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EDI（調達管理）システムは高くない！
常識を覆す月額2,000円から利用できるサービス
インターネット経由で、製造業の購買業務（調達管理）に適応した
EDIサービスを低コスト・短時間でカンタンに実現

低コストかつ短期間でサプライチェーンを構築できるクラウド型EDI（調達管理）サービスです。
当社生産管理パッケージ「Factory-ONE 電脳工場MF」ご導入企業だけでなく、
他社の基幹システムを導入されている企業や、システム未導入の企業もCSVやAPI連携*を利用し、
見積管理・受発注管理・入出荷など、EDI の基本機能の活用が可能です。中小企業共通EDI対応。

サーバやソフトウェアを購入する必要がな
く、インターネットブラウザ環境があるだけ
で、すぐに利用を開始できます。サーバやア
プリケーションの管理・メンテナンスはメー
カーが行いますので、常に最新環境を利用
することが可能です。初期費用を抑え月額
2,000 円～の低コストで運用できます。

発注・受注側双方同時にシステム導入をし
なくても、CSV データやAPI 連携により運
用を開始できます。
また、無料でご利用いただける「EXtelligence 
ED IFAS FREE」( 受注・受注回答／請求
取込機能のみ ) をご用意。必要最低限の機
能から利用いただくことも可能です。

検索条件や各画面項目の表示有無、並び替
え順などを、ユーザーごとに個別設定でき
ます。運用設定やフリー項目のキャプショ
ン設定も取引相手に合わせた形式で登録
し、利用することが可能です。
レポート帳票や伝票のレイアウトを、マウス
を使いながら自由に簡単に作成できます。

クラウド
Cloud

シンプル
Simple

フリーダム
Freedom
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*API連携はオプション



発注側、受注側企業のさまざまな悩みを解決する
それが「EXtelligence EDIFAS」。

発注側、受注側企業のさまざまな悩みを解決する
それが「EXtelligence EDIFAS」。

発注側企業は、コスト削減や作業の効率化という点でメリットが生まれます。発注作業にかかっていた時間と人手を、他の
作業に充てることにつながります。また、データの管理も容易になります。受注側企業も電話やファックスによる作業がな
くなり、「発注データ」を活用することで聞き間違い、OCR の読み込み違い、転記ミス、入力ミスが防止できます。

取引先には
電話・ファックス等で発注。
納期回答は Excel 管理、
回答状況の確認に手間取るなぁ。

画面上で
回答内容の確認や
催促ができるようになった！
紙や印刷、郵送の費用や手間もなくなった。

発注業務の
効率化

発注側企業の買掛データと受注側企業の請求情報を照合することにより、違算チェックが効率良くできます。これにより月
次決算の早期化を図れます。受注側企業も買掛データの活用により請求ミスが減ります。また、請求データを送信すること
で、請求書の印刷と郵送の手間や費用を無くすことができます。

請求書が多いと、違算
チェックに時間がかかり、
間違えそう。
請求書の到着にも時間がかかっている。

データの照合で
請求書の違算原因を
突き止めやすくなった。
月次締めも早くできるようになった。

請求照合の
効率化

発注側企業は、受注側企業の納入予定商品と数量を事前に把握できるため、倉庫の受入準備や入荷検品作業の効率化
ができます。受注側企業も出荷データを納品伝票の代わりにすることで、納品伝票に関わる用紙、印刷、郵送の費用を削
減できます。

いつ出荷されたのか
分からないので、
受入準備調整が難しい。
伝票が多くて、検品入力にも
時間がかかるなぁ。

出荷情報をいち早く把握し、
倉庫管理に余裕ができた。
出荷情報を活用できるので、入力の手間も
減った。

受入作業・納品
チェックの効率化

発注側企業は、加工依頼などで受注側企業に支給した部材の受領状況や使用状況を即座に確認でき、支給在庫管理の
精度を高めることができます。受注側企業も支給データを受信することで、使用状況の管理がしやすくなります。

支給品の使用状況は
確認しないとわからない。
電話やメールなど、さまざまな様式で
在庫報告されるので、チェックに
時間がかかる。

支給品の受領や使用
状況が、即わかるようになった。
決まったフォームで支給品の使用状況の
報告を受けるので、管理しやすくなった。

支給在庫管理の
効率化

解決！

解決！

解決！

解決！



発注側も受注側も、ここが便利！
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「EXtelligence EDIFAS」は発注側企業と受注側企業両方に必要な機能が含まれています「EXtelligence EDIFAS」は発注側企業と受注側企業両方に必要な機能が含まれています

