 関係企業の担当部門名

52 ヘッダ部 UN01000372 プロジェクト番号
発注品に関するプロジェクト・工事案件等を管理
するための番号。

53 ヘッダ部 UN01000374 プロジェクト名
発注品に関するプロジェクト・工事案件等の名
称。

54 ヘッダ部 UN01011487
検収条件タイプ
コード

プロジェクト・工事案件の検収条件（工事完成基
準、工事進行基準）を区分するコード

55 ヘッダ部 UN01011488 検収条件 プロジェクト・工事案件の検収条件を示す文言

56 ヘッダ部 UN01001904 着工日 プロジェクトの着工日

57 ヘッダ部 UN01001905 竣工日 プロジェクトの竣工日

58 ヘッダ部 UN01005757 納入先コード
納入先の企業／工場・事業所・事業部門等を表す
コード

59 ヘッダ部 UN01005758
納入先国際企業
コード

納入秋企業を表す国際企業コード。

60 ヘッダ部 UN01005759 納入先名称 納入先の企業／工場・事業所・事業部門等の名称

61 ヘッダ部 UN01005719 納入先部門コード 納入先の担当部門コード

62 ヘッダ部 UN01005720 納入先担当者名 納入先の担当者の氏名

63 ヘッダ部 UN01005721 納入先部門名 納入先の担当部門名

64 ヘッダ部 UN01005725
納入先担当者コー
ド

納入先の担当者コード

65 ヘッダ部 UN01005860 納入先電話番号 納入先の電話番号

66 ヘッダ部 UN01005860 納入先FAX番号 納入先のFAX番号。

67 ヘッダ部 UN01005860
納入先メールアド
レス

納入先の電子メールアドレス

68 ヘッダ部 UN01005689 納入先郵便番号 納入先の郵便番号

69 ヘッダ部 UN01005692 納入先住所 納入先の住所

70 ヘッダ部 UN01005757 出荷元コード
出荷元の企業／工場・事業所・事業部門等を表す
コード

71 ヘッダ部 UN01005759 出荷元名称 出荷元の企業／工場・事業所・事業部門等の名称

72 ヘッダ部 UN01005627 作業番号 作業を識別するために付与した番号

73 ヘッダ部 UN01005628 代表納期 プロジェクトなどの代表納期

74 ヘッダ部 UN01005629 配送区分コード 発注品の配送条件（直送など）を識別するコード

75 ヘッダ部 UN01005630 配送条件 配送区分の内容の説明文

76 ヘッダ部 UN01006574 通貨コード 通貨の種別を示すコード。
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国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

中小企業共通EDI
基本マッピング行番

号
ヘッダ/明細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

77 ヘッダ部 UN01005833 消費税額 注文品の消費税額

78 ヘッダ部 UN01005834 税タイプコード 税の種類(消費税、関税等)を識別するコード

79 ヘッダ部 UN01005839
課税対象合計金額
（税抜き）

税抜き消費税課税対象合計金額（＝単価(税抜き)
×検収数量）

80 ヘッダ部 UN01005850 税区分
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識
別するための区分名

〇

81 ヘッダ部 UN01007174 税率 注文品の消費税率 〇

82 ヘッダ部 UN01013040
課税対象合計金額
（税込み）

税込み消費税課税対象合計金額（＝単価(税込み)
×数量）

（◎）

83 ヘッダ部 JPS1800091 税計算方式 税計算方式（積上げ、割戻し等）を指定。

84 ヘッダ部 UN01005783 支払条件
商取引上の支払方法等の支払い条件に関して発注
者が提示する文言。

85 ヘッダ部 UN01008502 支払方法 商取引上の支払方法を識別するためのコード

86 ヘッダ部 UN01006595
注文合計金額(税
抜き)

発注明細金額（税抜き）の合計金額。

87 ヘッダ部 UN01006599 合計税額 発注明細消費税額の合計金額。

88 ヘッダ部 UN01006601
税込み注文総合計
金額

税込み明細発注金額の総合計金額。

89 ヘッダ部 JPS1800088
注文合計金額（税
込み）

注文明細金額（税込み）の合計金額。

90 明細部 UN01006603 注文明細行番号
複数明細発注の行番号。明細発注を特定するため
には注文書番号との複合キーで特定する。

〇

91 明細部 UN01006606
注文明細変更理由
区分コード

注文明細ごとの注文変更の内容を示すコード。
（納期・単価・数量を変更、拒否）

92 明細部 UN01011490 注文明細番号
複数明細発注の場合に明細ごとの発注を特定する
ために付与した番号。

93 明細部 JPS1900004
注文明細目的コー
ド

発注者が注文明細の目的（新規、変更、取消、打
切り）を管理するために付番した区分コード

94 明細部 JPS1900005
注文明細類型コー
ド

注文書明細の注文類型（一般品、特注品など）を
管理するために発注者が附番したコード

95 明細部 UN01005558 注文明細注釈表題 明細注釈内容の表題を示す。

96 明細部 UN01005560 注文明細注釈内容
明細注釈表題ごとの内容情報を入力するフリース
ペース。

97 明細部 UN01005580
(参照)見積回答明
細番号

複数明細見積回答の場合に明細ごとの見積回答を
特定するために見積回答者が付与した明細番号。

98 明細部 UN01005586
（参照）見積回答
明細回答区分コー
ド

注文書の注文に対する見積回答の区分を示すコー
ド。回答区分は受諾、条件付受諾（納期・単価・
数量を変更）、拒否

99 明細部 UN01006415
（参照）見積回答
明細参照情報

この注文書が参照する見積回答書明細に見積回答
者が付与した参照情報

100 明細部 UN01005580
エンドユーザー注
文番号

商社経由取引などで最終得意先が注文明細に付与
した注文番号

101 明細部 UN01005586
文書種別区分コー
ド

発注者の得意先からの受注文書種別（単品受注、
PJ受注など）を識別するために付与するタイプ
コード

102 明細部 UN01005791 単価区分コード 単価の種別を示す区分コード

103 明細部 UN01005792 注文単価
発注者が提示した明細発注品の１単位あたりの取
引単価(税抜き)。

〇

104 明細部 UN01005749 納入条件 納入条件についての説明
13
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BIE辞書

パスは省略して
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中小基本

必須
備考

中小企業共通EDI
基本マッピング行番

号
ヘッダ/明細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

105 明細部 UN01006632 注文数量 発注者が提示した明細発注品の数量。 〇

106 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

107 明細部 UN01011492 入り数
1パッケージ当たりの数量。「入り数」が示された
場合、1回の納入当たりのバラ数量や1発注当たり
のバラ数量は当数量の整数倍になることを示す。

108 明細部 UN01005757 明細納入先コード
納入先の企業／工場・事業所・事業部門等を表す
コード

109 明細部 UN01005758
明細納入先国際企
業コード

納入先企業を表す国際企業コード。

110 明細部 UN01005759 明細納入先名称 納入先の企業／工場・事業所・事業部門等の名称

111 明細部 UN01005720 明細納入先担当者 明細納入先の担当者名

112 明細部 UN01005721 明細納入先部門名 明細納入先の部門名

113 明細部 UN01005860
明細納入先電話番
号

納入先の電話番号

114 明細部 UN01005860
明細納入先FAX番
号

納入先のFAX番号。

115 明細部 UN01005860
明細納入先メール
アドレス

納入先の電子メールアドレス

116 明細部 UN01005689
明細納入先郵便番
号

納入先の郵便番号

117 明細部 UN01005692 明細納入先住所 納入先の住所

118 明細部 UN01005467
納入指示区分コー
ド

納入指示（納期必着）を示す区分コード

119 明細部 UN01005628 要求納入日
発注者から受注者に提示した、明細発注品の納入
期日，または納入希望日。

〇

120 明細部 UN01011493 要求納入時間
発注者から受注者に提示した、明細発注品の納入
希望時間。

121 明細部 UN01005513 納入場所コード 納入場所または受渡場所を示すコード。

122 明細部 UN01005514 納入場所名称 納入場所または受渡場所の名称。

123 明細部 UN01005833 消費税額
税区分ごとの税額の合計。
(消費税の明細行別税額計算はみとめられない)

124 明細部 UN01005834 税タイプコード 税の種類(消費税、関税等)を識別するコード

125 明細部 UN01005839
課税対象合計金額
（税抜き）

税抜き消費税課税対象合計金額（＝単価(税抜き)
×数量）

126 明細部 UN01005850 税区分
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識
別するための区分名

（◎）

127 明細部 UN01007174 税率 注文品の消費税率

128 明細部 UN01013040
課税対象合計金額
（税込み）

税込み消費税課税対象合計金額（＝単価(税込み)
×数量）

129 明細部 JPS1800091 税計算方式 税計算方式（積上げ、割戻し等）を指定。

130 明細部 UN01006657
注文明細金額
（税抜き）

注文明細の注文金額(税抜き）。（単価×数量）

131 明細部 JPS1800090
注文明細金額（税
込み）

明細発注品の注文明細金額(税込み)。
(単価(税込み)×数量)

132 明細部 UN01005810 品名コード
発注品をユニークに識別するために付加したコー
ド
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133 明細部 UN01005811
グローバル品名
コード

