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中小企業共通EDI簡易マッピング表

改定履歴

改定履歴

バージョン 改訂日付 情報種 改訂内容

1 中小企業共通EDI標準ver.1_r0 2018/3/16 全メッセージ 中小企業庁次世代企業間データ連携調査事業の成果物「中小企業共通EDI標準v1.0_r0」として公開。「設定/改定」欄に「v1」を表示

支払通知メッセージ 支払通知メッセージを新規追加（全銀EDIシステム(ZEDI)対応のため）。「設定/改定」欄に「v2」を表示

全メッセージ 改正消費税対応情報項目を追加。文書の参照関連対応等の情報項目追加。「設定/改定」欄に「v2」を表示

全メッセージ SIPS仮IDを国連CEFACT共通辞書18A、18B新規登録ID・DENへ変更、項目定義の変更等。「設定/改定」欄に「v1/v2」を表示

3 中小企業共通EDI標準ver.2_r1 2019/6/1 全メッセージ SIPS仮IDを国連CEFACT共通辞書19A新規登録ID・DENへ変更。「設定/改定」欄に「v1/v2」または「v2」を表示

4 中小企業共通EDI標準ver.2_r1a 2019/6/22 支払通知メッセージ
明細部「税込金額」「CIRL_ Trade Settlement_ Monetary Summation. Including Taxes_ Line Total. Amount」のUNIDエラーを修正。

（誤）UN01013032＝＞(正）UN01013038　　「設定/改定」欄に「v2r1a」を表示

新設の認証制度へ対応のため、「中小企業共通EDI標準ver.3」へバージョンアップ。これに伴い本資料をver.3へ改定

中小企業共通EDIマッピング欄に「消費税対応」欄を追加

SIPS仮IDを国連CEFACT共通辞書19B新規登録ID・DENへ変更。「設定/改定」欄に「v2/v3」を表示

「税区分コード」追加。「税計算方式」「注文単価」の定義変更。「設定/改定」欄に「v2/v3」または「v1/v3」を表示

右記のメッセージ ファイル添付に必要な情報項目を追加。見積依頼・見積回答・注文・注文回答・出荷案内メッセージ。「設定/改定」欄に「v3」を表示

全メッセージ

2019/6/1
中小企業共通EDI標準ver.2_r0

(意見公募公開版)
2

中小企業共通EDI標準ver.3_r05 2020/4/1
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

見積依頼メッセージ

中小企業共通EDI簡易マッピング表ver.3_r0_20200401＜見積依頼＞

企業名

【凡例】 使用目的 項目名 備考 使用目的 項目名 備考

〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目 取引利用 　

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※１ 取引利用 　

取引利用 　

自社管理用 　

(※)パスの詳細は中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver.3_r0_20200401<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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

108 106 12

15 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。

16 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

17 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、注文後変更見積、取

消）を管理するために付番したコード

18 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

19 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

20 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

21 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

22 ヘッダ部 UN01005613 見積返信期限 見積回答返信の要求期限

23 ヘッダ部 UN01006015 添付バイナリファイル識別子 添付バイナリファイルの識別子

24 ヘッダ部 UN01006018 添付バイナリファイル版数
添付バイナリファイルのバージョン番

号

25 ヘッダ部 UN01006019 添付バイナリファイル名 添付バイナリファイルの名称

26 ヘッダ部 UN01006020
添付バイナリファイルURI識別

子
添付バイナリファイルのURI識別子

27 ヘッダ部 UN01006021
添付バイナリファイルのMIME

コード
添付バイナリファイルのMIMEコード

28 ヘッダ部 UN01006022
添付バイナリファイルエンコー

ドコード

添付バイナリファイルのエンコード用

コード

29 ヘッダ部 UN01006024
添付バイナリファイル出力コー

ド
添付バイナリファイルの出力コード

30 ヘッダ部 UN01006026 添付バイナリファイルの説明文 添付バイナリファイルの説明文

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

32 ヘッダ部 UN01005560 見積依頼注釈内容ｎ
注釈表題ごとの内容情報を入力するフ

リースペース。

セットで繰り返す

　　　セットで繰り返す

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI

マッピング行番

号

ヘッダ/明

細

発注企業マッピング 受注企業マッピング

マッピングできない情報項目 マッピングできない情報項目

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI

マッピング行番

号

ヘッダ/明

細

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

34 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

35 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。中小企業共通EDIでは法人番号を

利用

36 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

37 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

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

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

40 ヘッダ部 UN01005860 発注者電話番号 発注者の電話番号。

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

42 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。

43 ヘッダ部 UN01005689 発注者郵便番号 発注者の郵便番号。

44 ヘッダ部 UN01005692 発注者住所 発注者の住所。

45 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

46 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。中小企業共通EDIでは法人番号を

利用

47 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

48 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

49 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

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

51 ヘッダ部 UN01005860 受注者電話番号 受注者の電話番号。

52 ヘッダ部 UN01005860 受注者FAX番号 受注者のFAX番号

53 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。

54 ヘッダ部 UN01005689 受注者郵便番号 受注者の郵便番号。

55 ヘッダ部 UN01005692 受注者住所 受注者の住所。

56 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

57 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

58 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。
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI

マッピング行番

号

ヘッダ/明

細

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

59 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。

60 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。

61 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

62 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

63 ヘッダ部 UN01013317 （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コード

64 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

65 ヘッダ部 UN01005758 関係企業国際企業コード
関係企業を表す国際企業コード。中小

企業共通EDIでは法人番号

66 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

67 ヘッダ部 UN01006744 関係企業役割コード
関係企業の役割（エンドユーザー、代

理店、請求先など）を特定するコード

68 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。

69 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。

70 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

71 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

72 ヘッダ部 UN01001904 着工日 プロジェクトの着工日

73 ヘッダ部 UN01001905 竣工日 プロジェクトの竣工日

74 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

75 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

76 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

77 ヘッダ部 UN01005758 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。中

小企業共通EDIでは法人番号

78 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

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

80 ヘッダ部 UN01005721 納入先部門名 納入先の担当部門名

81 ヘッダ部 UN01005689 納入先郵便番号 納入先の郵便番号

82 ヘッダ部 UN01005692 納入先住所 納入先の住所
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI

マッピング行番

号

ヘッダ/明

細

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

83 ヘッダ部 UN01013096 税計算方式

金額の税込み、税抜きを指定。

※単価が「税込み」の場合は必須。

「税抜き」の場合は任意

〇

※

84 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

85 明細部 UN01008336 見積依頼明細状態コード

発注者が見積依頼明細の目的（新規、

変更、取消、打切り）を管理するため

に付番したコード

86 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。

87 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。

89 明細部 UN01005749 納入条件 納入条件についての説明

90 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。

91 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

92 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

93 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

94 明細部 UN01013317 （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

95 明細部 UN01005791 単価コード 単価の種別を示すコード

96 明細部 UN01005792 見積依頼単価

見積依頼者が提示した明細発注品の１

単位あたりの取引単価。税込み、税抜

きの識別は「UN01013096：税計算方

式」で指定（指定がない場合は税抜

き）。

97 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

112 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

98 明細部 UN01011481 入り数

1パッケージ当たりの数量。「入り

数」が示された場合は「数量」には

パッケージ数量を入力する。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「数量」の「入り数」倍に

なる。

99 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

100 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。中

小企業共通EDIでは法人番号

101 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

セットで繰り返す
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDIメッセージ辞書
中小企業共通EDI

マッピング行番

号

ヘッダ/明

細

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

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

103 明細部 UN01005721 明細納入先部門名 明細納入先の部門名

104 明細部 UN01005689 明細納入先郵便番号 納入先の郵便番号

105 明細部 UN01005692 明細納入先住所 納入先の住所

106 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
〇

107 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。

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

109 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

110 明細部 UN01005815 品名 見積依頼品の品名。

111 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

113 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

115 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。

116 明細部 UN01008297 品目特性コード
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コード

117 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

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

119 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。

120 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。

121 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。。

122 明細部 UN01006415 技術文書情報 技術文書に関する情報

123 明細部 UN01006791 梱包単位個数 梱包単位の数量

164 明細部 梱包単位名 梱包単位の名称

124 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簡易マッピング表

見積回答メッセージ

中小企業共通EDI簡易マッピング表ver.3_r0_20200401＜見積回答＞

企業名

【凡例】 使用目的 項目名 備考 使用目的 項目名 備考

〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目 取引利用 　

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※１ 取引利用 　

自社管理用 　

自社管理用 　

(※)パスの詳細は中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver.3_r0_20200401<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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

