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 流通ビジネスメッセージ標準対応 

 お取引先様向けパッケージ 

ＲｉｎＸ概要のご紹介 
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１．はじめに 

 この度は、ご検討の機会を賜り、誠にありがとうございます。 
 
今回、ご案内する内容は、皆様が流通BMS（流通ビジネス・メッセージ・スタ
ンダード）を簡単に対応することができる仕組み（パッケージ）をご紹介させて
頂きます。 
 
なお、ご紹介するパッケージ「ＲｉｎＸ」は、商品化され１０年経過し、多数の
ユーザ様にご利用頂き、既に実績のある製品です。 
 
本システムが、お取引先様の円滑な流通BMS導入の一助となれば幸いです。 
 
どうぞ、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 
 
                           株式会社リンネット               
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２．会社概要 

称号 
 
 
 
創立 
 
所在地 
 
電話（代表） 
 
FAX（代表） 
 
資本金 
 
代表者 
 
取引銀行 
 
関連会社 

株式会社 リンネット  
 
ISMS認証：JQA-IM0360/ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ取得 
 
1985年4月11日 
 
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-13-7 
 
092-472-2825 
 
092-477-5475 
 
資本金：5,000万円  
 
代表取締役社長 石上 武徳 
 
福岡銀行本店 
 
ヤマエ久野株式会社、他グループ会社1３社 

会社概要 

事業紹介 

機器販売 セキュリティ対策 物流システム 生産管理システム 各種システム開発 

■ソリューション 

■ネットワーク構築・ハウジング ホスティング 

ウイルス対策 コンサルティング Webカメラ ファイアウォール 

■Web 

ホームページ構築 CMS SEO対策 Webプログラム 

流通VAN EDI構築 
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流通BMS対応の業務パッケージ 

データ通信機能と受注、出荷、受領、返品、請求、支
払の小売業とのターンアラウンド業務が網羅された
パッケージです。自社システム連携も可能な仕組みを
実装した機能もあります。 

複数小売業対応 

設定を追加することで複数小売業に対応可能です。
物流センターなどの直接納品先の指定なども対応し
ています。 

リモートメンテナンス保守 

インターネットを介してお客様の操作等をご支援いた
します。また、他小売業の設定支援なども年間保守料
の中で低額でサポート致します。             
このほか、バージョンアップなどもサポートしています。 

導入実績 

九州、沖縄、中国、四国、関西、中部、関東、東北の
お取引先様に導入いただいているパッケージです。 
流通ＢＭＳver1.0-1.3基本形に対応しています。 

★40小売業300以上で対応 

★既に稼動実績あり 

３．パッケージ概要 
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４．パッケージご検討のポイント 
こんな方は、是非ご検討ください。 

・得意先の流通BMSに対応可能なシステム 
 →流通BMSに対応したお客様ニーズ対応！ 

・標準化された流通BMSであれば、対応可能 
 →複数の得意先を同じ画面操作性で運用を可能に！ 

・初期導入後の複数得意先追加も安価に対応可能 
 →2得意先目からの追加コストは、５０千円/ユーザ 
  ※保守サポート内で1年/１通信先を設定 

①得意先対応の強化 

③操作性を統一したシステム対応 

②安価なシステム対応 顧客ニーズ 
低コスト、早期対応 

統一性 

○N社（複数社）小売様BMS対応 

○短納期、安価なBMSシステム対応 

○自社システムとの自動連携（バッチ連携） ■でも、自社システムにデータを取り込みたい 

■自社システム開発するとコスト高 

■お得意先様の流通BMSに対応したい 
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５．全体イメージ 

Ａ小売業様 EDIｾﾝﾀ- 
お取引先様 

基幹システム 

◆ＲｉｎＸ主な機能 
・受注一覧、ピッキング表 
・追加受注入力 
・出荷訂正 
・出荷ﾃﾞｰﾀ作成 
・各種ﾘｽﾄ出力 
・ｼｽﾃﾑ連携ﾃﾞｰﾀ作成 

ﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ 
出荷確定ﾘｽﾄ 
etc 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