受注者が付与したGTIN、JANコードなど

134 明細部 UN01005812 受注者品名コード 受注者が品名を特定するために付与したコード

135 明細部 UN01005813 発注者品名コード
発注者が発注品の品名を特定するために付与した
コード

136 明細部 UN01005814
メーカー品名コー
ド

商品を特定するために品目メーカーが付与した
コード

137 明細部 UN01005815 品名 発注品の品名。

138 明細部 UN01005817 品目摘要 このI取引品目を文字で説明したもの （◎）

139 明細部 UN01008532 機種
このCI取引品目の完成品の種別を特定するコー
ド、名称

140 明細部 UN01005570 品目特性説明文
この品目特性(材質、規格、寸法、形状など)を文
字で説明したもの。

141 明細部 UN01008297
品目特性区分コー
ド

この品目特性の内容を特定するためにドメインが
付与する区分コード

142 明細部 UN01005799 品目個体識別番号 発注者が附番する品目個体識別番号

143 明細部 UN01005800 ロット番号 発注者、または受注者が付番する製造ロット番号

144 明細部 UN01006415
品質・検査説明
文。

品質・検査に関する説明

145 明細部 UN01005757
指定メーカーコー
ド

発注品の製造者を特定するために付与したコード

146 明細部 UN01005759 指定メーカー名 発注品の製造者の名称

147 明細部 UN01005580 技術文書番号
発注者が受注者に提示する図面・仕様書等の技術
文書管理番号。

148 明細部 UN01005588 版数
図面・仕様書等の作成・変更回数を表す。品名・
品名コードと共に品目の内容を特定する。

149 明細部 UN01005589
技術文書ファイル
名

技術文書のファイル名称、参照URL等を示す。

150 明細部 UN01006415 技術文書情報 技術文書に関する情報

151 明細部 UN01005580 (参照)支給書番号
この注文品目に使用する支給品の内容を参照する
支給伝票番号。

152 明細部 UN01009672
(参照)支給タイプ
区分コード

この注文品目に使用する支給品の有無、無償、有
償を示すコード

153 明細部 UN01006791 梱包単位個数 梱包単位の数量

154 明細部 UN01006793 荷姿コード 納入品のパッケージの梱包方法を示すコード。

155 明細部 UN01012677 製番 品目の生産を指示する番号

156 明細部 UN01012678 工程名 生産工程の名称

15
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注文回答メッセージ

中小企業共通EDI標準相互連携性情報項目表v2.0_draft_r10_2019-3-15＜注文回答＞

【凡例】
〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目

（◎） 改正消費税の区分記載請求書に記載する必須情報項目
無印 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装任意情報項目

中小企業共通EDIプロバイダはBIE表記載の全情報項目の実装必須

(※)パスの詳細は中⼩企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver2.0_draft_r10_2019-3-15 <注文回答メッセージ>を参照

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

165 164 18

1 ヘッダ部 UN01006661 注文回答書番号
受注者が注文回答書を特定するために付番する管
理番号。

〇

2 ヘッダ部 UN01006662 注文回答書名 受注者が注文回答書に付与した文書名

3 ヘッダ部 UN01006663 注文回答書タイプコード
この文書が注文回答書であることを識別するコー
ド

4 ヘッダ部 UN01006664 注文回答書発行日
受注者が注文回答を行った日付，または注文回答
書の書面上の発行日付。

〇

5 ヘッダ部 UN01006668 注文回答目的コード
発注者が注文の状態（新規、変更、取消）を管理
するために付番した区分コード

6 ヘッダ部 UN01006672 注文回答履歴番号 注文回答書の変更履歴を管理する番号。

7 ヘッダ部 UN01006675 注文回答理由コード

注文書の注文に対する注文回答の区分を示すコー
ド。回答区分は受諾、条件付受諾（納期・単価・
数量を変更）、拒否

複数注文明細の場合で、注文明細毎に注文受諾の
区分が異なる場合は使用しない。代わりに明細注
文回答理由コードを利用する。

〇

8 ヘッダ部 UN01005558 注文回答注釈項目名 注文回答注釈内容の表題を示す。

9 ヘッダ部 UN01005560 注文回答注釈内容
注文回答注釈項目ごとの内容アソシエーションを
入力するフリースペース。

10 ヘッダ部 UN01005757 受注者コード
注文を受ける企業/工場・事業所・事業部門等を
表す発注者が付与した企業コード。

〇

11 ヘッダ部 UN01005758 受注者国際企業コード 注文を受ける企業を表す国際企業コード。

12 ヘッダ部 UN01005759 受注者名称
注文を受ける企業/工場・事業所・事業部門等を
表す名称。

〇

13 ヘッダ部 UN01013039 請求者事業者登録番号 登録された請求者の適格請求書発行事業者番号

14 ヘッダ部 UN01005719 受注者部門コード 受注者の受注部門を表すコード

15 ヘッダ部 UN01005720 受注者担当名 受注者の受注担当者を表す名称

16 ヘッダ部 UN01005721 受注者部門名 受注者の受注部門を表す名称

17 ヘッダ部 UN01005860 受注者電話番号 受注者の電話番号。

18 ヘッダ部 UN01005860 受注者FAX番号 受注者のFAX番号

19 ヘッダ部 UN01005858 受注者メールアドレス 受注者の電子メールアドレス。

行番
号

ヘッダ/明
細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI
基本マッピング

16



中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表
ver.2.0_draft_r10_2019/3/15

注文回答メッセージ

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

行番
号

ヘッダ/明
細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI
基本マッピング

20 ヘッダ部 UN01005689 受注者郵便番号 受注者の住所。

21 ヘッダ部 UN01005692 受注者住所 受注者の郵便番号。

22 ヘッダ部 UN01005757 発注者コード
注文を行う企業/工場・事業所・事業部門等を表
す発注者が付与した企業コード。

〇

23 ヘッダ部 UN01005758 発注者国際企業コード 注文を行う企業を表す国際企業コード。

24 ヘッダ部 UN01005759 発注者名称
注文を行う企業/工場・事業所・事業部門等を表
す名称。

〇

25 ヘッダ部 UN01005719 発注者部門コード 発注者の発注部門を表すコード

26 ヘッダ部 UN01005720 発注者担当名 発注者の発注担当者の名称

27 ヘッダ部 UN01005721 発注者部門名 発注者の発注部門を表す名称

28 ヘッダ部 UN01005860 発注者電話番号 発注者の電話番号。

29 ヘッダ部 UN01005860 発注者FAX番号 発注者のFAX番号。

30 ヘッダ部 UN01005858 発注者メールアドレス 発注者の電子メールアドレス。

31 ヘッダ部 UN01005689 発注者郵便番号 発注者の郵便番号。

32 ヘッダ部 UN01005692 発注者住所 発注者の住所。

33 ヘッダ部 UN01005580 （参照）注文書番号
この注文回答書が参照する発注者が注文書を特定
するために付番した管理番号。

〇

34 ヘッダ部 UN01005582 （参照）注文書発行日
この注文回答書が参照する注文書に発注者が記載
した注文を行った日付，または参照注文書の書面
上の発行日付。

35 ヘッダ部 UN01005583 （参照）注文書状態コード
注文書の状態（確定／仮発注／内示など）を管理
するために発注者が附番したコード

36 ヘッダ部 UN01005588 （参照）注文履歴番号
この発注回答書が参照する注文書の変更履歴を管
理する番号。

37 ヘッダ部 UN01005589 （参照）注文書名
この注文回答書が参照する発注者が注文書に付与
した文書名称

38 ヘッダ部 UN01006415 （参照）注文書情報 この注文回答書が参照する注文書に関する情報

39 ヘッダ部 UN01009672
（参照）注文書タイプコー
ド

参照文書が注文書であることを識別するコード

40 ヘッダ部 JPS1900001 （参照）注文書目的コード
この発注回答書が参照する注文書に発注者が注文
の状態（新規、変更、取消、打切り）を管理する
ために付番した区分コード

41 ヘッダ部 UN01005757 関係企業コード
商社経由取引などで取引に関係する企業（エンド
ユーザー、代理店など）を示すコード

42 ヘッダ部 UN01005759 関係企業名
商社経由取引などで取引に関係する企業（エンド
ユーザー、代理店など）の名称

43 ヘッダ部 UN01006744 関係企業役割区分コード 関係企業の役割を特定する区分コード

44 ヘッダ部 UN01005719 関係企業部門コード 関係企業の担当部門コード
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国連CEFACT／
BIE辞書
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中小基本

必須
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行番
号

ヘッダ/明
細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI
基本マッピング

45 ヘッダ部 UN01005720 関係企業担当者名 関係企業の担当者の氏名

46 ヘッダ部 UN01005721 関係企業部門名 関係企業の担当部門名

47 ヘッダ部 UN01000372 プロジェクト番号
発注品に関するプロジェクト・工事案件等を管理
するための番号。

48 ヘッダ部 UN01000374 プロジェクト名
発注品に関するプロジェクト・工事案件等の名
称。

49 ヘッダ部 UN01011487 検収条件タイプコード
プロジェクト・工事案件の検収条件（工事完成基
準、工事進行基準）を区分するコード

50 ヘッダ部 UN01011488 検収条件 プロジェクト・工事案件の検収条件を示す文言

51 ヘッダ部 UN01001904 着工日 プロジェクトの着工日

52 ヘッダ部 UN01001905 竣工日 プロジェクトの竣工日

53 ヘッダ部 UN01005757 納入先コード
納入先の企業/工場・事業所・事業部門等を表す
発注者が付与したコード。

54 ヘッダ部 UN01005758 納入先国際企業コード 納入秋企業を表す国際企業コード。

55 ヘッダ部 UN01005759 納入先名称 納入先の企業／工場・事業所・事業部門等の名称

56 ヘッダ部 UN01005719 納入先担当部署コード 納入先の担当部門コード

57 ヘッダ部 UN01005720 納入先担当者氏名 納入先の担当者名

58 ヘッダ部 UN01005721 納入先担当部門名 納入先の担当部門名

59 ヘッダ部 UN01005725 納入先担当者コード 納入先の担当者コード

60 ヘッダ部 UN01005860 納入先電話番号 納入先の電話番号

61 ヘッダ部 UN01005689 納入先郵便番号 納入先の郵便番号

62 ヘッダ部 UN01005692 納入先住所 納入先の住所

63 ヘッダ部 UN01005757 出荷元コード
出荷元の企業／工場・事業所・事業部門等を表す
コード

64 ヘッダ部 UN01005759 出荷元名称 出荷元の企業／工場・事業所・事業部門等の名称

65 ヘッダ部 UN01005627 作業番号 配送作業を識別するために付与した番号

66 ヘッダ部 UN01005628 代表納期 プロジェクトなどの代表納期

67 ヘッダ部 UN01005629 配送区分コード 発注品の配送条件（直送など）を識別するコード

68 ヘッダ部 UN01005630 配送条件 配送区分の内容の説明文

69 ヘッダ部 UN01006574 通貨コード 通貨の種別を示すコード。

70 ヘッダ部 UN01005833 税額合計
税区分ごとの税額の合計。
(消費税の明細行別税額計算はみとめられない)
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国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
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項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