148 146 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 UN01006015
添付バイナリファイル識別

子
添付バイナリファイルの識別子

11 ヘッダ部 UN01006018 添付バイナリファイル版数 添付バイナリファイルのバージョン番号

12 ヘッダ部 UN01006019 添付バイナリファイル名 添付バイナリファイルの名称

13 ヘッダ部 UN01006020
添付バイナリファイルURI

識別子
添付バイナリファイルのURI識別子

14 ヘッダ部 UN01006021
添付バイナリファイルの

MIMEコード
添付バイナリファイルのMIMEコード

15 ヘッダ部 UN01006022
添付バイナリファイルエン

コードコード
添付バイナリファイルのエンコード用コード

16 ヘッダ部 UN01006024
添付バイナリファイル出力

コード
添付バイナリファイルの出力コード

17 ヘッダ部 UN01006026
添付バイナリファイルの説

明文
添付バイナリファイルの説明文

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

19 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。

　セットで繰り返す

　　　セットで繰り返す

中小企業共通EDI

マッピング
利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/明

細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

発注企業マッピング 受注企業マッピング

マッピングできない情報項目 マッピングできない情報項目
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング
利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/明

細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

20 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

21 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。中小

企業共通EDIでは法人番号を利用

22 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

23 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

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

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

26 ヘッダ部 UN01005860 発注者電話番号 発注者の電話番号。

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

28 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。

29 ヘッダ部 UN01005689 発注者郵便番号 発注者の郵便番号。

30 ヘッダ部 UN01005692 発注者住所 発注者の住所。

31 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

32 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。中

小企業共通EDIでは法人番号を利用

33 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

34 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

35 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

36 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

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

38 ヘッダ部 UN01005860 受注者電話番号 受注者の電話番号。

39 ヘッダ部 UN01005860 受注者FAX番号 受注者のFAX番号

40 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。

41 ヘッダ部 UN01005689 受注者郵便番号 受注者の郵便番号。

42 ヘッダ部 UN01005692 受注者住所 受注者の住所。

43 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。

44 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。

45 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。

46 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

47 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
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング
利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/明

細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

48 ヘッダ部 UN01013317 （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

ために付番したコード

49 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

50 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。

51 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。

52 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

53 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

54 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

55 ヘッダ部 UN01013317
（参照）見積依頼書目的

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

したコード

56 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

57 ヘッダ部 UN01005758 関係企業国際企業コード
関係企業を表す国際企業コード。中小企業共

通EDIでは法人番号を利用

58 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

59 ヘッダ部 UN01006744 関係企業役割コード
関係企業の役割（エンドユーザー、代理店、

請求先など）を特定するコード

60 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。

61 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。

62 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

63 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

64 ヘッダ部 UN01001904 着工日 プロジェクトの着工日

65 ヘッダ部 UN01001905 竣工日 プロジェクトの竣工日

66 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

67 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

68 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

69 ヘッダ部 UN01005758 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。中小企業

共通EDIでは法人番号を利用

70 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

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

72 ヘッダ部 UN01005720 納入先担当者名 納入先の担当者の氏名
9



中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング
利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/明

細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

73 ヘッダ部 UN01005721 納入先部門名 納入先の担当部門名

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

75 ヘッダ部 UN01005860 納入先電話番号 納入先の電話番号

76 ヘッダ部 UN01005689 納入先郵便番号 納入先の郵便番号

77 ヘッダ部 UN01005692 納入先住所 納入先の住所

78 ヘッダ部 UN01008776 通貨コード 通貨の種別を示すコード。

79 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。

80 ヘッダ部 UN01013079 合計税額 発注明細消費税額の合計金額。

81 ヘッダ部 UN01013080 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。

82 ヘッダ部 UN01013081 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

83 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。

84 ヘッダ部 UN01005833 税額 税区分毎の消費税額

85 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

86 ヘッダ部 UN01005839
課税対象合計金額（税抜

き）
税区分ごとの税抜き課税対象合計金額

87 ヘッダ部 UN01005841 税区分コード

消費税の税区分属性(標準税率、軽減税率な

ど)を識別するための識別コード。税クラス

の繰返しの自動識別キーとして使用

〇

88 ヘッダ部 UN01005850 税区分
消費税の税区分属性(標準税率、軽減税率な

ど)を識別するための区分名

89 ヘッダ部 UN01007174 税率 税区分毎の税額計算のための率。

90 ヘッダ部 UN01013040
課税対象合計金額（税込

み）
税区分毎の税額を含む課税対象合計金額 〇

91 ヘッダ部 UN01013096 税計算方式

金額の税込み、税抜きを指定。

※単価が「税込み」の場合は必須。「税抜

き」の場合は任意

〇

※

92 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

93 明細部 UN01008336 見積明細状態コード

受注者が見積回答明細の目的（新規、変更、

取消、打切り）を管理するために付番した

コード

94 明細部 UN01008337 見積回答明細理由コード

見積回答明細の区分を示すコード。回答区分

は通常見積、条件付見積（納期・数量を変

更）、辞退

95 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。

96 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。

97 明細部 UN01005749 納入条件 納入条件についての説明

　

　

         税区分コードをキーとし

　　  て、セットで繰り返す

　

　　※課税対象金額(税込み)

　　　に代えて税区分毎の

        「課税対象金額（税抜

         き）＋税額」とすること

　　　ができる

　セットで繰り返す
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング
利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/明

細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

98 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

99 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

100 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

101 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

102 明細部 UN01013317
（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

103 明細部 UN01005580 （参照）見積依頼書番号
この見積回答書が参照する見積依頼書に記載

の見積依頼書番号

104 明細部 UN01005585
（参照）見積依頼明細行番

号

当該見積回答書が参照する見積依頼書に記載

の見積依頼明細行番号

105 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

106 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

107 明細部 UN01013317
（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

108 明細部 UN01005791 単価コード 単価の種別を示すコード

109 明細部 UN01005792 見積回答単価

見積者が回答した明細発注品の１単位あたり

の取引単価。税込み、税抜きの識別は

「UN01013096：税計算方式」で指定（指定

がない場合は税抜き）。

〇

110 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

111 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。

112 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

113 明細部 UN01011481 入り数

1パッケージ当たりの数量。「入り数」が示

された場合は「数量」にはパッケージ数量を

入力する。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「数量」の「入り数」

倍になる。

114 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

115 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。中小企業

共通EDIでは法人番号を利用

116 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

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

118 明細部 UN01005721 明細納入先部門名 明細納入先の部門名
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング
利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/明

細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

119 明細部 UN01005689 明細納入先郵便番号 納入先の郵便番号

120 明細部 UN01005692 明細納入先住所 納入先の住所

121 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。

122 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。

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

124 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

125 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）

126 明細部 UN01013082 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）

127 明細部 UN01005833 明細税額
明細行の税額（参考値）

(消費税の明細行別税額計算はみとめられな

128 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

129 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）

130 明細部 UN01005841 税区分コード
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)

を識別するための識別コード。
〇

131 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

132 明細部 UN01007174 税率 税区分に対応する消費税率

133 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）

134 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

135 明細部 UN01005815 品名 見積依頼品の品名。

136 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 ○

137 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

138 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。

139 明細部 UN01008297 品目特性コード
この品目特性の内容を特定するためにドメイ

ンが付与するコード

140 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

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

142 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。

143 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。

144 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。。

145 明細部 UN01006415 技術文書情報 技術文書に関する情報

146 明細部 UN01006791 梱包単位個数 梱包単位の数量

147 明細部 梱包単位名 梱包単位の名称
12



中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング
利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/明

細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

148 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簡易マッピング表

注文メッセージ

中小企業共通EDI簡易マッピング表ver.3_r0_20200401＜注文＞

企業名

【凡例】 使用目的 項目名 備考 使用目的 項目名 備考

〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目 取引利用 　

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※１ 取引利用 　

自社管理用 　

自社管理用 　

(※)パスの詳細は中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver.3_r0_20200401<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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

167 165 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 UN01013314 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 UN01006015
添付バイナリファイ