この図はイメージになります。詳細につきましては、次項よりご説明致します。 

Ｂ小売様 

支払データ 

受領データ 

出荷データ 

発注データ 

物流ｾﾝﾀ- 

インターネット 

支払データ 

返品データ 

受領データ 

出荷データ 

発注データ 

請求レス 

パターン 

支払データ 

返品データ 

受領データ 

出荷データ 

発注データ 

支払データ 

返品データ 

受領データ 

出荷データ 

発注データ 

基
幹
連
携
デ
ー
タ
バ
ッ
チ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 
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６．ＲｉｎＸの機能と特長－１ 

◆ 基本機能 
 

 ①流通ビジネスメッセージ標準に対応 
   流通システム開発センターの標準で定めた（流通ＢＭＳ ver1.3 基本）に対応済み。 
   ＪＸ手順の通信ソフトに対応。また、複数の流通BMS Verに対応した仕組みとなります。 
 

 ②Ｎ対Ｎのマルチ取引に対応 
   ある小売様特定のソフトではなく、複数小売様、複数ベンダー様、 
   複数センター様など、マルチ取引先へのＥＤＩに対応可能※1です。 
 

 ③受注・出荷・請求・支払までの一連の機能 
   受注～出荷、請求～支払まで、以下の機能がございます。 
    受注データ受信・取込    出荷データ作成・送信（追加受注機能を含む） 
   受領データ受信・取込    受領訂正、返品データ受信・取込 
    請求データ作成・送信         支払データ受信・支払照合機能 
    発注予定データ受信・取込（週間発注表対応）   値札データ受信、取込 
 

 ④基幹システムへの連携データ作成機能 
   既存の基幹システム連携を考慮したバッチ連携によるデータ送受信が可能です。 
   固定長テキスト、ＣＳＶファイルでの取り扱いが可能です。 
 

 ⑤サポートおよびソフト更新 
   電話、FAX、メールは勿論、インターネット経由でリモートでのサポートもおこないます。 
   ソフト機能追加、修正時にはインターネットを利用したバージョンアップが可能です。 

※１．小売業様指定帳票フォーマットへの対応は、別途、お見積となる場合がございます。 
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６．ＲｉｎＸの機能と特長－２ 
◆ 基本機能のつづき 
 

 ⑥データの保存期間 
   容量制限は、10GBとなります。（SQL Server Expressを採用しています） 
   期間を指定し、保有期間を過ぎたものは日数設定で自動的に削除することもできます。 
    

 ⑦出荷伝票データ自動作成 
   受注データから欠品がない場合、そのまま出荷データの作成が可能です。 
   欠品がある場合は、出荷数量の訂正画面にて入力を行なっていただきます。 
 

 ⑧商品マスタ自動メンテナンス機能 
   受注データより商品マスタを自動更新するため、事前マスタ登録が不要です。 
 

 ⑨充実した入力・検索機能 
   手書きによる注文入力を意識した出荷入力画面の充実や受領伝票の検索など、 
   容易に行える画面を準備しています。 
    

 ⑩各種帳票出力機能 
   受注データからの受注一覧表やピッキングリストなど帳票出力ができます。 
   またプリンタ障害や過去帳票を再出力したい場合、何度でも出力が可能です。 
   出力帳票は以下になります。（小売様個別帳票は除く） 
     発注一覧表、ﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ(６種)、発注集計表、ﾋﾟｯｷﾝｸﾞ集計表（2種）、出荷一覧表、欠品一覧表、発注出荷差異ﾘｽﾄ 
     店別出荷一覧表、商品分類別出荷一覧表（2種）、総量出荷一覧表、欠品明細表、納入明細書、受領一覧、未納一覧表 
     出荷受領差異ﾘｽﾄ、店別受領一覧表、受領訂正関連（4種）、受領集計表（2種）、返品一覧、請求一覧表、支払一覧表 
     請求支払差異ﾘｽﾄ、発注予定一覧表（週間）、値札一覧表 

※出力プリンタにつきましては、お取引先様にてご準備ください。 

全３５種 
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７．ＲｉｎＸの画面イメージ－１ 
トップメニュー 