行番
号

ヘッダ/明
細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI
基本マッピング

71 ヘッダ部 UN01005834 税タイプコード 税の種類(消費税、関税等)を識別するコード

72 ヘッダ部 UN01005839 課税対象金額(税抜き) 税区分ごとの税抜き課税対象合計金額

73 ヘッダ部 UN01005850 税区分
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識
別するための区分名

〇

74 ヘッダ部 UN01007174 税率
税額計算のための率。

〇

75 ヘッダ部 UN01013040 課税対象金額(税込み) 税区分ごとの税額を含む課税対象合計金額 （◎）

76 ヘッダ部 JPS1800091 税計算方式 税計算方式（積上げ、割戻し等）を指定。

77 ヘッダ部 UN01005783 支払条件
商取引上の支払方法等の支払い条件に関して発注
者が提示する文言。

78 ヘッダ部 UN01008502 支払方法コード 商取引上の支払方法を識別するためのコード

79 ヘッダ部 UN01006595 注文回答合計金額(税抜き) 注文回答明細金額（税抜き）の合計金額。

80 ヘッダ部 UN01006599 合計税額 注文回答明細消費税額の合計金額。

81 ヘッダ部 UN01006601 税込み注文回答総合計金額 税込み注文回答明細金額の総合計金額。

82 ヘッダ部 JPS1800088
注文回答合計金額（税込
み）

注文回答明細金額(税込み)の合計金額。

83 明細部 UN01006603 注文回答明細行番号
複数注文回答明細の行番号。注文回答明細を特定
するためには注文回答書番号との複合キーで特定
する。

〇

84 明細部 UN01006605
注文回答明細状態区分コー
ド

受注者が注文回答明細の状態（新規、変更、取
消、打切り）を管理するために付番した区分コー
ド

85 明細部 UN01006606
注文回答明細理由区分コー
ド

注文回答明細ごとの注文回答の内容を示すコー
ド。（注文通り、納期・単価・数量を変更、拒
否）

86 明細部 UN01011490 注文回答明細番号
複数注文回答明細の場合に明細ごとの注文回答を
特定するために付与した番号。

87 明細部 UN01005558 注文回答明細注釈表題 注文回答明細注釈内容の表題を示す。

88 明細部 UN01005560 注文回答明細注釈内容
注文回答明細注釈表題ごとの内容アソシエーショ
ンを入力するフリースペース。

89 明細部 UN01011534 エラー回答タイプコード
ドメイン（業種別、企業別）固有のエラー回答
セットを識別するために付与するドメイン識別
コード

90 明細部 UN01011535 エラー区分コード
注文回答明細のエラーを特定するためにドメイン
が付与する区分コード

91 明細部 UN01011536 エラーメッセージ 注文回答明細のエラー回答内容の記述

92 明細部 UN01005580 (参照)注文明細番号
複数明細発注の場合に明細ごとの発注を特定する
ために発注者が付与した明細番号。

93 明細部 UN01005585 （参照）注文明細行番号
当該注文回答書が参照する注文書に記載の発注者
が附番した注文明細行番号

94 明細部 UN01006415 （参照）注文明細参照情報
この注文回答書が参照する発注者が注文明細に付
与した参照情報
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中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表
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注文回答メッセージ

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

行番
号

ヘッダ/明
細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI
基本マッピング

95 明細部 JPS1900001
（参照）注文明細目的コー
ド

この注文回答書が参照する注文書明細に発注者が
注文明細の目的（新規、変更、取消、打切り）を
管理するために付番したコード

96 明細部 UN01005580
(参照)エンドユーザー注文
番号

商社経由取引などで最終得意先が注文明細に付与
した注文番号

97 明細部 UN01005586
(参照)受注タイプ区分コー
ド

発注者の得意先からの受注タイプ（単品受注、PJ
受注など）を識別するために付与するタイプコー
ド

98 明細部 UN01005791 単価区分コード 単価の種別を示す区分コード

99 明細部 UN01005792 注文単価
発注者が提示した明細発注品の１単位あたりの取
引単価(税抜き)。

100 明細部 UN01007305 注文回答単価
受注者が回答した明細発注品の１単位あたりの取
引単価(税抜き)。

〇

101 明細部 UN01005749 納入条件 納入条件についての説明

102 明細部 UN01006632 注文数量 発注者が提示した明細発注品の数量。

103 明細部 UN01006633 回答数量 受注者が回答した明細発注品の数量。 〇

104 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

105 明細部 UN01006634 受注者分納区分コード
受注者が分納であれば注文数量が受諾可能である
ことを示す区分コード

106 明細部 UN01011492 入り数

1パッケージ当たりの数量。「入り数」が示され
た場合、1回の納入当たりのバラ数量や1発注当
たりのバラ数量は当数量の整数倍になることを示
す。

107 明細部 UN01005757 明細納入先コード
納入先の企業／工場・事業所・事業部門等を表す
コード

108 明細部 UN01005758 明細納入先国際企業コード 納入秋企業を表す国際企業コード。

109 明細部 UN01005759 明細納入先名称 納入先の企業／工場・事業所・事業部門等の名称

110 明細部 UN01005720 明細納入先担当者 明細納入先の担当者名

111 明細部 UN01005721 明細納入先部門名 明細納入先の部門名

112 明細部 UN01005860 明細納入先電話番号 納入先の電話番号

113 明細部 UN01005860 明細納入先FAX番号 納入者のFAX番号。

114 明細部 UN01005860
明細納入先電子メールアド
レス

納入先の電子メールアドレス

115 明細部 UN01005689 明細納入先郵便番号 納入先の郵便番号

116 明細部 UN01005692 明細納入先住所 納入先の住所

117 明細部 UN01005757 明細出荷元コード
出荷元の企業／工場・事業所・事業部門等を表す
コード

118 明細部 UN01005759 明細出荷元名称 出荷元の企業／工場・事業所・事業部門等の名称

119 明細部 UN01005467 納入指示区分コード 納期必着を指定する区分コード

120 明細部 UN01005759 運送事業者名 運送事業者の名称

121 明細部 UN01005860 運送事業者電話番号 運送事業者の電話番号。
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BIE辞書
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項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

行番
号

ヘッダ/明
細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI
基本マッピング

122 明細部 UN01005580 運送事業者問合せ番号 委託貨物の運送事業者が付与した一意識別子

123 明細部 UN01006415 輸送便名称 このCI物流輸送便の、文字で表現された説明

124 明細部 UN01005628 要求納入日
発注者から受注者に提示した、明細発注品の納入
期日，または納入希望日。

125 明細部 UN01011493 納入時間
発注者から受注者に提示した、明細発注品の納入
希望時間。

126 明細部 UN01005513 納入場所コード 納入場所または受渡場所を示すコード。

127 明細部 UN01005514 納入場所名称 納入場所または受渡場所の名称。

128 明細部 UN01005627 受注者分納番号
分納区分が示された場合、分納番号を示す。分納
しない場合は「1」に固定、または利用しない。

129 明細部 UN01005628 回答納入日
受注者が回答した、明細発注品の納入期日，また
は納入希望日。

〇

130 明細部 UN01005632 分納数量
分納区分が示された場合、受注者が回答した分納
回数ごとの回答納入数量。分納しない場合は利用
しない。

131 明細部 UN01011493 回答納入時間
受注者から発注者に回答した、明細発注品の納入
時間。

132 明細部 UN01005833 税額合計
税区分ごとの税額の合計。
(消費税の明細行別税額計算はみとめられない)

133 明細部 UN01005834 税タイプコード 税の種類(消費税、関税等)を識別するコード

134 明細部 UN01005839 課税対象金額(税抜き) 税区分ごとの税抜き課税対象合計金額

135 明細部 UN01005850 税区分
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識
別するための区分名

（◎）

136 明細部 UN01007174 税率 税額計算のための率。

137 明細部 UN01013040 課税対象金額(税込み) 税区分ごとの税額を含む課税対象合計金額

138 明細部 JPS1800091 税計算方式 税計算方式（積上げ、割戻し等）を指定。

139 明細部 UN01006657 注文回答明細金額(税抜き)
注文回答明細品の注文回答金額(税抜き）。（単
価(税抜き)×数量）

140 明細部 JPS1800090 注文回答明細金額(税込み)
注文回答明細品の注文回答金額(税込み）。（単
価(税込み)×数量）

141 明細部 UN01005810 品名コード
発注品をユニークに識別するために付加したコー
ド

142 明細部 UN01005811 グローバル商品コード 発注者が付与したGTIN、JANコード

143 明細部 UN01005812 受注者品名コード 受注者が品名を特定するために付与したコード

144 明細部 UN01005813 発注者品名コード
発注者が発注品の品名を特定するために付与した
コード

145 明細部 UN01005814 メーカー品名コード
商品を特定するために商品メーカーが付与した
コード

146 明細部 UN01005815 品名 発注品の品名。

147 明細部 UN01005817 品目摘要 このCI取引品目を文字で説明したもの （◎）

148 明細部 UN01008532 機種 このCI取引品目の完成品の種別を特定するコード

149 明細部 UN01005570 品目特性説明文
この品目特性(材質、規格、寸法、形状など)を文
字で説明したもの。

21



中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表
ver.2.0_draft_r10_2019/3/15