ル識別子
添付バイナリファイルの識別子

12 ヘッダ部 UN01006018
添付バイナリファイ

ル版数
添付バイナリファイルのバージョン番号

13 ヘッダ部 UN01006019
添付バイナリファイ

ル名
添付バイナリファイルの名称

14 ヘッダ部 UN01006020
添付バイナリファイ

ルURI識別子
添付バイナリファイルのURI識別子

15 ヘッダ部 UN01006021
添付バイナリファイ

ルのMIMEコード
添付バイナリファイルのMIMEコード

16 ヘッダ部 UN01006022
添付バイナリファイ

ルエンコードコード
添付バイナリファイルのエンコード用コード

17 ヘッダ部 UN01006024
添付バイナリファイ

ル出力コード
添付バイナリファイルの出力コード

18 ヘッダ部 UN01006026
添付バイナリファイ

ルの説明文
添付バイナリファイルの説明文

中小企業共通EDI

マッピング行番

号
ヘッダ/明細

中小企業共通EDI標準メッセージ辞書 利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

　セットで繰り返す

　　　セットで繰り返す

発注企業マッピング 受注企業マッピング

マッピングできない情報項目 マッピングできない情報項目
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング行番

号
ヘッダ/明細

中小企業共通EDI標準メッセージ辞書 利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

19 ヘッダ部 UN01005757 受注者コード 注文を受ける企業を表す企業コード。 〇

20 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。中小企業

共通EDIでは法人番号を利用

21 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

22 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

23 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

24 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

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

26 ヘッダ部 UN01005860 受注者電話番号 受注者の電話番号。

27 ヘッダ部 UN01005860 受注者FAX番号 受注者のFAX番号

28 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。

29 ヘッダ部 UN01005689 受注者郵便番号 受注者の郵便番号。

30 ヘッダ部 UN01005692 受注者住所 受注者の住所。

31 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

32 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。中小企業共

通EDIでは法人番号を利用

33 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

34 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

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

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

37 ヘッダ部 UN01005860 発注者電話番号 発注者の電話番号。

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

39 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。

40 ヘッダ部 UN01005689 発注者郵便番号 発注者の郵便番号。

41 ヘッダ部 UN01005692 発注者住所 発注者の住所。

42 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。

43 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。

44 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。
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング行番

号
ヘッダ/明細

中小企業共通EDI標準メッセージ辞書 利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

45 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

46 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

47 ヘッダ部 UN01013317
（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

に付番したコード

48 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。

49 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。

50 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。

51 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

52 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

53 ヘッダ部 UN01013317
（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

に付番したコード

54 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

55 ヘッダ部 UN01005758
関係企業国際企業

コード

関係企業を表す国際企業コード。中小企業共通EDI

では法人番号を利用

56 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

57 ヘッダ部 UN01006744 関係企業役割コード
関係企業の役割を特定するコード

(別表参照)

58 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

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

60 ヘッダ部 UN01005721 関係企業部門名 関係企業の担当部門名

61 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。

62 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。

63 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

64 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

65 ヘッダ部 UN01001904 着工日 プロジェクトの着工日

66 ヘッダ部 UN01001905 竣工日 プロジェクトの竣工日

67 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
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング行番

号
ヘッダ/明細

中小企業共通EDI標準メッセージ辞書 利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

68 ヘッダ部 UN01005758
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。中小企業共通

EDIでは法人番号を利用

69 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

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

71 ヘッダ部 UN01005720 納入先担当者名 納入先の担当者の氏名

72 ヘッダ部 UN01005721 納入先部門名 納入先の担当部門名

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

74 ヘッダ部 UN01005860 納入先電話番号 納入先の電話番号

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

76 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

77 ヘッダ部 UN01005689 納入先郵便番号 納入先の郵便番号

78 ヘッダ部 UN01005692 納入先住所 納入先の住所

79 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

80 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

81 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

82 ヘッダ部 UN01005628 代表納期 プロジェクトなどの代表納期

83 ヘッダ部 UN01005629 配送コード 発注品の配送条件（直送など）を識別するコード

84 ヘッダ部 UN01005630 配送条件 配送区分の内容の説明文

85 ヘッダ部 UN01006574 通貨コード 通貨の種別を示すコード。

86 ヘッダ部 UN01005833 税額 税区分毎の消費税額

87 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

88 ヘッダ部 UN01005839
課税対象合計金額

（税抜き）
税区分ごとの税抜き課税対象合計金額

89 ヘッダ部 UN01005841 税区分コード

消費税の税区分属性(標準税率、軽減税率など)を識

別するための識別コード。税クラスの繰返しの自動

識別キーとして使用

〇

90 ヘッダ部 UN01005850 税区分
消費税の税区分属性(標準税率、軽減税率など)を識

別するための区分名

91 ヘッダ部 UN01007174 税率
税区分毎の税額計算のための率。

92 ヘッダ部 UN01013040
課税対象合計金額

（税込み）
税区分毎の税額を含む課税対象合計金額 〇

93 ヘッダ部 UN01013096 税計算方式

金額の税込み、税抜きを指定。

※単価が「税込み」の場合は必須。「税抜き」の場

合は任意

〇

※

94 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。

95 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

　

　

         税区分コードをキーとし

　　  て、セットで繰り返す

　

　　※課税対象金額(税込み)

　　　に代えて税区分毎の

        「課税対象金額（税抜

         き）＋税額」とすること

　　　ができる
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング行番

号
ヘッダ/明細

中小企業共通EDI標準メッセージ辞書 利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

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

97 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。

98 ヘッダ部 UN01013083
注文合計金額(税抜

き)
発注明細金額（税抜き）の合計金額。

99 ヘッダ部 UN01013084
注文合計金額（税込

み）
注文明細金額（税込み）の合計金額。

100 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

101 明細部 UN01006605 注文明細状態コード
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コード

102 明細部 UN01006606
注文明細変更理由

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）

103 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。

104 明細部 UN01013316 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

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

106 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。

107 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。

108 明細部 UN01005586
（参照）見積明細回

答タイプコード

注文書の注文に対する見積回答の区分を示すコー

ド。回答区分は見積、条件付見積（納期・単価・数

量を変更）、辞退

109 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

110 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

111 明細部 UN01005586 文書種別コード
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

112 明細部 UN01005791 単価コード 単価の種別を示すコード

113 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。税込み、税抜きの識別は「UN01013096：税

計算方式」で指定（指定がない場合は税抜き）。

〇

114 明細部 UN01005749 納入条件 納入条件についての説明

115 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

116 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

117 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

場合は「数量」にはパッケージ数量を入力する。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「数量」の「入り数」倍になる。

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

すコード

　セットで繰り返す
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング行番

号
ヘッダ/明細

中小企業共通EDI標準メッセージ辞書 利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

119 明細部 UN01005758
明細納入先国際企業

コード

明細納入先企業を表す国際企業コード。中小企業共

通EDIでは法人番号を利用

120 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

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

122 明細部 UN01005721 明細納入先部門名 明細納入先の部門名

123 明細部 UN01005860 明細納入先電話番号 納入先の電話番号

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

125 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

126 明細部 UN01005689 明細納入先郵便番号 納入先の郵便番号

127 明細部 UN01005692 明細納入先住所 納入先の住所

128 明細部 UN01005467 納入指示コード 納入指示（納期必着）を示すコード

129 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

130 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。

131 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。

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

133 明細部 UN01005833 明細税額
明細行の税額（参考値）

(消費税の明細行別税額計算はみとめられない)

134 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

135 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）

136 明細部 UN01005841 税区分コード
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識別

するための識別コード。
○

137 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

138 明細部 UN01007174 税率 税区分に対応する消費税率

139 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）

140 明細部 UN01013085
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）

141 明細部 UN01013086
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)

142 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

143 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

144 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

145 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
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング行番

号
ヘッダ/明細

中小企業共通EDI標準メッセージ辞書 利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

146 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

147 明細部 UN01005815 品名 発注品の品名。

148 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 ○

149 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

150 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。

151 明細部 UN01008297 品目特性コード
この品目特性の内容を特定するためにドメインが付

与するコード

152 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

153 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

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

155 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

156 明細部 UN01005759 指定メーカー名 発注品の製造者の名称

157 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。

158 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。

159 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。

160 明細部 UN01006415 技術文書情報 技術文書に関する情報

161 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。

162 明細部 UN01005583
(参照)支給タイプ

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

163 明細部 UN01006791 梱包単位個数 梱包単位の数量

164 明細部 梱包単位名 梱包単位の名称

165 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。

166 明細部 UN01012677 製番 品目の生産を指示する番号

167 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簡易マッピング表

注文回答メッセージ

中小企業共通EDI簡易マッピング表ver.3_r0_20200401＜注文回答＞

企業名

【凡例】 使用目的 項目名 備考 使用目的 項目名 備考

〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目 取引利用 　

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※１ 取引利用 　

自社管理用 　

自社管理用 　

(※)パスの詳細は中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver.3_r0_20200401<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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