発注側企業

生産計画
●生産計画照会
●生産計画送信承認処理

見積回答
●見積回答取込処理
●見積回答照会

見積依頼
●見積依頼照会
●見積依頼送信承認処理

発注回答
●発注回答取込処理
●発注回答照会

発注
●発注照会
●発注送信承認処理
●発注回答督促入力

支給消費
●支給消費取込処理
●支給消費照会

支給受領
●支給受領取込処理
●支給受領照会

支給
●支給照会
●支給送信承認処理

納入指示
●納入指示照会
●納入指示送信承認処理

出荷
●出荷取込処理
●出荷照会

仕入検収
●仕入検収照会
●仕入検収送信承認処理

買掛明細
●買掛明細照会
●買掛明細送信承認処理

請求
●請求情報取込処理
●請求情報照会

企業内でのメニュー間データ連動だけでなく、
発注側と受注側企業のデータ連携もできるので、
データ入力作業が簡略化できます。

ポイント❶

データを出力して
他のシステム（Excelなど）で加工もできます。

ポイント❷

受注側企業 発注側企業



BCP（事業継続計画）機能

その他にもこんなメニューをご用意！

発注側が受注側に対しBCPチェックを行い、その回答データを保管でき

ます。災害などの不測の事態に陥った時に、被害を最小限に抑え、事業を

継続するための準備としての対策機能です。

＜発注側のみ　月額1,000円（税別）＞

掲示板機能関連サービス

エクステリジェンス
エスシービー

発注側と受注側のコミュニケーションツールとし

てご用意しました。取引企業間での情報の共有

や、アンケートなどの調査依頼とその結果収集

などにも活用できます。

＜発注側のみ　月額1,000円（税別）＞

オプション

受注側企業

「EXtelligence EDIFAS」は発注側企業と受注側企業両方に必要な機能が含まれています「EXtelligence EDIFAS」は発注側企業と受注側企業両方に必要な機能が含まれています

生産計画
●生産計画取込処理
●生産計画取込処理 ( 差分 )
●生産計画照会

見積依頼
●見積依頼取込処理
●見積依頼照会

見積回答
●見積回答照会
●見積回答入力
●見積回答送信承認処理

受注
●受注取込処理
●受注照会

受注回答
●受注回答照会
●受注回答入力
●受注回答送信承認処理

支給
●支給取込処理
●支給照会

支給受領
●支給受領照会
●支給受領入力
●支給受領送信承認処理

支給消費
●支給消費照会
●支給消費入力
●支給消費送信承認処理

納入指示
●納入指示取込処理
●納入指示照会

出荷
●出荷照会
●出荷入力
●出荷送信承認処理

●出荷伝票発行
●カスタマイズ伝票発行

仕入検収
●仕入検収取込処理
●仕入検収照会

買掛明細
●買掛明細取込処理
●買掛明細照会

請求
●請求情報照会
●請求情報送信承認処理

「EXtelligence EDIFAS FREE（無料版）」・・・取引先1社に対して、受注側＜受注＞＜受注回答＞機能、発注側＜請求取込＞機能のみ利用できる。
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データの送受信をより効率的にデータの送受信をより効率的に
発注側と受注側、相互にデータの送受信を行いますが、訂正・追加・取消したデータだけを抽出し、送信することができます。
例えば、受注側が納期の分納回答をする場合、前回回答との差分のみのデータを送信し、発注側はそのデータのみを確認で
きるので効率的です。

1

多言語・多通貨対応
英語、中国語に対応し、海外で受発注を行う企業でも利用可能いただけます。
取引先ごとに、単価、合計金額を小数点以下4桁まで設定できるので、通貨差異に伴う有効桁数の違いにも対応可能です。

5

作業の効率化を考えた、使いやすい機能

項目レイアウトを自由に変更
画面上の項目配置（表示の有無や表示順）、表示幅
を自由に変更できます。また、出力するCSVデータ
も項目指定することができます。操作者ごとや企業
ごとに設定を保存。保存した設定を取引企業間で
共有する機能もありますので、互いの突合せチェッ
クを容易にすることができます。

2

レポートフォームを簡単に作成
データを元に、自由にレポートを作成することがで
きます。発注一覧表、出荷予定一覧表から現品票な
どの伝票にもご活用いただけます。マウスを使っ
て、好みのレイアウトに項目配置を行える操作性が
魅力です。（レポートエディター機能）

3

操作画面から
動画説明の閲覧が可能

操作に困ったときは、画面上の「マニュアル」ボタ
ンから説明を読むことができます。また、動画の説
明も準備していますので、より理解しやすくなって
います。

4



カンタンにつながる！

あらゆるシステムとの連携を可能にするAPI「EXtelligence API」

WEBサービスERP/業務システム等 EAIツール

APIドキュメントやAPIを利用した他社ソリューション連携事例は、
開発者向け「EXtelligence Developer Site」事前申込み要（無料）
で公開しております。
https://xeex-products.jp/extelligence/extelligence-api/

「EXtelligence API」を利用すれば、自社開発システムや他のパッケージとシームレスな連携が可能となります。
※「EXtelligetnce EDIFAS」のAPI機能をご利用になる場合は、基本利用料のほかに、オプション料金1,000円／月額（税別）が必要です。

CSVファイルを自動アップロード・ダウンロードする「EDIFAS Agent」

当社 RPA 製品「Owlgarden RPA」を利用して、所定のフォルダに配置した CSVファイルをタイマー設定に
より、「EXtelligence EDIFAS」に自動アップロード・ダウンロードすることが可能です。
※「EXtelligence EDIFAS」のAgent機能をご利用になる場合は、基本利用料のほかに、オプション料金10,000円/月額（税別）が必要です。
※クライアントのシステム要件は、別途お問い合わせください。