注文回答メッセージ

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

行番
号

ヘッダ/明
細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI
基本マッピング

150 明細部 UN01008297 品目特性区分コード
この品目特性の内容を特定するためにドメインが
付与する区分コード

151 明細部 UN01005799 品目個体識別番号 発注者が附番する品目個体識別番号

152 明細部 UN01005800 ロット番号 受注者が付番する製造ロット番号

153 明細部 UN01006415 品質・検査説明文。 品質・検査に関する説明

154 明細部 UN01005757 指定メーカーコード 発注品の製造者を特定するために付与したコード

155 明細部 UN01005759 指定メーカー名 発注品の製造者の名称

156 明細部 UN01005580 技術文書番号
発注者が受注者に提示する図面・仕様書等の技術
文書管理番号。

157 明細部 UN01005588 版数
図面・仕様書等の作成・変更回数を表す。品名・
品名コードと共に品目の内容を特定する。

158 明細部 UN01005589 技術文書ファイル名 技術文書のファイル名称、参照URL等を示す。。

159 明細部 UN01006415 技術文書情報 技術文書に関する情報

160 明細部 UN01005580 (参照)支給書番号
この注文品目に使用する支給品の内容を参照する
支給伝票番号。

161 明細部 UN01009672
(参照)支給タイプ区分コー
ド

この注文品目に使用する支給品の有無、無償、有
償を示すコード

162 明細部 UN01006791 梱包単位個数 梱包単位の数量

163 明細部 UN01006793 荷姿コード 納入品のパッケージの梱包方法を示すコード。

164 明細部 UN01012677 製番 品目の生産を指示する番号

165 明細部 UN01012678 工程名 生産工程の名称
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中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表
ver.2.0_daft_r10_2019/3/15

出荷案内メッセージ

中小企業共通EDI標準相互連携性情報項目表v2.0_draft_r10_2019-3-15＜出荷案内＞

【凡例】
〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目

（◎） 改正消費税の区分記載請求書に記載する必須情報項目
無印 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装任意情報項目

中小企業共通EDIプロバイダはBIE表記載の全情報項目の実装必須

(※)パスの詳細は中⼩企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver2.0_draft_r10_2019-3-15<出荷案内メッセージ>を参照

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

124 123 16

1 ヘッダ部 UN01006801 出荷案内書番号
受注者が付与した出荷案内書を識別する番号また
は文字列

〇

2 ヘッダ部 UN01006802 出荷案内書名 受注者が付与した出荷案内書の名称

3 ヘッダ部 UN01006803
出荷案内書タイプコー
ド

この文書が出荷案内書であることを識別するコー
ド

4 ヘッダ部 UN01006805 出荷案内書発効日
出荷案内書発行日付，または出荷案内書の書面上
の発行日付。

〇

5 ヘッダ部 UN01006809
出荷案内書名目的コー
ド

受注者が出荷案内書の目的（新規、変更、取消、
打切り）を管理するために付番した区分コード

6 ヘッダ部 JPS1900006 出荷案内書類型コード
参照文書の類型（適格請求書対応、適格請求書非
対応など）を識別するコード

7 ヘッダ部 UN01005558 出荷案内注釈表題ｎ 注釈内容の表題を示す。

8 ヘッダ部 UN01005560 出荷案内注釈内容ｎ
注釈表題ごとの内容情報を入力するフリースペー
ス。

9 ヘッダ部 UN01005757 受注者コード
注文を受ける企業等を表す発注者が付与した企業
コード。

〇

10 ヘッダ部 UN01005758 受注者国際企業コード 注文を受ける企業を表す法人企業コード。

11 ヘッダ部 UN01005759 受注者名称 注文を受ける企業等を表す名称。 （◎）

12 ヘッダ部 UN01013039 請求者事業者登録番号 登録された請求者の適格請求書発行事業者番号

13 ヘッダ部 UN01005719 受注者部門コード 受注者の受注部門を表すコード。

14 ヘッダ部 UN01005720 受注者担当名 取引連絡先の個人の、文字で表現された名前。

15 ヘッダ部 UN01005721 受注者部門名 受注者の受注部門の名称。

16 ヘッダ部 UN01005860 受注者電話番号 受注者の電話番号。

17 ヘッダ部 UN01005689 受注者郵便番号 住所の郵便番号

18 ヘッダ部 UN01005692 受注者住所 住所の1行目の、文字で表現された自由記述欄。

19 ヘッダ部 UN01005757 発注者コード
注文を行う企業等を表す発注者が付与した企業
コード。

〇

20 ヘッダ部 UN01005758 発注者国際企業コード 注文を行う企業を表す法人企業コード。

21 ヘッダ部 UN01005759 発注者名称 注文を行う企業等の名称。 （◎）

22 ヘッダ部 UN01005719 発注者部門コード 発注者の発注部門を表すコード。

行番
号

ヘッダ/明
細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI
基本マッピング
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国連CEFACT／
BIE辞書
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項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

行番
号

ヘッダ/明
細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI
基本マッピング

23 ヘッダ部 UN01005720 発注者担当名 発注者の発注担当者の名称

24 ヘッダ部 UN01005721 発注者部門名 発注者の発注部門を表す名称

25 ヘッダ部 UN01005860 発注者電話番号 発注者の電話番号。

26 ヘッダ部 UN01005860 発注者FAX番号 発注者のFAX番号。

27 ヘッダ部 UN01005689 発注者郵便番号 発注者の郵便番号。

28 ヘッダ部 UN01005692 発注者住所 発注者の住所。

29 ヘッダ部 UN01005580 （参照）注文書番号
この出荷案内書が参照する注文書に契約を特定す
るために発注者が付番した管理番号。

30 ヘッダ部 UN01005582 （参照）注文書発行日
この出荷案内書が参照する注文書に注文者が記載
した契約を行った日付，または参照注文書の書面
上の発行日付。

31 ヘッダ部 UN01005588 （参照）注文履歴番号
出荷案内書が参照する注文書の変更履歴を管理す
る番号。

32 ヘッダ部 UN01005589 （参照）注文書名
この出荷案内書が参照する注文書に注文者が付与
した文書名称

33 ヘッダ部 UN01006415 （参照）注文書情報
この出荷案内書が参照する注文書に注文者が付与
した情報

34 ヘッダ部 UN01009672
（参照）文書タイプ
コード

この出荷案内書が参照する文書が注文書であるこ
とを識別するコード

35 ヘッダ部 JPS1900001
（参照）注文書目的
コード

この出荷案内書が参照する注文書の目的（新規、
変更、取消）を管理するために注文者が付番した
区分コード

36 ヘッダ部 UN01000372 プロジェクト番号
発注品に関するプロジェクト・工事案件等を管理
するための番号。

37 ヘッダ部 UN01000374 プロジェクト名
発注品に関するプロジェクト・工事案件等の名
称。

38 ヘッダ部 UN01005580 （参照）受注書番号
この出荷案内書が参照する受注書に契約を特定す
るために受注者が付番した管理番号。

39 ヘッダ部 UN01005582 （参照）受注書発行日
この出荷案内書が参照する受注書に受注者が記載
した契約を行った日付，または参照受注書の書面
上の発行日付。

40 ヘッダ部 UN01005588 （参照）受注履歴番号
出荷案内書が参照する受注書の変更履歴を管理す
る番号。

41 ヘッダ部 UN01005589 （参照）受注書名
この出荷案内書が参照する受注書に受注者が付与
した文書名称

42 ヘッダ部 UN01006415 （参照）受注書情報
この出荷案内書が参照する受注書に受注者が付与
した情報

43 ヘッダ部 UN01009672
（参照）文書タイプ
コード

この出荷案内書が参照する文書が受注書であるこ
とを識別するコード

44 ヘッダ部 UN01005757 納入先コード 納入先の企業等を表す発注者が付与したコード。

45 ヘッダ部 UN01005758 納入先国際企業コード 納入先企業を表す法人コード。

46 ヘッダ部 UN01005759 納入先名称 納入先の企業等の名称。

47 ヘッダ部 UN01005719 納入先担当部署コード 納入先の発注品担当部署のコード。
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48 ヘッダ部 UN01005720 納入先担当者氏名
納入先の発注品担当者の氏名または担当者を表す
名称・呼称。

49 ヘッダ部 UN01005721 納入先担当部門名 納入先の担当部門の名称。

50 ヘッダ部 UN01005725 納入先担当者コード 納入先の発注品担当者のコード。

51 ヘッダ部 UN01005860 納入先電話番号 納入先の電話番号。

52 ヘッダ部 UN01005860 納入先FAX番号 発注者のFAX番号。

53 ヘッダ部 UN01005689 納入先郵便番号 納入先の郵便番号。

54 ヘッダ部 UN01005692 納入先住所 納入先の住所。

55 ヘッダ部 UN01005757 出荷元コード 出荷元の企業等を表すコード

56 ヘッダ部 UN01005759 出荷元名称 出荷元の企業等の名称

57 ヘッダ部 UN01005759 運輸事業者名 運輸事業者の名称

58 ヘッダ部 UN01005719
運輸事業者連絡先コー
ド

運輸事業者の連絡先（担当部門）を識別するコー
ド。

59 ヘッダ部 UN01005720
運輸事業者連絡先担当
者名

運輸事業者の連絡先の担当者名称。

60 ヘッダ部 UN01005721
運輸事業者連絡先部門
名

運輸事業者の連絡先の部門名称。

61 ヘッダ部 UN01005725
運輸事業者連絡先担当
者コード

運輸事業者の連絡先担当者を識別するコード。

62 ヘッダ部 UN01005860 運輸事業者電話番号 運輸事業者の連絡先電話番号。

63 ヘッダ部 UN01005627 作業番号 作業を識別するために付与した番号

64 ヘッダ部 UN01005833 税額 出荷品の消費税額

65 ヘッダ部 UN01005834 税タイプコード 税の種類(消費税、関税等)を識別するコード

66 ヘッダ部 UN01005839
課税対象合計金額（税
抜き）

税抜き消費税課税対象合計金額（＝単価(税抜き)
×検収数量）

67 ヘッダ部 UN01005850 税区分
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識
別するための区分名