176 174 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

発注者が注文の目的（新規、変更、

取消）を管理するために付番した識

別コード

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ｎ 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ｎ

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 UN01006015
添付バイナリファイル識別

子
添付バイナリファイルの識別子

11 ヘッダ部 UN01006018 添付バイナリファイル版数
添付バイナリファイルのバージョン

番号

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング
行番

号

ヘッダ/明

細

中小企業共通EDI

マッピング

セットで繰り返す

　　　セットで繰り返す

中小企業共通EDIメッセージ辞書

発注企業マッピング 受注企業マッピング

マッピングできない情報項目 マッピングできない情報項目
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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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング
行番

号

ヘッダ/明

細

中小企業共通EDI

マッピング
中小企業共通EDIメッセージ辞書

12 ヘッダ部 UN01006019 添付バイナリファイル名 添付バイナリファイルの名称

13 ヘッダ部 UN01006020
添付バイナリファイルURI

識別子
添付バイナリファイルのURI識別子

14 ヘッダ部 UN01006021
添付バイナリファイルの

MIMEコード

添付バイナリファイルのMIMEコー

ド

15 ヘッダ部 UN01006022
添付バイナリファイルエン

コードコード

添付バイナリファイルのエンコード

用コード

16 ヘッダ部 UN01006024
添付バイナリファイル出力

コード
添付バイナリファイルの出力コード

17 ヘッダ部 UN01006026
添付バイナリファイルの説

明文
添付バイナリファイルの説明文

18 ヘッダ部 UN01005757 受注者コード
注文を受ける企業が付与した企業

コード。
〇

19 ヘッダ部 UN01005758 受注者国際企業コード

注文を受ける企業の国際企業コー

ド。中小企業共通EDIは帆人コード

を利用

20 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

21 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

22 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

23 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

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

25 ヘッダ部 UN01005860 受注者電話番号 受注者の電話番号。

26 ヘッダ部 UN01005860 受注者FAX番号 受注者のFAX番号

27 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。

28 ヘッダ部 UN01005689 受注者郵便番号 受注者の住所。

29 ヘッダ部 UN01005692 受注者住所 受注者の郵便番号。

30 ヘッダ部 UN01005757 発注者コード 注文を行う企業コード。 〇

31 ヘッダ部 UN01005758 発注者国際企業コード

注文を行う企業の国際企業コード。

中小企業共通EDIでは法人番号を利

用

32 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

33 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

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

　　　セットで繰り返す
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マッピング
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35 ヘッダ部 UN01005721 発注者部門名 発注者の発注部門を表す名称

36 ヘッダ部 UN01005860 発注者電話番号 発注者の電話番号。

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

38 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。

39 ヘッダ部 UN01005689 発注者郵便番号 発注者の郵便番号。

40 ヘッダ部 UN01005692 発注者住所 発注者の住所。

41 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

42 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。

43 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

44 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。

45 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

46 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

47 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

48 ヘッダ部 UN01013317 （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

発注者が注文の目的（新規、変更、

取消、打切り）を管理するために付

番した識別コード

49 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

50 ヘッダ部 UN01005758 関係企業国際企業コード
関係企業を表す国際企業コード。中

小企業共通EDIでは法人番号を利用

51 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

52 ヘッダ部 UN01006744 関係企業役割コード
関係企業の役割を特定する識別コー

ド

53 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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54 ヘッダ部 UN01005720 関係企業担当者名 関係企業の担当者の氏名

55 ヘッダ部 UN01005721 関係企業部門名 関係企業の担当部門名

56 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。

57 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。

58 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

59 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

60 ヘッダ部 UN01001904 着工日 プロジェクトの着工日

61 ヘッダ部 UN01001905 竣工日 プロジェクトの竣工日

62 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。

63 ヘッダ部 UN01005758 納入先国際企業コード
納入先を表す国際企業コード。中小

企業共通EDIでは法人番号を利用

64 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

65 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

66 ヘッダ部 UN01005720 納入先担当者氏名 納入先の担当者名

67 ヘッダ部 UN01005721 納入先担当部門名 納入先の担当部門名

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

69 ヘッダ部 UN01005860 納入先電話番号 納入先の電話番号

70 ヘッダ部 UN01005689 納入先郵便番号 納入先の郵便番号

71 ヘッダ部 UN01005692 納入先住所 納入先の住所

72 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

73 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

74 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

75 ヘッダ部 UN01005628 代表納期 プロジェクトなどの代表納期
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76 ヘッダ部 UN01005629 配送コード
発注品の配送条件（直送など）を識別

するコード

77 ヘッダ部 UN01005630 配送条件 配送区分の内容の説明文

78 ヘッダ部 UN01006574 通貨コード 通貨の種別を示すコード。

79 ヘッダ部 UN01005833 税額 税区分毎の消費税額

80 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

81 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

82 ヘッダ部 UN01005841 税区分コード

消費税の税区分属性(標準税率、軽

減税率など)を識別するための識別

コード。税クラスの繰返しの自動識

別キーとして使用

〇

83 ヘッダ部 UN01005850 税区分

消費税の税区分属性(標準税率、軽

減税率など)を識別するための区分

名

84 ヘッダ部 UN01007174 税率
税区分毎の税額計算のための率。

85 ヘッダ部 UN01013040 課税対象金額(税込み)
税区分毎の税額を含む課税対象合計

金額
〇

86 ヘッダ部 UN01013096 税計算方式

金額の税込み、税抜きを指定。

※単価が「税込み」の場合は必須。

「税抜き」の場合は任意

〇

※

87 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。

88 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

89 ヘッダ部 UN01006599 合計税額
取引税クラスの明細消費税額の合計

金額。

90 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。

91 ヘッダ部 UN01013083 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。

92 ヘッダ部 UN01013084
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。

93 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

94 明細部 UN01006605 注文回答明細状態コード

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

に付番した識別コード

　

　

 

　　　税区分コードをキーとし

　　  て、セットで繰り返す

　

　　※課税対象金額(税込み)

　　　に代えて税区分毎の

        「課税対象金額（税抜

         き）＋税額」とすること

　　　ができる
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95 明細部 UN01006606 注文回答明細回答コード

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、辞退）

96 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。

97 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。

98 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。

99 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

100 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識別コード

101 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

102 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。

103 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

104 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

105 明細部 UN01013317
（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

106 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

107 明細部 UN01005586 (参照)受注タイプコード

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

108 明細部 UN01005791 単価コード 単価の種別を示す識別コード

109 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。税込み、税抜

きの識別は「UN01013096：税計算

方式」で指定（指定がない場合は税

抜き）。

110 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。税込み、税抜

きの識別は「UN01013096：税計算

方式」で指定（指定がない場合は税

抜き）。

〇

セットで繰り返す
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111 明細部 UN01005749 納入条件 納入条件についての説明

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

量。

113 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

114 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

115 明細部 UN01006634 受注者分納コード
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識別コード

116 明細部 UN01011492 入り数

1パッケージ当たりの数量。「入り

数」が示された場合は「数量」には

パッケージ数量を入力する。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「数量」の「入り

数」倍になる。

117 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

118 明細部 UN01005758 明細納入先国際企業コード

明細納入先の企業を表す国際企業

コード。中小企業共通EDIでは法人

番号を利用

119 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

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

121 明細部 UN01005721 明細納入先部門名 明細納入先の部門名

122 明細部 UN01005860 明細納入先電話番号 納入先の電話番号

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

124 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

125 明細部 UN01005689 明細納入先郵便番号 納入先の郵便番号

126 明細部 UN01005692 明細納入先住所 納入先の住所

127 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

128 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

129 明細部 UN01005467 納入指示コード 納期必着を指定する識別コード

130 明細部 UN01005759 運送事業者名 運送事業者の名称

131 明細部 UN01005860 運送事業者電話番号 運送事業者の電話番号。

132 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

133 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
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134 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。