発注、出荷メニュー 請求・支払メニュー 

複数小売業設定が可能 １システムで複数センターも 

対応可能 

受領・返品メニュー 
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７．ＲｉｎＸの画面イメージ－２ 
☆ＥＯＳ以外の手書発注（追加発注など）に対する出荷データの入力・作成も可能です。 出荷伝票入力メニュー 

商品名のあいまい検索や店舗
名のあいまい検索などコード
が分らなくても容易に呼び出
し可能です。 

非EOSに関する伝票も入力
することができます 
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７．ＲｉｎＸの画面イメージ－３ 
☆ アイテムの一括欠品訂正機能で簡単に数量変更可能な機能です。 出荷伝票入力メニュー 

諸事理由よって入荷できない
商品など一括数量訂正する機
能です。 
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７．ＲｉｎＸの画面イメージ－４ 

☆受領データや返品データ、受領訂正データなどの検索を容易にできます。 伝票検索メニュー 

右記の条件から各種伝
票に関する内容を検索
することができます。 
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７．ＲｉｎＸの画面イメージ－5 

外部連携オプションメニュー 

（RiX Link） 
自動実行オプションメニュー 

（RinX JS） 

簡易ランチャー 

従来、基本機能の一部だった外部連携および自動実行の機能が、 

本バージョンより、別オプションとして同時起動が可能になりました 

各種プログラムの実行などを登録できる簡易ランチャーが付属します。 

外部連携および自動実行の機能が、 

別オプションとしてRinX4本体との同時起動が可能になりました 
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自社基幹システムで作成した 

データをRINX側へ取り込む機能 

14 

７．ＲｉｎＸの画面イメージ－６ 

☆ 自社基幹システムとの連携データを任意の形式で作成可能です。 

外部連携機能（RinX Link） 

☆ バッチ形式でのデータ連携実行も可能です。 

☆自社システムにデータを取込みたい場合など  

自社基幹システムへの連携
ファイル作成用 
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７．ＲｉｎＸの画面イメージ－７ 
自動実行処理機能（RinX JS） ☆データの自動受信や外部プログラムの実行を自動で行う場合など  

自動実行処理の有効日時や曜日を指定できます。 

起動条件として、時間やファイル成立などが設定
可能です。 

複数のスケジュール登録が
可能です。 

送受信やプログラムの実行を
登録可能です。 
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８．ＲｉｎＸの出力帳票イメージ－１ 

ＲｉｎＸから出力される帳票イメージ 
シングルピック用 

トータルピック用 

商品分類 

（大、中）で
区分けしたも
のもあります。 

印刷プレビューで、PDF出力
およびExcel出力が選択可能
になりました 
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８．ＲｉｎＸの出力帳票イメージ－２ 

ＲｉｎＸから出力される帳票イメージ 

衣料カテゴリを意識したものとなります。 
シングルピック用 

（規格、サイズ、カラー版） 

クロスピッキング 

トータルピックの
種まき運用のため
に作成しました。 
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８．ＲｉｎＸの出力帳票イメージ－３ 
ＲｉｎＸから出力される帳票イメージ 

出荷一覧表（２パターン）になります。 

お取引先様からの出荷された商品一覧になります。 
納品明細一覧表 

店別納品明細一覧
表 
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８．ＲｉｎＸの出力帳票イメージ－４ 

ＲｉｎＸから出力される帳票イメージ 

発注出荷差異リスト、出荷受領差異リストになります。 

お取引先様からのデータと小売様から受信したデータを 

突合せし、差異（アンマッチ）があったものだけを出力します。 

出荷受領差異リスト 

発注出荷差異リスト 

発注数と出荷数を比較 

出荷数と受領数を比較 
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８．ＲｉｎＸの出力帳票イメージ－５ 