〇

68 ヘッダ部 UN01007174 税率 出荷品の消費税率 〇

69 ヘッダ部 UN01013040
課税対象合計金額（税
込み）

税込み消費税課税対象合計金額（＝単価(税込み)
×数量）

（◎）

70 ヘッダ部 JPS1800091 税計算方式 税計算方式（積上げ、割戻し等）を指定。

71 ヘッダ部 UN01011506
出荷案内合計金額（税
抜き）

出荷案内明細金額（税抜き）の合計金額。

72 ヘッダ部 UN01011507 合計税額 出荷案内明細消費税額の合計金額。

73 ヘッダ部 UN01011508 出荷案内総合計金額
出荷案内金額の総合計金額
=出荷案内合計金額（税抜き）＋請求合計税額

74 ヘッダ部 JPS1800074
出荷案内合計金額（税
込み）

出荷案内明細金額（税込み）の合計金額。
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75 明細部 UN01006872 出荷案内行番号

複数明細出荷の場合に明細ごとの出荷を特定する
ために受注者が付与した番号。明細行を識別する
ために付番する場合は出荷案内書番号との複合
キーで出荷明細を特定する。

〇

76 明細部 UN01005558 出荷案内明細注釈表題n明細注釈内容の表題を示す。

77 明細部 UN01005560 出荷案内明細注釈内容n
明細注釈表題ごとの内容情報を入力するフリース
ペース。

78 明細部 UN01005580 （参照）受注番号 当該出荷伝票が参照する受注書に記載の受注番号

79 明細部 UN01005585
（参照）受注明細行番
号

当該出荷明細が参照する受注書に記載の受注者が
附番した受注明細行番号

80 明細部 JPS1900001
（参照）受注明細目的
コード

この出荷伝票が参照する受注書明細に受注者が受
注明細の目的（新規、変更、取消、打切り）を管
理するために付番したコード

81 明細部 UN01005580 （参照）注文番号 この出荷伝票が参照する注文書に記載の受注番号

82 明細部 UN01005585
（参照）注文明細行番
号

この出荷伝票が参照する注文書に記載の注文者が
附番した注文明細行番号

83 明細部 JPS1900001
（参照）注文明細目的
コード

この出荷伝票が参照する注文書明細に注文者が注
文明細の目的（新規、変更、取消、打切り）を管
理するために付番したコード

84 明細部 UN01005791 単価区分コード 単価の種別を示す区分コード

85 明細部 UN01005792 出荷単価
発注者が提示した明細発注品の１単位あたりの取
引単価(税抜き)。

〇

86 明細部 UN01006887 入り数
1パッケージ当たりの数量。「入り数」が示され
た場合、1回の納入当たりのバラ数量は当数量の
整数倍になることを示す。

87 明細部 UN01011509 出荷数量 出荷明細毎の出荷数量（バラ） 〇

88 明細部 UN01011510 要求数量 出荷明細毎の発注者の要求数量（バラ）

89 明細部 UN01012682 欠品数量 出荷明細毎の欠品数量（バラ）

90 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

91 明細部 UN01005757 明細納入先コード 納入先の企業等を表すコード

92 明細部 UN01005758
明細納入先国際企業
コード

納入秋企業を表す法人コード。

93 明細部 UN01005759 明細納入先名称 納入先の企業等の名称

94 明細部 UN01005720 明細納入先担当者 明細納入先の担当者名

95 明細部 UN01005721 明細納入先部門名 明細納入先の部門名

96 明細部 UN01005860 明細納入先電話番号 納入先の電話番号

97 明細部 UN01005860 明細納入先FAX番号 納入先のFAX番号。

98 明細部 UN01005860
明細納入先メールアド
レス

納入先の電子メールアドレス

99 明細部 UN01005689 明細納入先郵便番号 納入先の郵便番号

100 明細部 UN01005692 明細納入先住所 納入先の住所
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101 明細部 UN01005628 要求納入日
発注者から受注者に提示した、明細発注品の納入
期日，または納入希望日。

102 明細部 UN01005513 納入場所コード 納入場所または受渡場所を示すコード。

103 明細部 UN01005514 納入場所名称 納入場所または受渡場所の名称。

104 明細部 UN01005627 納入番号
受注者が附番した納入番号、または当該出荷明細
が参照する注文回答書に記載の分納番号

105 明細部 UN01005628 出荷日時 品目の出荷日/時刻。 （◎）

106 明細部 UN01005629 受注者分納区分コード 今回の納入が分納であることを示す区分コード

107 明細部 UN01005628 計画納入日時 品目の計画納入日/時刻。

108 明細部 UN01005833 税額
税の金額。（明細行の消費税額算出は認められな
い）

109 明細部 UN01005834 税タイプコード 消費税の区分を識別するコード。

110 明細部 UN01005839
課税対象金額（税抜
き）

税抜き消費税課税対象明細金額（＝単価(税抜き)
×数量）

111 明細部 UN01005850 税区分
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識
別するための区分名

（◎）

112 明細部 UN01007174 明細消費税率 明細発注品の消費税率。

113 明細部 UN01013040
課税対象金額（税込
み）

税込み消費税課税対象明細金額（＝単価(税込み)
×数量）

114 明細部 JPS1800091 税計算方式 税計算方式（積上げ、割戻し等）を指定。

115 明細部 UN01011514 出荷明細金額(税抜き)
明細発注品の出荷明細金額(税抜き）。（単価(税
抜き)×数量）

116 明細部 JPS1800075
出荷明細金額（税込
み）

明細発注品の出荷明細金額(税込み)。
(単価(税込み)×数量)

117 明細部 UN01005813 品名コード
発注者が付番した，発注品（出荷品）を特定する
番号。

118 明細部 UN01005815 品名 発注品（出荷品）の品名・名称。

119 明細部 UN01005817 品目摘要 このCI取引品目を文字で説明したもの （◎）

120 明細部 UN01005799 品目個体識別番号 発注者が附番する品目個体識別番号

121 明細部 UN01005800 受注者ロット番号 受注者が付番する製造ロット番号

122 明細部 UN01006791 梱包単位個数 梱包単位の数量

123 明細部 UN01006793 荷姿コード 物流梱包の荷姿コード

124 明細部 UN01006795 梱包ID 出荷者が府番した物流梱包の識別子
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検収メッセージ

中小企業共通EDI標準相互連携性情報項目表v2.0_draft_r10_2019-3-15＜検収＞

【凡例】
〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目

（◎） 改正消費税の区分記載請求書に記載する必須情報項目
無印 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装任意情報項目

中小企業共通EDIプロバイダはBIE表記載の全情報項目の実装必須

(※)パスの詳細は中⼩企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver2.0_draft_r10_2019-3-15<検収メッセージ>を参照

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

86 86 21

1 ヘッダ部 UN01005862 検収書番号
発注者が発番した検収書を識別する番号または文
字列

〇

2 ヘッダ部 UN01005863 検収書名 発注者が付与した検収書の文書名称

3 ヘッダ部 UN01005864 検収書タイプコード この文書が検収書であることを識別するコード

4 ヘッダ部 UN01005865 検収書発効日
請求書／納品書等の発行日付，または請求書の書
面上の発行日付。

〇

ヘッダ部 UN01005869 請求書目的コード
受注者が請求書の目的（新規、変更、取消、打切
り）を管理するために付番した区分コード

5 ヘッダ部 UN01005875 請求書類型コード
参照文書の類型（適格請求書対応、適格請求書非
対応など）を識別するコード

6 ヘッダ部 UN01005558 検収注釈表題 注釈内容の表題を示す。

7 ヘッダ部 UN01005560 検収注釈内容
注釈項目ごとの内容情報を入力するフリースペー
ス。

8 ヘッダ部 UN01005757 受注者コード
注文を受ける企業/工場・事業所・事業部門等を
表すコード。

〇

9 ヘッダ部 UN01005758 受注者国際企業コード 注文を受ける企業を表す国際企業コード。

10 ヘッダ部 UN01005759 受注者名称
注文を受ける企業/工場・事業所・事業部門等を
表す名称。

〇

11 ヘッダ部 UN01005719 受注部門コード 受注者の受注部門を表すコード。

12 ヘッダ部 UN01005720 受注者担当名 取引連絡先の個人の、文字で表現された名前。

13 ヘッダ部 UN01005721 受注者部門名 受注者の受注部門の名称。

14 ヘッダ部 UN01005860 受注者電話番号 受注者の電話番号。

15 ヘッダ部 UN01005757 発注者コード
注文を行う企業/工場・事業所・事業部門等を表
すコード。

〇

16 ヘッダ部 UN01005758 発注者国際企業コード 注文を行う企業を表す国際企業コード。

17 ヘッダ部 UN01005759 発注者名称
発注を行う企業/工場・事業所・事業部門等の名
称

〇

18 ヘッダ部 UN01005719 発注者部門コード 発注者の発注部門を表すコード。

行番
号

ヘッダ/
明細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI
基本マッピング
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19 ヘッダ部 UN01005720 発注者担当名 発注者の発注担当者の名称

20 ヘッダ部 UN01005721 受注者部門名 受注者の受注部門の名称。

21 ヘッダ部 UN01005860 発注者電話番号 発注者の電話番号。

22 ヘッダ部 UN01005580 参照文書番号
この検収書が参照する参照文書の発行者が参照文
書を特定するために付番した管理番号。

23 ヘッダ部 UN01005582 参照文書発行日
この検収書が参照する参照文書に参照文書発行者
が記載した参照文書の発行日付。

24 ヘッダ部 UN01005589 参照文書の書名
この検収書が参照する参照文書の発行者が参照文
書に付与した文書名称

25 ヘッダ部 UN01009672 参照文書タイプコード
この検収書が参照する参照文書の種別を識別する
コード

26 ヘッダ部 UN01000372 プロジェクト番号
発注品に関するプロジェクト・工事案件等を管理
するための番号。

27 ヘッダ部 UN01000374 プロジェクト名
発注品に関するプロジェクト・工事案件等の名
称。

28 ヘッダ部 UN01005757 請求者コード 請求者のコード。

29 ヘッダ部 UN01005758 請求者国際企業コード 請求者の法人コード。

30 ヘッダ部 UN01005759 請求者名称 請求者の企業等を表す名称。 （◎）

31 ヘッダ部 UN01013039 請求者事業者登録番号 登録された請求者の適格請求書発行事業者番号

32 ヘッダ部 UN01005719 請求部門コード 請求者の請求部門を表すコード。

33 ヘッダ部 UN01005720 請求者担当名 請求者個人の、文字で表現された名前。

34 ヘッダ部 UN01005721 請求者部門名 請求者の請求部門の名称。

35 ヘッダ部 UN01005860 請求者電話番号 請求者の電話番号。

36 ヘッダ部 UN01005757 請求先コード 請求を受ける企業等を表すコード。

37 ヘッダ部 UN01005758 請求先国際企業コード 請求を受ける企業等を表す法人コード。

38 ヘッダ部 UN01005759 請求先名称 請求を受ける企業等の名称 （◎）

39 ヘッダ部 UN01005719 請求先部門コード 請求先の部門を表すコード。

40 ヘッダ部 UN01005720 請求先担当名 請求先の担当者の名称

41 ヘッダ部 UN01005721 請求先部門名 請求先の部門を表す名称

42 ヘッダ部 UN01005860 請求先電話番号 請求先の電話番号。

43 ヘッダ部 UN01005833 税額合計 税額の合計。
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国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