135 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。

136 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。

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

138 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。

139 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

140 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。

141 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。

142 明細部 UN01005833 明細税額

明細行の税額（参考値）

(消費税の明細行別税額計算はみと

められない)

143 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

144 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）

145 明細部 UN01005841 税区分コード

消費税の計算属性(標準税率、軽減

税率など)を識別するための識別

コード。

〇

146 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

147 明細部 UN01007174 税率 税区分に対応する消費税率

148 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）

149 明細部 UN01013085 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）

150 明細部 UN01013086 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）

151 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

152 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

153 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

154 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

155 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

156 明細部 UN01005815 品名 発注品の品名。
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング
行番

号

ヘッダ/明

細

中小企業共通EDI

マッピング
中小企業共通EDIメッセージ辞書

157 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
○

158 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

159 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。

160 明細部 UN01008297 品目特性コード
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識別コード

161 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

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

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

164 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

165 明細部 UN01005759 指定メーカー名 発注品の製造者の名称

166 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。

167 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。

168 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。。

169 明細部 UN01006415 技術文書情報 技術文書に関する情報

170 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。

171 明細部 UN01005583 (参照)支給タイプコード
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

172 明細部 UN01006791 梱包単位個数 梱包単位の数量

173 明細部 梱包単位名 梱包単位の名称

174 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。

175 明細部 UN01012677 製番 品目の生産を指示する番号

176 明細部 UN01012678 工程名 生産工程の名称

29



中小企業共通EDI簡易マッピング表

出荷案内メッセージ

中小企業共通EDI簡易マッピング表ver.3_r0_20200401＜出荷案内＞

企業名

【凡例】 使用目的 項目名 備考 使用目的 項目名 備考

〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目 取引利用 　

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※１ 取引利用 　

自社管理用 　

自社管理用 　

(※)パスの詳細は中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver.3_r0_20200401<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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

134 132 16

30 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

31 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

32 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

33 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

34 ヘッダ部 UN01006809 出荷案内書目的コード

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

番した識別コード

35 ヘッダ部 UN01013313 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

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

39 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。

43 ヘッダ部 UN01006015
添付バイナリファイル

識別子
添付バイナリファイルの識別子

44 ヘッダ部 UN01006018
添付バイナリファイル

版数
添付バイナリファイルのバージョン番号

45 ヘッダ部 UN01006019
添付バイナリファイル

名
添付バイナリファイルの名称

46 ヘッダ部 UN01006020
添付バイナリファイル

URI識別子
添付バイナリファイルのURI識別子

47 ヘッダ部 UN01006021
添付バイナリファイル

のMIMEコード
添付バイナリファイルのMIMEコード

48 ヘッダ部 UN01006022
添付バイナリファイル

エンコードコード

添付バイナリファイルのエンコード用

コード

49 ヘッダ部 UN01006024
添付バイナリファイル

出力コード
添付バイナリファイルの出力コード

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング
行番

号

ヘッダ/明

細

セットで繰り返す

　　　セットで繰り返す

中小企業共通EDI

マッピング
中小企業共通EDIメッセージ辞書

発注企業マッピング 受注企業マッピング

マッピングできない情報項目 マッピングできない情報項目
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出荷案内メッセージ

国連CEFACT／

BIE辞書

パスは省略して

記載(※)
項目名 項目定義

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング
行番

号

ヘッダ/明

細

中小企業共通EDI

マッピング
中小企業共通EDIメッセージ辞書

50 ヘッダ部 UN01006026
添付バイナリファイル

の説明文
添付バイナリファイルの説明文

56 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

57 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。中小企業共通EDIでは法人番号を利

用

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

59 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

62 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。

63 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。

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

67 ヘッダ部 UN01005860 受注者電話番号 受注者の電話番号。

70 ヘッダ部 UN01005689 受注者郵便番号 住所の郵便番号

71 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。

74 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

75 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。

中小企業共通EDIでは法人番号を利用

76 ヘッダ部 UN01005759 発注者名称 注文を行う企業等の名称。 ○

79 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。

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

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

84 ヘッダ部 UN01005860 発注者電話番号 発注者の電話番号。

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

90 ヘッダ部 UN01005689 発注者郵便番号 発注者の郵便番号。

91 ヘッダ部 UN01005692 発注者住所 発注者の住所。

94 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。

95 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。

　　　セットで繰り返す
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出荷案内メッセージ

国連CEFACT／

BIE辞書

パスは省略して

記載(※)
項目名 項目定義

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング
行番

号

ヘッダ/明

細

中小企業共通EDI

マッピング
中小企業共通EDIメッセージ辞書

96 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。

97 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

98 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

99 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

100 ヘッダ部 UN01013317
（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

注文者が付番した識別コード

103 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。

104 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。

107 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。

108 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。

109 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。

110 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

111 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

112 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

117 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。

118 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。中小企業

共通EDIでは法人番号を利用

119 ヘッダ部 UN01005759 納入先名称 納入先の企業等の名称。

122 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。

123 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。

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

125 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。
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出荷案内メッセージ

国連CEFACT／

BIE辞書

パスは省略して

記載(※)
項目名 項目定義

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング
行番

号

ヘッダ/明

細

中小企業共通EDI

マッピング
中小企業共通EDIメッセージ辞書

128 ヘッダ部 UN01005860 納入先電話番号 納入先の電話番号。

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

134 ヘッダ部 UN01005689 納入先郵便番号 納入先の郵便番号。

135 ヘッダ部 UN01005692 納入先住所 納入先の住所。

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

139 ヘッダ部 UN01005759 出荷元名称 出荷元の企業等の名称

144 ヘッダ部 UN01005759 運輸事業者名 運輸事業者の名称

147 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。

148 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。

149 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。

150 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。

153 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。

156 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

161 ヘッダ部 UN01005833 税額 税区分毎の消費税額

162 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

163 ヘッダ部 UN01005839
課税対象合計金額（税

抜き）
税区分ごとの税抜き課税対象合計金額

164 ヘッダ部 UN01005841 税区分コード

消費税の税区分属性(標準税率、軽減税

率など)を識別するための識別コード。

税クラスの繰返しの自動識別キーとして

使用

〇

165 ヘッダ部 UN01005850 税区分
消費税の税区分属性(標準税率、軽減税

率など)を識別するための区分名

166 ヘッダ部 UN01007174 税率
税区分毎の税額計算のための率。

167 ヘッダ部 UN01013040
課税対象合計金額（税

込み）
税区分毎の税額を含む課税対象合計金額 〇

168 ヘッダ部 UN01013096 税計算方式

金額の税込み、税抜きを指定。

※単価が「税込み」の場合は必須。「税

抜き」の場合は任意

〇

※

171 ヘッダ部 UN01011507 合計税額 取引税クラスの消費税額の合計金額。

　

　

　

         税区分コードをキーとし

　　  て、セットで繰り返す

　

　　※課税対象金額(税込み)

　　　に代えて税区分毎の

        「課税対象金額（税抜

         き）＋税額」とすること

　　　ができる
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出荷案内メッセージ

国連CEFACT／

BIE辞書

パスは省略して

記載(※)
項目名 項目定義

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング
行番

号

ヘッダ/明

細

中小企業共通EDI

マッピング
中小企業共通EDIメッセージ辞書

172 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

173 ヘッダ部 UN01013087
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。

174 ヘッダ部 UN01013088
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。

179 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

〇

182 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。

183 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。

189 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

190 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

191 明細部 UN01013317
（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

194 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

195 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

196 明細部 UN01013317
（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

199 明細部 UN01005791 単価コード 単価の種別を示す識別コード

200 明細部 UN01005792 出荷単価

発注者と受注者が合意した明細発注品の

１単位あたりの取引単価。税込み、税抜

きの識別は「UN01013096：税計算方

式」で指定（指定がない場合は税抜

き）。

〇

203 明細部 UN01006887 入り数

1パッケージ当たりの数量。「入り数」

が示された場合は「数量」にはパッケー

ジ数量を入力する。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

「数量」の「入り数」倍になる。

204 明細部 UN01011509 出荷数量 出荷明細毎の出荷数量 〇

205 明細部 UN01011510 要求数量 出荷明細毎の発注者の要求数量

206 明細部 UN01012682 欠品数量 出荷明細毎の欠品数量

セットで繰り返す
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114 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