基幹業務（生産管理システム等）とシームレスな連携

「EXtelligence EDIFAS」は、当社生産管理システム
「Factory-ONE 電脳工場MF（R2.0以降）」とシームレス
なデータ連動により、業務の連携が図れます。
また当社システムに関わらず、他の生産管理や販売管理など
の基幹システムについても、CSVやAPI（Application 

Programming Interface）を利用したデータ連動により業
務連携が可能になります。各メニューで、CSVデータを出力
できるので、Excelなどを使い、データ加工して独自の帳票
を簡単に作成することも可能です。
 

見積依頼 発注 受注 見積回答生産計画
受注

検収

オンプレミス
基幹システム

クラウド型
生産管理システム

オンプレミス型
生産管理システム

発注
受注

発注側企業 受注側企業

自社開発システム、パッケージシステム、EXCEL等

エクステリジェンス エディファス
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お問い合わせ
[販売会社]

株式会社エクスは2009年4月24日に
情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格
ISO/IEC 27001の認証を取得しました。

●「Factory-ONE」「電脳工場」「EXtelligence」および「EDIFAS」は株式会社エクスの登録商標です。
●Windowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
●その他記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
●本製品（ソフトウェアを含む）が外国為替および外国貿易法の規定する輸出製品に該当する場合は、日本国外に持ち出す際に必要となる輸出許可申請等の手続きをお取り下さい。

○ 大阪(本社)オフィス
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-19-3 ピアスタワー20F
TEL.06-7711-1161 / FAX.06-7663-3470

○ 東京オフィス
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-9-2 PMO神田岩本町4F
TEL:03-6859-7700 / FAX:03-6859-3315

○ 名古屋オフィス
〒461-0004 名古屋市東区葵1-19-30 マザックアートプラザ3F
TEL.052-856-0751 / FAX.052-856-0753

○ 福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル6F
TEL.092-433-1325 / FAX.092-433-1326

○ 沖縄オフィス
〒900-0015 那覇市久茂地1-7-1 琉球リース総合ビル2F
TEL.098-860-8528 / FAX.098-866-4066

○ 東大阪サテライトオフィス
〒577-0013 東大阪市長田中2-2-30 長田エミネンスビル6F 6D号室

株式会社エクス
https://www.xeex.co.jp

初期費用０円 契約期間１ヶ月～ ディスク容量３G無料サービス利用料

info@ex-telligence.comからのメールを受信できるように設定メール受信設定

動作環境

Windows 8.1以降

Google Chrome、Microsoft Edge

最低限必要な解像度 ： 横 1024 x 縦 768 ピクセル

OS

ブラウザ ※

ディスプレイ

2021年11月時点での情報に基づきます。
※ 最新バージョンのブラウザのご利用をお願いいたします。

最大２ヶ月、無料で
お試しいただけます。
最大２ヶ月、無料で
お試しいただけます。

検索EDIFAS

導入サポート

サプライヤー向けに行う基本機能の集合説明会や、
ご利用システムとの連携における開発技術支援など、
「EXtelligence EDIFAS」導入をサポートするメニュー（有償）を多数
ご用意しております。詳細や費用については、お問い合わせください。

月額（税別）取引社数 備　考

サーバーディスク容量は3Gまで
（ディスク内添付ファイル保存期間は30日）

基
本
利
用
料

（
発
注
側
／
受
注
側
を
問
わ
ず
）

1～5社

6～10社

11～30社

31～100社

月額（税別） 備　考

本料金は変更となる場合がありますので、予めご了承願います。
また、ご契約ライセンス数に応じてサービス利用料が割り引きになるボリュームディスカウントをご用意しておりますので、お問い合わせください。

内　容

¥2,000

¥5,000

¥10,000

¥30,000

ユーザー追加 10ユーザーまで利用可能¥1,000

ストレージ保存（5GB） 最大18GBまで可能　ディスク容量内であれば、申込期間内はデータを永久保持¥2,000

レポート様式追加（3様式） レポートエディタ機能で作成できるレポート様式数を拡張¥1,000

伝票様式追加（3様式） 伝票エディタ機能で作成できる伝票様式数を拡張¥1,000

Agent（CSV連携） 当社RPA製品「Owlgarden RPA」を利用して、CSVファイルを自動アップロード・ダウンロードが可能¥10,000

ASTERIA-EDIFASアダプタ 「ASTERIA Warp」とシームレスに繋がり、ノーコードでさまざまなシステムと連携可能¥10,000～

API（シームレス連携） 外部システム（基幹システム等）とのシームレス連携機能　「EXtelligence EDIFAS FREE」では利用不可¥1,000

※「EXtelligence EDIFAS FREE」は適用外
※2020年４月以降に適用されます

※101社以上の場合はご相談ください。
　また、サプライヤーの利用料をバイヤー側にてご負担する場合もお問い合わせください。