行番
号

ヘッダ/
明細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI
基本マッピング

44 ヘッダ部 UN01005834 税タイプコード 税の種類(消費税、関税等)を識別するコード

45 ヘッダ部 UN01005839 課税対象金額（税抜き） 消費税課税対象の税抜き金額

46 ヘッダ部 UN01005850 税区分
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識
別するための区分名

〇

47 ヘッダ部 UN01007174 税率 税額計算のための率。 〇

48 ヘッダ部 UN01013040 課税対象金額(税込み) 消費税課税対象の税込み金額 （◎）

49 ヘッダ部 JPS1800091 税計算方式 税計算方式（積上げ、割戻し等）を指定。

50 ヘッダ部 UN01005946 検収合計税額 検収明細消費税額の合計金額。 〇

51 ヘッダ部 UN01005948 検収総合計金額
検収金額の総合計金額
=検収合計金額（税抜き）＋検収合計税額

〇

52 ヘッダ部 UN01008451 検収合計金額(税抜き) 税抜きの検収合計金額。

53 ヘッダ部 UN01008452 検収合計金額(税込み) 税込みの検収合計金額。

54 明細部 UN01005954 検収行番号

複数明細検収の場合に明細ごとの検収を特定する
ために付与した番号。明細行を識別するために付
番する場合は検収書番号との複合キーで検収明細
を特定する。

〇

55 明細部 UN01005558 検収明細注釈表題 明細注釈内容の表題を示す。

56 明細部 UN01005560 検収明細注釈内容
明細注釈表題ごとの内容情報を入力するフリース
ペース。

57 明細部 UN01005580 （参照）受注番号 この検収書が参照する書に記載の受注番号

58 明細部 UN01005585 （参照）受注明細行番号
この検収書が参照する受注書に記載の受注者が附
番した受注明細行番号

59 明細部 UN01005580 （参照）注文番号
この検収書が参照する注文書に記載の注文明細番
号

60 明細部 UN01005585 （参照）注文明細行番号
この検収書が参照する注文書に記載の発注者が附
番した注文明細行番号

61 明細部 UN01005791 単価区分コード 単価の種別を示す区分コード

62 明細部 UN01005792 契約単価
発注者と受注者が合意した明細発注品の１単位あ
たり契約単価(税抜き)。

〇

63 明細部 UN01011517 要求数量 当該納入明細品目に対する要求数量

64 明細部 UN01011518 検収数量 当該納入明細品目の検収した数量 〇

65 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

66 明細部 UN01005627 納入番号 受注者が附番した納入書に記載の納入番号

67 明細部 UN01005628 納入日時 納入作業を行った日時 （◎）

68 明細部 UN01005580 （参照）納品書番号
当該検収書が参照する出荷案内書明細に記載の出
荷を特定する番号

〇
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基本マッピング

69 明細部 UN01005582 （参照）納品書発行日
この請求書が参照する納品書に受注者が記載した
発送を行った日付，または納品書の書面上の発行
日付。

70 明細部 JPS1900002 （参照）納品書類型コード
この請求書が参照する納品書の類型（適格請求書
等対応、適格請求書等非対応等）を識別するコー
ド

71 明細部 UN01005585 （参照）出荷明細行番号
この検収書が参照する出荷案内書明細に記載の受
注者が附番した出荷明細行番号

72 明細部 UN01005589 （参照）納品書名
この請求書が参照する受注者が納品書に付与した
文書名称

73 明細部 UN01009672 （参照）文書タイプコード
この請求書が参照する文書が納品書であることを
識別する区分コード

74 明細部 UN01005995 決済参照情報 当該決済に関する参照情報

75 明細部 UN01005833 税額
税の金額。（明細行の消費税額算出は認められな
い）

76 明細部 UN01005834 税タイプコード 税の種類(消費税、関税など）を識別するコード

77 明細部 UN01005839
課税対象明細金額（税抜
き）

税抜き消費税課税対象明細金額（＝単価(税抜き)
×検収数量）

78 明細部 UN01005850 税区分
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識
別するための区分名

（◎）

79 明細部 UN01007174 税率 税額計算のための率。

80 明細部 UN01013040 課税対象明細金額(税込み)
税込み消費税課税対象明細金額（＝単価(税込み)
×数量）

81 明細部 JPS1800091 税計算方式 税計算方式（積上げ、割戻し等）を指定。

82 明細部 UN01008456 検収明細金額(税抜き)
発注品明細の検収金額(税抜き）。（税抜き単価
×数量）

83 明細部 UN01013030 検収明細金額(税込み)
発注品明細の検収金額(税込み）。（税込み単価
×数量）

84 明細部 UN01005813 品名コード
発注者が発注品の品名を特定するために付与した
コード

85 明細部 UN01005815 品名 発注品の品名。

86 明細部 UN01005817 品目摘要 このCI取引品目を文字で説明したもの （◎）
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請求メッセージ

中小企業共通EDI標準相互連携性情報項目表v2.0_draft_r10_2019-3-15＜請求＞

【凡例】
〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目

（◎） 改正消費税の区分記載請求書に記載する必須情報項目
無印 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装任意情報項目

中小企業共通EDIプロバイダはBIE表記載の全情報項目の実装必須

(※)パスの詳細は中⼩企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver2.0_draft_r10_2019-3-15<請求メッセージ>を参照

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

103 103 21

1 ヘッダ部 UN01005862 請求書番号 受注者が発番した請求書を識別する番号または文字列 〇

2 ヘッダ部 UN01005863 請求書名 受注者が付与した請求書の文書名称

3 ヘッダ部 UN01005864 文書タイプコード この文書が請求書であることを識別するコード

4 ヘッダ部 UN01005865 請求書発効日
請求書／納品書等の発行日付，または請求書の書面上の
発行日付。
＜消費税：物品取引でない資産譲渡の場合◎＞

〇

ヘッダ部 UN01005869 請求書目的コード
受注者が請求書の目的（新規、変更、取消、打切り）を
管理するために付番した区分コード

5 ヘッダ部 UN01005875 請求書類型コード
この文書の類型（適格請求書対応、適格請求書非対応な
ど）を識別するコード

6 ヘッダ部 UN01005558 請求注釈表題 注釈内容の表題を示す。

7 ヘッダ部 UN01005560 請求注釈内容 注釈項目ごとの内容情報を入力するフリースペース。

8 ヘッダ部 UN01005757 受注者コード 注文を受ける企業等を表すコード。 〇

9 ヘッダ部 UN01005758 受注者国際企業コード 注文を受ける企業を表す法人コード。

10 ヘッダ部 UN01005759 受注者名称 注文を受ける企業等を表す名称。 〇

11 ヘッダ部 UN01005719 受注部門コード 受注者の受注部門を表すコード。

12 ヘッダ部 UN01005720 受注者担当名 取引連絡先の個人の、文字で表現された名前。

13 ヘッダ部 UN01005721 受注者部門名 受注者の受注部門の名称。

14 ヘッダ部 UN01005860 受注者電話番号 受注者の電話番号。

15 ヘッダ部 UN01005757 発注者コード 注文を行う企業等を表すコード。 〇

16 ヘッダ部 UN01005758 発注者国際企業コード 注文を行う企業を表す法人コード。

行番
号

ヘッダ/
明細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI
基本マッピング
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BIE辞書
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項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

行番
号

ヘッダ/
明細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI
基本マッピング

17 ヘッダ部 UN01005759 発注者名称 発注を行う企業等の名称 〇

18 ヘッダ部 UN01005719 発注者部門コード 発注者の発注部門を表すコード。

19 ヘッダ部 UN01005720 発注者担当名 発注者の発注担当者の名称

20 ヘッダ部 UN01005721 発注者部門名 発注者の発注部門を表す名称

21 ヘッダ部 UN01005860 発注者電話番号 発注者の電話番号。

22 ヘッダ部 UN01005580 参照文書番号
この請求書が参照する契約を特定するために参照文書発
行者が参照文書を特定するために付番した管理番号。

23 ヘッダ部 UN01005582 参照文書発行日
この請求書が参照する参照文書に参照文書発行者が記載
した契約を行った日付，または参照文書の書面上の発行
日付。