209 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

210 明細部 UN01005758
明細納入先国際企業

コード

納入先企業を表す法人コード。中小企業

共通EDIでは法人番号を利用

211 明細部 UN01005759 明細納入先名称 納入先の企業等の名称

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

215 明細部 UN01005721 明細納入先部門名 明細納入先の部門名

218 明細部 UN01005860 明細納入先電話番号 納入先の電話番号

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

224 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

227 明細部 UN01005689 明細納入先郵便番号 納入先の郵便番号

228 明細部 UN01005692 明細納入先住所 納入先の住所

231 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。

234 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。

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

238 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

239 明細部 UN01005628 出荷日時 品目の出荷日/時刻。 ○

240 明細部 UN01005629 受注者分納コード
今回の納入が分納であることを示す識別

コード

245 明細部 UN01005628 計画納入日 品目の計画納入日。

250 明細部 UN01005833 明細税額
明細行の税額（参考値）

(消費税の明細行別税額計算はみとめら

251 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

252 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）

253 明細部 UN01005841 税区分コード
消費税の計算属性(標準税率、軽減税率

など)を識別するための識別コード。
○

254 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

255 明細部 UN01007174 税率 税区分に対応する消費税率
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256 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）

259 明細部 UN01013089 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）

260 明細部 UN01013090
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)

263 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。

264 明細部 UN01005815 品名 発注品（出荷品）の品名・名称。

265 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 ○

268 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

269 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

272 明細部 UN01006791 梱包単位個数 梱包単位の数量

173 明細部 梱包単位名 梱包単位の名称

273 明細部 UN01006793 荷姿コード 物流梱包の荷姿コード

274 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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中小企業共通EDI簡易マッピング表

検収メッセージ

中小企業共通EDI簡易マッピング表ver.3_r0_20200401＜検収＞

企業名

【凡例】 使用目的 項目名 備考 使用目的 項目名 備考

〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目 取引利用 　

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※１ 取引利用 　

自社管理用 　

自社管理用 　

(※)パスの詳細は中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver.3_r0_20200401<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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

90 89 20

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
検収書の発行日付，または検収書の書面上の発

行日付。
〇

5 ヘッダ部 UN01005869 検収書目的コード
発注者が検収書の目的（新規、変更、取消、打

切り）を管理するために付番した識別コード

6 ヘッダ部 UN01005875 検収書類型コード
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

7 ヘッダ部 UN01005558 検収注釈表題ｎ 注釈内容の表題を示す。

8 ヘッダ部 UN01005560 検収注釈内容ｎ
注釈項目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/工場・事業所・事業部門等

を表すコード。
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国際企業コード。中小

企業共通EDIでは法人番号を利用

11 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

12 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。

13 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。

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

15 ヘッダ部 UN01005860 受注者電話番号 受注者の電話番号。

　　セットで繰り返す

中小企業共通EDI

マッピング
利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/

明細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

発注企業マッピング 受注企業マッピング

マッピングできない情報項目 マッピングできない情報項目
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パスは省略して
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項目名 項目定義

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング
利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/

明細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

16 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

17 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。中小企

業共通EDIでは法人番号を利用

18 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

19 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。

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

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

22 ヘッダ部 UN01005860 発注者電話番号 発注者の電話番号。

23 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(納品書等)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。

24 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。

25 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

26 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

27 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。

28 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。

29 ヘッダ部 UN01005757 請求者コード 請求者のコード。

30 ヘッダ部 UN01005758 請求者国際企業コード
請求者の国際企業コード。中小企業共通EDIで

は法人番号を利用

31 ヘッダ部 UN01005759 請求者名称 請求者の企業等を表す名称。

32 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

33 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。

34 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。

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

36 ヘッダ部 UN01005860 請求者電話番号 請求者の電話番号。
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号
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明細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

37 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。

38 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。中小企

業共通EDIは法人番号を利用

39 ヘッダ部 UN01005759 請求先名称 請求を受ける企業等の名称

40 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。

41 ヘッダ部 UN01005720 請求先担当名 請求先の担当者の名称

42 ヘッダ部 UN01005721 請求先部門名 請求先の部門を表す名称

43 ヘッダ部 UN01005860 請求先電話番号 請求先の電話番号。

44 ヘッダ部 UN01005833 税額

税区分毎の税額。

一括検収書の場合は明細部（個別検収書）税額

の合計

45 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

46 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

47 ヘッダ部 UN01005841 税区分コード

消費税の税区分属性(標準税率、軽減税率など)

を識別するための識別コード。税クラスの繰返

しの自動識別キーとして使用

〇

48 ヘッダ部 UN01005850 税区分
消費税の税区分属性(標準税率、軽減税率など)

を識別するための区分名

49 ヘッダ部 UN01007174 税率
税区分毎の税額計算のための率。

50 ヘッダ部 UN01013040 課税対象金額(税込み) 税区分毎の税額を含む課税対象合計金額 〇

51 ヘッダ部 UN01013096 税計算方式

金額の税込み、税抜きを指定。

１．一括検収書（一括仕入明細書）の場合

　　　ヘッダ部の「税計算方式」は利用し

　　　ない

 ２．個別検収書（個別仕入明細書）の場合

　　「税計算方式」〇※

　　　単価が「税込み」の場合必須。

　　「税抜き」の場合は任意

〇

※

52 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

53 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

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

55 ヘッダ部 UN01013091 請求合計金額(税込み) 税込みの請求合計金額。

　

　

 

　　  　税区分コードをキーとし

　　　  て、セットで繰り返す

　

　

　　※課税対象金額(税込み)

　　　に代えて税区分毎の

        「課税対象金額（税抜

         き）＋税額」とすること

　　　ができる
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56 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

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

58 明細部 UN01005560 検収明細注釈内容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。

59 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

60 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

61 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

62 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

63 明細部 UN01005791 単価コード 単価の種別を示す識別コード

64 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

あたりの取引単価。税込み、税抜きの識別は

「UN01013096：税計算方式」で指定（指定が

ない場合は税抜き）。

〇

65 明細部 UN01005973 入り数

1パッケージ当たりの数量。「入り数」が示さ

れた場合は「数量」にはパッケージ数量を入力

する。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「数量」の「入り数」倍にな

る。

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

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

114 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

68 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

69 明細部 UN01005628 納入日時 納入作業を行った日時 ○

70 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

※この検収書が一括検収書の場合は必

須

71 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。

72 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

73 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

74 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

を識別する識別コード

　セットで繰り返す
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

検収メッセージ

国連CEFACT／

BIE辞書

パスは省略して

記載(※)
項目名 項目定義

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング
利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/

明細

中小企業共通EDIメッセージ辞書

75 明細部 UN01013318 （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

76 明細部 UN01005995 決済参照情報 当該決済に関する参照情報

77 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）

78 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

79 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）

80 明細部 UN01005841 税区分コード

消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を

識別するための識別コード。税クラスの繰返し

の自動識別キーとして使用

○

81 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

82 明細部 UN01007174 税率 税額計算のための率。

83 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）

84 明細部 UN01013096 税計算方式

金額の税込み、税抜きを指定。

    １．一括検収書の場合

　　「税計算方式」〇※

　　　単価が「税込み」の場合必須

　　　単価が「税抜き」の場合は任意

　　２．個別検収書の場合

　　　「税計算方式」はヘッダ部の指定による

　　　明細部の「税計算方式」は利用しない

○

※

85 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）

86 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）

87 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

88 明細部 UN01005815 品名 発注品の品名。

89 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 ○

        １．一括検収書の場合：

　　　税区分コードをキーとして

　　、セットで繰り返す

　　  ２．個別検収書の場合：

　　　繰返しは行わない

　

　　※課税対象金額(税込み)

　　　に代えて税区分毎の

        「課税対象金額（税抜

         き）＋税額」とすること

　　　ができる
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

請求メッセージ

中小企業共通EDI簡易マッピング表ver.3_r0_20200401＜請求＞

企業名

【凡例】 使用目的 項目名 備考 使用目的 項目名 備考

〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目 取引利用 　

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※１ 取引利用 　

自社管理用 　

自社管理用 　

(※)パスの詳細は中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver.3_r0_20200401<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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

108 107 20

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

5 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識別コード

6 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

7 ヘッダ部 UN01005558 請求注釈表題ｎ 注釈内容の表題を示す。

8 ヘッダ部 UN01005560 請求注釈内容ｎ
注釈項目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コード。中小企業共