ＲｉｎＸから出力される帳票イメージ 

請求支払差異リストになります。 

お取引先様からの請求データと小売様から受信した支払データを 

突合せし、差異（アンマッチ）があったものだけを出力します。 

請求金額と支払金額を比較 

請求支払差異リスト 

※請求レスパターンの場合は、 

 対応していません。 
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９．ＲｉｎＸの利用イメージ 

主なご利用方法は、以下の通りです。 

各
種
デ
ー
タ 

パッケージ 

発注 基幹システム（自社システム） 外部データ連携 

出荷 

受領 返品 

請求 支払 

外部出力 

【処理の流れ】 

  １．発注データ取込後、基幹システム（自社システム）にデータ引渡・・・ピッキング作業など（自社物流システム） 

  ２．ピッキングした結果から欠品情報も含めて、基幹で出荷データ作成まで完了させ、RinXへデータ引渡、送信。 

  ３．受領データ、返品データを取込、出荷・受領差異表で違算を確認。 

    その後、基幹システム（自社システム）にデータ引渡・・・売上計上（自社販売管理システム） 

  ４．受領、返品データを基に請求データをRinX作成し、小売様へデータ送信。 

  ５．支払データを取込、支払案内書を出力、確認・・・入金予定の確認用として活用！ 

流通BMSに対応した受発注業務を簡単に対応可能にし、しかも自社
システムと連携を容易に実現します！！ 

社内売上管理 
物流システム 

流通BMS対応
の受発注業務 

バッチ連携 

受訂 

物流機能や販売
管理機能は自社
システム 
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１０．ご準備いただくもの（インフラ） 

□お取引先様にてご準備いただくもの 
・インターネットに接続しているパソコン 
  ※推奨回線：ブロードバンド回線（ＡＤＳＬ、光） 
  ※ウィルス対策 
・上記パソコンに接続しているレーザープリンター（Ａ４対応） 
・お取引先様独自の事業所コード（略称：ＧＬＮ）の取得 
  ※（財）流通システム開発センターへの申請が必要になります。 
   GLNコードが不要の場合もございます。各小売様にご確認ください。 

□RinX4動作環境 
■パソコン推奨スペック 
 

  ・対応ＯＳ： Windows 7 Pro (SP1以降) 

         Windows 8 Pro / ８．１ Pro / １０ Pro 
                ※全OS 32/64bit 対応 
 

  ・推奨スペック  
  CPU  Intel Core i3 1.4GHzもしくは同等品以上 
  メモリ  ４GB以上 
  HDD  1５GB以上の空き容量（履歴データの保有期間に依存） 
  光学ドライブ DVD-ROM（インストール時に必須） 

必ずご確認ください 

必ずご確認ください 

※パッケージ版はスタンドアロンタイプとなります。複数端末からのご利用はできませんので、予めご了承ください。 

レ 

レ 
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１１．ＲｉｎＸサービスご提供範囲 

対象外 

対象外 

対象外 

対応済 

生鮮、不定貫対応な
らびに百貨店BMSに
は対応していません。 
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１２．ＲｉｎＸ価格体系（パッケージ版） 

【備考】 
 １．上記価格に消費税は含まれておりません。 
 ２．初回購入時、上記３項目は全て必須となります。[NO.2]年額保守につきましては、毎年費用が発生致します。（年度更新） 
 ３．[NO.1]RinX4基本には、１接続先（得意先）に関する設定定義情報が含まれています。 
   別得意先様との接続は、年に１得意先（通信先）まで保守サポート範囲内で環境設定情報をご提供致します。 
   ※RinXに対する設定作業は含まれておりません。弊社にて設定作業を行う場合、別途 ¥30,000-(税別)の費用が発生致します。 
   なお、年に２通信先以上の設定が必要な場合、環境設定費用として1得意先あたり、¥50,000-(税別)の費用が発生致します。 
   （通信＋項目設定の費用となります。個別で発生する機能や帳票は含まれておりません。） 
   ※RinXに対する設定作業は含まれておりません。弊社にて設定作業を行う場合、別途 ¥30,000-(税別)の費用が発生致します。 
 ４．上記は、パソコン1台あたりでご使用頂くライセンスのご購入になります。 
   複数事業所、複数端末にてご導入される場合は、その数量をお知らせください。 
   但し、障害等も考慮し、待機系（コールド・スタンバイ）として別パソコンにセットアップする場合、別途費用はかかりません。 
 ５．出荷梱包紐付けありのメッセージへの対応をご希望の場合は、別途ご相談ください。 