24 ヘッダ部 UN01005589 参照文書の書名
この請求書が参照する参照文書発行者が参照文書に付与
した文書名称

25 ヘッダ部 UN01009672 参照文書タイプコード 参照文書の種別（例えば契約書、納品書など）

26 ヘッダ部 UN01000372 プロジェクト番号
発注品に関するプロジェクト・工事案件等を管理するた
めの番号。

27 ヘッダ部 UN01000374 プロジェクト名 発注品に関するプロジェクト・工事案件等の名称。

28 ヘッダ部 UN01005757 納入先コード
納入先の企業/工場・事業所・事業部門等を表す発注者
が付与したコード。

29 ヘッダ部 UN01005759 納入先名称 納入先の企業/工場・事業所・事業部門等の名称

30 ヘッダ部 UN01005580
（参照）出荷案内書番
号

この文書が参照する受注者が出荷案内書を特定するため
に付番した管理番号。

31 ヘッダ部 UN01005582
（参照）出荷案内書発
行日

この文書が参照する出荷案内書に受注者が記載した発送
を行った日付，または出荷案内書の書面上の発行日付。

32 ヘッダ部 UN01005589 （参照）出荷案内書名
この文書が参照する受注者が出荷案内書に付与した文書
名称

33 ヘッダ部 UN01009672
（参照）文書タイプ
コード

この文書が参照する文書が出荷案内書であることを識別
する区分コード

34 ヘッダ部 JPS1900002
（参照）出荷案内書類
型コード

この参照文書の類型（適格請求書対応、適格請求書非対
応など）を識別するコード

35 ヘッダ部 UN01005757 請求者コード 請求者のコード。

36 ヘッダ部 UN01005758 請求者国際企業コード 請求者の法人コード。

37 ヘッダ部 UN01005759 請求者名称 請求者の企業等を表す名称。 （◎）

38 ヘッダ部 UN01013039 請求者事業者登録番号 登録された請求者の適格請求書発行事業者番号

39 ヘッダ部 UN01005719 請求部門コード 請求者の請求部門を表すコード。

40 ヘッダ部 UN01005720 請求者担当名 請求者個人の、文字で表現された名前。
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基本マッピング

41 ヘッダ部 UN01005721 請求者部門名 請求者の請求部門の名称。

42 ヘッダ部 UN01005860 請求者電話番号 請求者の電話番号。

43 ヘッダ部 UN01005757 請求先コード 請求を受ける企業等を表すコード。

44 ヘッダ部 UN01005758 請求先国際企業コード 請求を受ける企業等を表す法人コード。

45 ヘッダ部 UN01005759 請求先名称 請求を受ける企業等の名称 （◎）

46 ヘッダ部 UN01005719 請求先部門コード 請求先の部門を表すコード。

47 ヘッダ部 UN01005720 請求先担当名 請求先の担当者の名称

48 ヘッダ部 UN01005721 請求先部門名 請求先の部門を表す名称

49 ヘッダ部 UN01005860 請求先電話番号 請求先の電話番号。

50 ヘッダ部 UN01005400 口座名義 債権者金融口座の、文字で表現された口座名。

51 ヘッダ部 UN01005401 口座番号 債権者金融口座の一意の所有者識別子。

52 ヘッダ部 UN01005426 金融機関名 債権者金融機関の、文字で表現された名前。

53 ヘッダ部 UN01011521 金融機関番号 債権者の金融機関番号（日本の場合）

54 ヘッダ部 UN01003139 金融機関支店番号 金融機関のこの支店の一意識別子

55 ヘッダ部 UN01003140 金融機関支店名 金融機関のこの支店の、文字で表現された名前

56 ヘッダ部 UN01005739 為替交換元通貨コード 為替における交換元通貨を表すコード

57 ヘッダ部 UN01005741 為替交換先通貨コード 為替における交換先通貨を表すコード

58 ヘッダ部 UN01005744 為替レート 為替交換のレート

59 ヘッダ部 UN01005745 為替レート日時 為替交換レートの適用日。

60 ヘッダ部 UN01005833 税額合計 税区分毎の税額の合計。

61 ヘッダ部 UN01005834 税タイプコード 税の種類(消費税、関税等)を識別するコード

62 ヘッダ部 UN01005839
課税対象金額（税抜
き）

税区分ごとの税抜き課税対象合計金額

63 ヘッダ部 UN01005850 税区分
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識別する
ための区分名

〇

64 ヘッダ部 UN01007174 税率 税額計算のための率。 〇
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中小企業共通EDI
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65 ヘッダ部 UN01013040 課税対象金額(税込み) 税区分ごとの税込み課税対象合計金額 （◎）

66 ヘッダ部 JPS1800091 税計算方式 税計算方式（積上げ、割戻し等）を指定。

67 ヘッダ部 UN01005946 請求合計税額 請求明細消費税額の合計金額。 〇

68 ヘッダ部 UN01005948 請求総合計金額
請求金額の総合計金額
=請求合計金額（税抜き）＋請求合計税額

〇

69 ヘッダ部 UN01008451 請求合計金額(税抜き) 税抜きの請求合計金額。

70 ヘッダ部 UN01008452 請求合計金額(税込み) 税込みの請求合計金額。

71 明細部 UN01005954 請求明細行番号
複数明細請求の場合に明細ごとの請求を特定するために
付与した番号。明細行を識別するために付番する場合は
請求番号との複合キーで請求明細を特定する。

〇

72 明細部 UN01005558 請求明細注釈表題n 明細注釈内容の表題を示す。

73 明細部 UN01005560 請求明細注釈内容n
明細注釈表題ごとの内容情報を入力するフリースペー
ス。

74 明細部 UN01005580 （参照）受注番号 当該請求書が参照する受注書に記載の受注番号

75 明細部 UN01005585
（参照）受注明細行番
号

当該請求明細が参照する受注書明細に記載の受注者が附
番した受注明細行番号

76 明細部 UN01005580 （参照）注文番号 当該請求明細行が参照する契約注文書に記載の注文番号

77 明細部 UN01005585
（参照）注文明細行番
号

当該請求明細が参照する注文書明細に記載の発注者が附
番した注文明細行番号

78 明細部 UN01005791 単価区分コード 単価の種別を示すコード

79 明細部 UN01005792 契約単価
発注者と受注者が合意した明細発注品の１単位あたり契
約単価(税抜き)。

〇

80 明細部 UN01005969 請求数量 当該配送の明細品目で請求した数量 〇

81 明細部 UN01011517 要求数量 当該配送明細品目に対する発注者の要求数量

82 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

83 明細部 UN01005627 納入番号 受注者が附番した納入書に記載の納入番号

84 明細部 UN01005628 出荷日時
品目の配送日/時刻。
<消費税：物品取引による資産譲渡の場合◎>

（◎）

85 明細部 UN01005580 (参照)納品書番号 当該請求書が参照する納品書を特定する番号 〇

86 明細部 UN01005582 （参照）納品書発行日
この請求書が参照する納品書に受注者が記載した発送を
行った日付，または納品書の書面上の発行日付。

87 明細部 JPS1900002
（参照）納品書類型
コード

この請求書が参照する納品書の類型（適格請求書等対
応、適格請求書等非対応等）を識別するコード

88 明細部 UN01005585 (参照)納品明細行番号
当該請求書が参照する納品書に記載の受注者が附番した
納品明細行番号

89 明細部 UN01005589 （参照）納品書名
この請求書が参照する受注者が納品書に付与した文書名
称

90 明細部 UN01009672
（参照）文書タイプ
コード

この請求書が参照する文書が納品書であることを識別す
る区分コード
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請求メッセージ
国連CEFACT／

BIE辞書
パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

行番
号

ヘッダ/
明細

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI
基本マッピング

91 明細部 UN01005995 支払参照情報 当該決済の支払に関する参照情報

92 明細部 UN01005833 明細税額 税の金額。（明細行の消費税額算出は認められない）

93 明細部 UN01005834 税タイプコード 税の種類(消費税、関税など）を識別するコード

94 明細部 UN01005839
課税対象明細金額（税
抜き）

税抜き消費税課税対象明細金額（＝単価(税抜き)×検収
数量）

95 明細部 UN01005850 税区分
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識別する
ための区分名

（◎）

96 明細部 UN01007174 税率 税額計算のための率。

97 明細部 UN01013040
課税対象明細金額(税
込み)

税込み消費税課税対象明細金額（＝単価(税込み)×数
量）

98 明細部 JPS1800091 税計算方式 税計算方式（積上げ、割戻し等）を指定。

99 明細部 UN01008456 請求明細金額(税抜き) 発注品明細の請求金額(税抜き）。（税抜き単価×数量）

100 明細部 UN01013030 請求明細金額(税込み) 発注品明細の請求金額(税込み）。（税込み単価×数量）

101 明細部 UN01005813 品名コード 発注者が発注品の品名を特定するために付与したコード

102 明細部 UN01005815 品名 発注品の品名。

103 明細部 UN01005817 品目摘要 このCI取引品目を文字で説明したもの （◎）
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支払通知メッセージ

中小企業共通EDI標準相互連携性情報項目表v2.0_draft_r10_2019-3-15＜支払通知＞

【凡例】
〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目

（◎） 改正消費税の区分記載請求書に記載する必須情報項目
無印 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装任意情報項目

中小企業共通EDIプロバイダはBIE表記載の全情報項目の実装必須

(※)パスの詳細は中⼩企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver2.0_draft_r10_2019-3-15<支払通知メッセージ>を参照

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

105 104 21

1 ヘッダ部 UN01005472 取引プロセス識別子 データ区分（取引プロセス）の識別子(ID)

2 ヘッダ部 UN01005472 業務領域識別子 ZEDIより附番された業界識別番号

3 ヘッダ部 UN01008372 支払通知書番号 この交換された 支払通知文書の一意識別子 〇

4 ヘッダ部 UN01008375 支払通知書タイプ この文書が支払通知書であることを識別するコード

5 ヘッダ部 UN01008376 支払通知書発効日
この 支払通知文書の発行の日付、時刻、日時またはその他
の日付時刻値

〇

6 ヘッダ部 UN01005560 支払内容 支払ごとの支払内容

7 ヘッダ部 UN01008498 決済支払番号

当事者が取引を明確に識別し始めることで割り当てられる
識別子など、この支払通知ヘッダーの取引決済支払のエン
ドツーエンド処理の一意識別子
ISO20022pain001「取引明細識別番号（振込依頼人発
行）」と商流EDIの支払先ごとの支払明細を紐付けるために