通EDIでは法人番号を利用

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。 〇

中小企業共通EDI

マッピング
中小企業共通EDIメッセージ辞書 利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/

明細

　　セットで繰り返す

発注企業マッピング 受注企業マッピング

マッピングできない情報項目 マッピングできない情報項目
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング
中小企業共通EDIメッセージ辞書 利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/

明細

12 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。

13 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。

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

15 ヘッダ部 UN01005860 受注者電話番号 受注者の電話番号。

16 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

17 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。中小企業共通

EDIでは法人番号を利用

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

19 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。

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

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

22 ヘッダ部 UN01005860 発注者電話番号 発注者の電話番号。

23 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(注文書、注文回答書等)を

特定するために付番した管理番号。

24 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。

25 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

26 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）

27 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。

28 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。

29 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。

30 ヘッダ部 UN01005758 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。中小企業共通

EDIでは法人番号を利用

31 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

32 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。
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング
中小企業共通EDIメッセージ辞書 利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/

明細

33 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。

34 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

35 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

を識別する識別コード。

※個別請求書の場合、必須

36 ヘッダ部 UN01013318
（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

37 ヘッダ部 UN01005757 請求者コード 請求者のコード。

38 ヘッダ部 UN01005758 請求者国際企業コード
請求者の国際企業コード。中小企業共通EDIでは法

人番号を利用

39 ヘッダ部 UN01005759 請求者名称 請求者の企業等を表す名称。

40 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

41 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。

42 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。

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

44 ヘッダ部 UN01005860 請求者電話番号 請求者の電話番号。

45 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。

46 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国際企業コード。中小

企業共通EDIでは法人番号を利用

47 ヘッダ部 UN01005759 請求先名称 請求を受ける企業等の名称

48 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。

49 ヘッダ部 UN01005720 請求先担当名 請求先の担当者の名称

50 ヘッダ部 UN01005721 請求先部門名 請求先の部門を表す名称

51 ヘッダ部 UN01005860 請求先電話番号 請求先の電話番号。

52 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。
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング
中小企業共通EDIメッセージ辞書 利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/

明細

53 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。

54 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。

55 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）

56 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

57 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

58 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

59 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

60 ヘッダ部 UN01005744 為替レート 為替交換のレート

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

62 ヘッダ部 UN01005833 税額

税区分毎の税額。

一括請求書の場合は明細部（個別請求書）税額の

合計

63 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

64 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

65 ヘッダ部 UN01005841 税区分コード

消費税の税区分属性(標準税率、軽減税率など)を

識別するための識別コード。税クラスの繰返しの

自動識別キーとして使用

〇

66 ヘッダ部 UN01005850 税区分
消費税の税区分属性(標準税率、軽減税率など)を

識別するための区分名

67 ヘッダ部 UN01007174 税率
税区分毎の税額計算のための率。

68 ヘッダ部 UN01013040 課税対象金額(税込み) 税区分毎の税額を含む課税対象合計金額 〇

69 ヘッダ部 UN01013096 税計算方式

金額の税込み、税抜きを指定。

１．一括請求書の場合

　　　ヘッダ部の「税計算方式」は利用しない

 ２．個別請求書の場合

　　「税計算方式」〇※

　　　単価が「税込み」の場合必須。

　　「税抜き」の場合は任意

〇

※

　

　

     ：

　　　税区分コードをキーとし

　　    て、セットで繰り 返す

　

　　※課税対象金額(税込み)

　　　に代えて税区分毎の

        「課税対象金額（税抜

         き）＋税額」とすること

　　　ができる
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング
中小企業共通EDIメッセージ辞書 利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/

明細

70 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

71 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

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

73 ヘッダ部 UN01013091 請求合計金額(税込み) 税込みの請求合計金額。

74 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。
〇

75 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。

76 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。

77 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

78 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

79 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

80 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

81 明細部 UN01005791 単価コード 単価の種別を示すコード

82 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

たりの取引単価。税込み、税抜きの識別は

「UN01013096：税計算方式」で指定（指定がな

い場合は税抜き）。

〇

83 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

84 明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

85 明細部 UN01005973 入り数

1パッケージ当たりの数量。「入り数」が示された

場合は「数量」にはパッケージ数量を入力する。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「数量」の「入り数」倍になる。

86 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

87 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

88 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◎>
○

89 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

※一括請求書の場合、必須

〇

※

※この請求書が一括請求書の場合は

必須

90 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。

　　セットで繰り返す
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング
中小企業共通EDIメッセージ辞書 利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/

明細

91 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

92 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

93 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

識別する識別コード

94 明細部 UN01013318
（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

95 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

96 明細部 UN01005833 明細税額

一括請求書の場合は個別請求書の税区分コード毎

の消費税額。

（個別請求書の場合は、明細行の消費税額算出は

認められない。）

97 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

98 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）

99 明細部 UN01005841 税区分コード

消費税の計算属性(標準税率、軽減税率など)を識

別するための識別コード。税クラスの繰返しの自

動識別キーとして使用

○

100 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

101 明細部 UN01007174 税率 税額計算のための率。

102 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）

103 明細部 UN01013096 税計算方式

金額の税込み、税抜きを指定。

 　「税計算方式」〇※

    １．一括請求書の場合

　　　単価が「税込み」の場合必須

　　　単価が「税抜き」の場合は任意

　 ２．個別請求書の場合

　　　「税計算方式」はヘッダ部の指定による

　　　明細部の「税計算方式」は利用しない

○

※

104 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）

105 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）

106 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

107 明細部 UN01005815 品名 発注品の品名。

 

       １．一括請求書の場合：

　　　税区分コードをキーとして

　　、セットで繰り返す

　　２．個別請求書の場合：

　　　繰返しは行わない

　

　　※課税対象金額(税込み)

　　　に代えて税区分毎の

        「課税対象金額（税抜

         き）＋税額」とすること

　　　ができる
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

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

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

中小企業共通EDI

マッピング
中小企業共通EDIメッセージ辞書 利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング

行番

号

ヘッダ/

明細

108 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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中小企業共通EDI簡易マッピング表

支払通知メッセージ

中小企業共通EDI簡易マッピング表ver.3_r0_20200401＜支払通知＞

企業名

【凡例】 使用目的 項目名 備考 使用目的 項目名 備考

〇 中小企業共通EDI対応業務アプリの実装必須情報項目 取引利用 　

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※１ 取引利用 　

自社管理用 　

自社管理用 　

(※)パスの詳細は中小企業共通EDIメッセージ辞書・BIE表 ver.3_r0_20200401<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(※)

中小企業共通EDI

情報項目名
項目定義

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

111 110 19

5 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)

8 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

10 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

11 ヘッダ部 UN01008375 支払通知書タイプコード この文書が支払通知書であることを識別するコード

12 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

15 ヘッダ部 UN01005560 支払内容 支払ごとの支払内容

17 ヘッダ部 UN01008498 金融支払番号

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支払人が付与する
識別番号

18 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

23 ヘッダ部 UN01005757 受取人企業コード 受取人企業の企業コード

24 ヘッダ部 UN01005758 受取人国際企業コード
受取人企業の国際企業コード。中小企業共通EDIでは法人番号

を利用

25 ヘッダ部 UN01005759 受取人企業名 受取人当事者の名称 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

31 ヘッダ部 UN01005860 受取人電話番号 連絡先電話番号

34 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

35 ヘッダ部 UN01005758 支払人国際企業コード
支払人の国際企業コード。中小企業共通EDIでは法人番号を利

用

36 ヘッダ部 UN01005759 支払人企業名 支払人の名称 〇

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング
中小企業共通EDI

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

発注企業マッピング 受注企業マッピング

マッピングできない情報項目 マッピングできない情報項目
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

支払通知メッセージ

国連CEFACT／

BIE辞書

パスは省略して

記載(※)

中小企業共通EDI

情報項目名
項目定義

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング
中小企業共通EDI

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

41 ヘッダ部 UN01005860 支払人電話番号 連絡先電話番号

44 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

45 ヘッダ部 UN01011092 相殺合計金額 相殺明細金額の合計額

46 ヘッダ部 UN01013031 税合計金額 税の合計金額

47 ヘッダ部 UN01013032 合計金額（税込み） 全請求書の税込金額の合計。

48 ヘッダ部 UN01013092 総合計金額 全請求書の金額合計

49 ヘッダ部 UN01013093 合計金額（税抜き） 全請求書の税抜金額合計

53 ヘッダ部 UN01011098 相殺項目理由コード 相殺項目理由コード

54 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

55 ヘッダ部 UN01011101 相殺項目金額 相殺明細の金額

58 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）

59 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)