NO 品名 価格（税別） 備考 

1 
RinX4 
基本 
（通信機能を含む） 

¥298,000- 

 発注予定、発注（集計含む）・出荷（集計含む）・受領（集計含む）・ 
 返品・請求・支払・値札機能、外部データ連携機能、 
 通信手順（JX-Client手順）、各種出力帳票（標準35種） 
 ※推奨小売様に関しては、個別帳票機能も含む 

2 
RinX4 
年額保守 

¥48,000- 
 RinX4のバージョンアップやサポートに関する年額費用 
 通信パッケージのバージョンアップやサポートに関する年額費用 
 ※毎年費用が発生します。 

3 
遠隔操作 
ソフトインストール・ 
設定費用 

¥30,000- 
 遠隔操作でのソフトインストール・設定作業が必要な場合、 
 弊社からインターネット経由で作業のご支援を致します。 
 また、運用に関する一連のご説明を致します。 

必須 

必須 

必須 



Copyright ©RINNET CORPORATION 25 

１２．ＲｉｎＸ価格体系（クラウド版） 

【備考】 
 １．各プランとも、1年毎の契約となります。（最低契約期間1年） 
 ２．ご利用料金は月額費用となり、毎月費用が発生致します。また、上記月額費用は、１契約あたりの費用となります。 
 ３．月額費用には、RinX及びJX-Clientの利用料が含まれております。（別途ご購入いただく必要はございません。） 
 ４．初期費用、追加ユーザーには、WindowsServerCAL及びRemoteDesktopCALが含まれております。 
 ５．RinXを使用する端末は、環境によりRinXドメインへの参加が必要な場合があります。 
 ６．クラウド対応版RinXの個別販売は行っておりません。 
 ７．ライト版は５口座、スタンダード版は１０口座までのスペック及び料金となっております。 
   １１口座以上の運用をご検討の場合は、別途ご相談ください。 
 
 

ご利用プラン 

【１】ライト 
１ｖＣＰＵ/メモリ４ＧＢ 
ＤＢ容量制限：１０ＧＢ 

※5口座まで 

【２】スタンダード 
２ｖＣＰＵ/メモリ４ＧＢ 
ＤＢ容量制限：１０ＧＢ 

※10口座まで 

月額費用 / １契約 ¥39,850-（税別） ¥45,250-（税別） 

初期費用 

１ユーザー目 
（CAL料金含む） 

¥120,000-（税別） 

２ユーザー目以降 
（CAL料金含む） 

¥80,000-（税別）/１ユーザー 
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１３．ＲｉｎＸ導入までの手順（目安） 

１．「購入前アンケート」を指定の場所へＦＡＸをお願いします。 

２．ＲｉｎＸご購入ご希望の方は、「流通BMS対応ＥＤＩシステム申込書」を 
  弊社よりメールにてご送付させて頂きます。 
  到着後、ご記入の上、リンネットまでＦＡＸしてください。 
   FAX：０９２－４１５－５１１６    

１－１．ＧＬＮコードをご取得ください。（必要な場合のみ） 
   ※流通システム開発センターへの申請からおよそ２週間で登録が完了します。 

３．ＲｉｎＸの導入・設置日については、こちらからご連絡の上、調整させていただきます。 

４．商品を送付致します。 （ご注文書承り後、2週間程度） 

５．小売様との通信、データ連携テストを行います。（テスト対象小売様と調整後、１週間程度） 

６．本番稼動。  テストデータ削除などを行い、スケジュール調整の上、本番稼働を開始します。 

※既にご購入済のお取引先様につきましては、購入済とお申し出ください。 

 2ライセンス目の方は、ご提供価格の７０％でご提供致します。 



Copyright ©RINNET CORPORATION 27 

１４．お問合せ先 

※お問合せはお電話もしくはメールでお願い申し上げます。 
 不在時は、担当者より折り返しお電話もしくはメールにてご回答させていただきます。 
※導入後のＲｉｎＸに関するお問合せに関しましても、上記にお問合せください。 

 担当：営業１部 木屋 
 

 TEL：092-472-0972 
    （平日 9:00-17:30） 
 

 FAX：092-415-5116 
 

 メール：rinx2@mail.rinnet.co.jp 
 

 HP：http://www.rinnet.co.jp 

mailto:rinx2@mail.rinnet.co.jp
mailto:rinx2@mail.rinnet.co.jp