8 ヘッダ部 UN01008500 支払日時
この支払通知ヘッダーの取引決済支払の依頼する日付、時
刻、日時、またはその他の日付時刻値

9 ヘッダ部 UN01005757 受取人企業コード 受取人企業の企業コード

10 ヘッダ部 UN01005758 受取人国際企業コード 受取人企業の法人番号

11 ヘッダ部 UN01005759 受取人企業名 受取人当事者の名称 〇

12 ヘッダ部 UN01013039 登録企業コード 適格請求書発行事業者登録番号

13 ヘッダ部 UN01005860 受取人電話番号 連絡先電話番号

14 ヘッダ部 UN01005757 支払人コード
支払人の企業コード
金融機関が付与した支払人の識別コード

15 ヘッダ部 UN01005758 支払人国際企業コード 支払人の法人番号

16 ヘッダ部 UN01005759 支払人企業名 支払人の名称 〇

17 ヘッダ部 UN01005860 支払人電話番号 連絡先電話番号

18 ヘッダ部 UN01008471 支払総合計金額
支払金額（税込み）ー相殺合計金額
ISO20022pain001「振込金額」に対応する商流EDIの支払金
額

〇

19 ヘッダ部 UN01011092 相殺合計金額 相殺明細金額の合計額

20 ヘッダ部 UN01013031 税合計金額 税の合計金額

21 ヘッダ部 UN01013032 支払合計金額（税込み） 税込み支払合計金額

22 ヘッダ部 JPS1800076 支払合計金額（税抜き） 税抜き支払合計金額

23 ヘッダ部 UN01011098 相殺項目理由コード 相殺項目理由コード

24 ヘッダ部 UN01011099 相殺項目理由説明文 相殺明細項目理由の説明文

25 ヘッダ部 UN01011101 相殺項目金額 相殺明細の金額

26 ヘッダ部 UN01005672 支払手段タイプコード 決済支払手段を識別するコード(現金、手形など）

27 ヘッダ部 UN01005674 支払手段方法コード 決済支払方法を識別するコード（月次支払、出来高払いなど)

行番号 ヘッダ/明細
中小企業共通EDIメッセージ辞書

中小企業共通EDI
基本マッピング
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支払通知メッセージ

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

行番号 ヘッダ/明細
中小企業共通EDIメッセージ辞書

中小企業共通EDI
基本マッピング

28 ヘッダ部 UN01005431 支払人口座名義 支払人の、文字で表現された名称。

29 ヘッダ部 UN01005432 支払人口座番号 支払人口座の一意の識別子。

30 ヘッダ部 UN01012128 支払人口座タイプ 支払人口座のタイプ

31 ヘッダ部 UN01005400 受取人口座名義 受取人口座の、文字で表現された受取人名。

32 ヘッダ部 UN01005401 受取人口座番号 受取人口座の一意の識別子。

33 ヘッダ部 UN01012127 受取人口座タイプ 受取人口座のタイプ

34 ヘッダ部 UN01005435 支払人金融機関名 支払人の金融機関名

35 ヘッダ部 UN01011522 支払人金融機関番号 支払人の金融機関番号

36 ヘッダ部 UN01003139 支払人金融機関支店番号 支払人金融機関の支店番号

37 ヘッダ部 UN01003140 支払人金融機関支店名 支払人金融機関の支店名

38 ヘッダ部 UN01005404 受取人金融機関名 受取人の金融機関名

39 ヘッダ部 UN01011521 受取人金融機関番号 受取人の金融機関番号

40 ヘッダ部 UN01003139 受取人金融機関支店番号 受取人金融機関の支店番号

41 ヘッダ部 UN01003140 受取人金融機関支店名 受取人金融機関の支店名

42 子ヘッダ部 UN01008363 支払文書行番号 支払対象を識別する番号

43 子ヘッダ部 UN01005560 支払内容 支払ごとの補足情報

44 子ヘッダ部 UN01005580 参照文書識別子 参照文書（請求書、または検収書）の番号 〇

45 子ヘッダ部 UN01005582 参照文書発行日 参照文書の発行日

46 子ヘッダ部 UN01005586 参照文書タイプコード 参照文書のタイプ（請求書、検収書等）を示すコード

47 子ヘッダ部 UN01005589 参照文書名 参照文書名

48 子ヘッダ部 JPS1900002 参照文書類型コード
参照文書の類型（適格請求書対応、適格請求書非対応な
ど）を識別するコード

49 子ヘッダ部 UN01005758 発注企業法人コード 発注企業の法人コード

50 子ヘッダ部 UN01005759 発注企業名 発注企業の名称

51 子ヘッダ部 UN01005758 受注企業法人コード 受注企業の法人コード

52 子ヘッダ部 UN01005759 受注企業名 受注企業の名称

53 子ヘッダ部 UN01012129 決済締日 請求書単位の決済締日

54 子ヘッダ部 UN01012130 支払予定日 請求書単位の支払予定日

55 子ヘッダ部 UN01013034 請求日時
請求（取引）を行った日時。
（物品納入を伴わない取引の場合）
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支払通知メッセージ

国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

行番号 ヘッダ/明細
中小企業共通EDIメッセージ辞書

中小企業共通EDI
基本マッピング

56 子ヘッダ部 UN01005758 請求先国際企業コード 当事者（請求先）の法人番号

57 子ヘッダ部 UN01005759 請求先企業名 当事者（請求先）の名称 （◎）

58 子ヘッダ部 UN01005720 請求先担当者名 連絡先担当者名

59 子ヘッダ部 UN01005721 請求先部門名 連絡先部門名

60 子ヘッダ部 UN01005860 請求先電話番号 連絡先電話番号

61 子ヘッダ部 UN01005759 決済文書発行事業者名
決済文書発行者の名称。インボイス制度の場合は適格請求
書発行事業者の名称

（◎）

62 子ヘッダ部 UN01013039 適格請求書発行事業者登録番号 適格請求書発行事業者の登録番号

63 子ヘッダ部 JPS1800077 支払合計金額（税抜き） 文書毎の課税対象支払合計金額（税抜き）

64 子ヘッダ部 UN01008478 支払総合計金額 文書毎の支払総合計金額 〇

65 子ヘッダ部 UN01013033 税合計金額 文書毎の税合計金額 〇

66 子ヘッダ部 UN01013035 支払合計金額(税込み) 文書毎の課税対象支払合計金額（税込み）

67 子ヘッダ部 UN01005833 税額 税区分毎の税額の合計。

68 子ヘッダ部 UN01005834 税タイプコード 税の種類(消費税、関税等)を識別するコード

69 子ヘッダ部 UN01005839 課税対象金額（税抜き） 消費税課税対象の税抜き金額

70 子ヘッダ部 UN01005850 税区分
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識別するため
の区分名

〇

71 子ヘッダ部 UN01007174 税率 税率 〇

72 子ヘッダ部 UN01013040 課税対象金額（税込み） 消費税課税対象の税込み金額 （◎）

73 子ヘッダ部 JPS1800091 税計算方式 税計算方式（積上げ、割戻し等）を指定。

74 明細部 UN01008363 支払明細行番号 支払通知書明細の明細行番号 〇

75 明細部 UN01013037 請求日時
請求（取引）を行った日時。
（物品納入を伴わない取引の場合）

76 明細部 UN01005580 (参照)文書番号
当該文書が参照する参照文書（請求書、または納品書な
ど）を特定する番号

〇

77 明細部 UN01005582 （参照）文書発行日
この文書が参照する参照文書に受注者が記載した文書の書
面上の発行日付。

78 明細部 JPS1900002 (参照)文書類型コード
この文書が参照する参照文書の類型（適格請求書等対応、
適格請求書等非対応等）を識別するコード

79 明細部 UN01005585 (参照)文書明細行番号
当該文書が参照する参照文書に記載の受注者が附番した明
細行番号

80 明細部 UN01005589 （参照）文書名 この文書が参照する受注者が参照文書に付与した文書名称

81 明細部 UN01009672 （参照）文書タイプコード
この文書が参照する参照文書のタイプ（請求書、納品書な
ど）を識別する区分コード

82 明細部 UN01005580 （参照）注文番号 参照文書の注文番号

83 明細部 UN01005582 （参照）文書発行日 参照文書の発行日

84 明細部 UN01005585 （参照）文書行番号 支払通知の参照文書の行番号

85 明細部 UN01005586 （参照）文書タイプコード 支払通知の参照文書を指定するコード

86 明細部 UN01005580 （参照）受注番号 参照文書の受注番号

87 明細部 UN01005582 （参照）文書発行日 参照文書の発行日

88 明細部 UN01005585 （参照）文書行番号 支払通知の参照文書の行番号

89 明細部 UN01005586 （参照）文書タイプコード 支払通知の参照文書を指定するコード
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国連CEFACT／
BIE辞書

パスは省略して
記載(※)

項目名 項目定義
中小基本

必須
備考

行番号 ヘッダ/明細
中小企業共通EDIメッセージ辞書

中小企業共通EDI
基本マッピング

90 明細部 UN01005791 単価区分コード 単価の種別を示す区分コード

91 明細部 UN01005792 支払単価 支払単価 〇

92 明細部 UN01011463 検収数量 検収対象数量 〇

93 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

94 明細部 UN01005627 納入番号 発注者が付与した納入のユニーク識別番号

95 明細部 UN01005628 納入日時
納入の日時
（物品納入を伴う取引の場合）

（◎）

96 明細部 UN01005810 品名コード 品目のコード番号

97 明細部 UN01005815 品名 品目の名称

98 明細部 UN01005817 品目摘要 このI取引品目を文字で説明したもの （◎）

99 明細部 UN01005833 明細税額
税の金額。
（改正消費税では明細行の消費税額算出は認められない）

100 明細部 UN01005834 税タイプコード 税の種類(消費税、関税など）を識別するコード

101 明細部 UN01005839 課税対象明細金額（税抜き） 税抜き消費税課税対象明細金額（＝支払単価×検収数量）

102 明細部 UN01005850 税区分
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識別するため
の区分

（◎）

103 明細部 UN01007174 税率 税率

104 明細部 UN01013040 課税対象明細金額(税込み) 税込み消費税課税対象明細金額（＝支払単価×検収数量）

105 明細部 JPS1800091 税計算方式 税計算方式（積上げ、割戻し等）を指定。
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