62 ヘッダ部 UN01005430 仕向国際金融口座番号 支払人の国際金融口座番号（IBAN)

63 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。

64 ヘッダ部 UN01005432 支払人口座番号 支払人口座の一意の識別子。

65 ヘッダ部 UN01012128 支払人口座タイプ 支払人口座のタイプ

68 ヘッダ部 UN01005399 被仕向国際金融口座番号 受取人の国際金融口座番号（IBAN)

69 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。

70 ヘッダ部 UN01005401 受取人口座番号 受取人口座の一意の識別子。

71 ヘッダ部 UN01012127 受取人口座タイプ 受取人口座のタイプ

74 ヘッダ部 UN01005434 仕向国際金融機関コード 支払人の国際金融機関コード（BIC）

75 ヘッダ部 UN01005457 支払人金融機関名 支払人の金融機関名

76 ヘッダ部 UN01011522 支払人金融機関番号 支払人の金融機関番号

79 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

80 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
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

支払通知メッセージ

国連CEFACT／

BIE辞書

パスは省略して

記載(※)

中小企業共通EDI

情報項目名
項目定義

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング
中小企業共通EDI

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

83 ヘッダ部 UN01005403 被仕向国際金融機関コード 受取人の国際金融機関コード（BIC）

84 ヘッダ部 UN01005426 受取人金融機関名 受取人の金融機関名

85 ヘッダ部 UN01011521 受取人金融機関番号 受取人の金融機関番号

88 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

89 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

93 文書ヘッダ部 UN01008363 支払文書行番号 支払対象を識別する番号
以下、複数の支払対象文書（請求書等）に関

する情報項目のセットとして繰り返す

96 文書ヘッダ部 UN01005560 支払内容 支払ごとの補足情報

101 文書ヘッダ部 UN01005758 発注企業国際企業コード
発注企業の国際企業コード。中小企業共通EDIは法人本号を利

用

102 文書ヘッダ部 UN01005759 発注企業名 発注企業の名称

105 文書ヘッダ部 UN01005758 受注企業国際企業コード
受注企業の国際企業コード。中小企業共通EDIは法人番号を利

用

106 文書ヘッダ部 UN01005759 受注企業名 受注企業の名称

109 文書ヘッダ部 UN01012129 決済締日 請求書単位の決済締日

110 文書ヘッダ部 UN01012130 支払予定日 請求書単位の支払予定日

111 文書ヘッダ部 UN01013034 請求日
請求（取引）を行った日

（物品納入を伴わない取引の場合）

114 文書ヘッダ部 UN01005758 請求先国際企業コード
当事者（請求先）の国際企業コード。中小企業共通EDIでは法

人番号を利用

115 文書ヘッダ部 UN01005759 請求先企業名 当事者（請求先）の名称 ○

118 文書ヘッダ部 UN01005720 請求先担当者名 連絡先担当者名

119 文書ヘッダ部 UN01005721 請求先部門名 連絡先部門名

122 文書ヘッダ部 UN01005860 請求先電話番号 連絡先電話番号

125 文書ヘッダ部 UN01005758 請求者国際企業コード 請求者の国際企業コード。中小企業共通EDIは法人番号を利用

126 文書ヘッダ部 UN01005759 請求者事業者名
請求者の名称。インボイス制度の場合は適格請求書発行事業

者の名称
○

127 文書ヘッダ部 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

130 文書ヘッダ部 UN01008478 支払総合計金額 文書毎の支払総合計金額 〇

131 文書ヘッダ部 UN01013033 税合計金額 文書毎の税合計金額 〇

132 文書ヘッダ部 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）

133 文書ヘッダ部 UN01013095 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）

136 文書ヘッダ部 UN01005833 税額 税区分毎の消費税額

　

　

         税区分コードをキーとし

　　  て、セットで繰り返す

　

　　※課税対象金額(税込み)

　　　に代えて税区分毎の

        「課税対象金額（税抜

         き）＋税額」とすること

　　　ができる
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中小企業共通EDI簡易マッピング表

支払通知メッセージ

国連CEFACT／

BIE辞書

パスは省略して

記載(※)

中小企業共通EDI

情報項目名
項目定義

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング
中小企業共通EDI

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

137 文書ヘッダ部 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

138 文書ヘッダ部 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

139 文書ヘッダ部 UN01005841 税区分コード
消費税の税区分属性(標準税率、軽減税率など)を識別するため

の識別コード。税クラスの繰返しの自動識別キーとして使用
〇

140 文書ヘッダ部 UN01005850 税区分
消費税の税区分属性(標準税率、軽減税率など)を識別するため

の区分名

141 文書ヘッダ部 UN01007174 税率 税区分に対応する消費税率

142 文書ヘッダ部 UN01013040 課税対象金額（税込み） 税区分毎の税額を含む課税対象合計金額 〇

143 文書ヘッダ部 UN01013096 税計算方式
金額の税込み、税抜きを指定。

※単価が「税込み」の場合は必須。「税抜き」の場合は任意

〇

※

148 文書明細部 UN01008363 支払明細行番号 支払通知書明細の明細行番号 〇

151 文書明細部 UN01013037 請求日
請求（取引）を行った日

（物品納入を伴わない取引の場合）

154 文書明細部 UN01013038 税込金額 税込金額

155 文書明細部 UN01013094 税抜金額 税抜金額

158 文書明細部 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

159 文書明細部 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。

160 文書明細部 UN01013318 (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

161 文書明細部 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

162 文書明細部 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

163 文書明細部 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）を識別する識別コード

170 文書明細部 UN01005580 （参照）注文書番号 参照文書の注文番号

171 文書明細部 UN01005582 （参照）注文書発行日 参照文書の発行日

172 文書明細部 UN01005585 （参照）注文書行番号 支払通知の参照文書の行番号

173 文書明細部 UN01009672 （参照）文書タイプコード 参照文書が注文書であることを指定するコード

176 文書明細部 UN01005791 単価コード 単価の種別を示す識別コード

177 文書明細部 UN01005792 支払単価

発注者と受注者が合意した明細発注品の１単位あたりの取引

単価。税込み、税抜きの識別は「UN01013096：税計算方式」

で指定（指定がない場合は税抜き）。

〇

180 文書明細部 UN01005580 （参照）受注書番号 参照文書の受注番号

181 文書明細部 UN01005582 （参照）受注書発行日 参照文書の発行日

182 文書明細部 UN01005585 （参照）受注書行番号 支払通知の参照文書の行番号

183 文書明細部 UN01009672 （参照）文書タイプコード 参照文書が受注書であることを指定するコード

186 文書明細部 UN01011463 検収数量 検収対象数量 〇

97 文書明細部 数量単位名 注文数量の単位名称 〇

　

　

         税区分コードをキーとし

　　  て、セットで繰り返す

　

　　※課税対象金額(税込み)

　　　に代えて税区分毎の

        「課税対象金額（税抜

         き）＋税額」とすること

　　　ができる
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BIE辞書

パスは省略して

記載(※)

中小企業共通EDI

情報項目名
項目定義

ver.3

基本必須
備考 利用 項目名 備考 利用 項目名 備考

利用帳票の情報項目マッピング 利用帳票の情報項目マッピング
中小企業共通EDI

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

189 文書明細部 UN01005627 納入番号 発注者が付与した納入のユニーク識別番号

190 文書明細部 UN01005628 納入日
納入の日

（物品納入を伴う取引の場合）
○

193 文書明細部 UN01005810 品名コード 品目のコード番号

194 文書明細部 UN01005815 品名 品目の名称

195 文書明細部 UN01005817 品目摘要 このI取引品目を文字で説明したもの ○

198 文書明細部 UN01005580 参照文書識別子 参照文書の番号

199 文書明細部 UN01005582 参照文書発行日 参照文書の発行日

200 文書明細部 UN01005589 参照文書名 参照文書名

201 文書明細部 UN01009672 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

202 文書明細部 UN01013318 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

205 文書明細部 UN01005580 参照文書識別子 参照文書の番号

206 文書明細部 UN01005582 参照文書発行日 参照文書の発行日

207 文書明細部 UN01005589 参照文書名 参照文書名

208 文書明細部 UN01009672 参照文書タイプコード 参照文書のタイプ（注文書、仕入明細書等）を示すコード
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