
サービス名 対象となる ASPサービス仕様 
サービス 

型名 
構成 

FUJITSU Enterprise Application 

AZCLOUD SaaS 

WEBCON_基本プラン 200 

・WEBCON基本サービス 

・WEBCONオプション 

「契約原本長期保管サービス」 

CLWCAZM 

002MM 

・CI－NET 業務：購買見積業務、注文業務 

・ID：１ID 

・WEBCON基本サービスディスク容量：100MB 

・契約原本長期保管サービスディスク容量：100MB 

FUJITSU Enterprise Application 

AZCLOUD SaaS 

WEBCON_出来高プラン 200 

・WEBCON基本サービス 

・WEBCONオプション 

「契約原本長期保管サービス」 

CLWCAZM 

004MM 

・CI－NET 業務：購買見積業務、注文業務、出来

高・請求業務、立替金報告業務 

・ID：１ID 

・WEBCON基本サービスディスク容量：100MB 

・契約原本長期保管サービスディスク容量：100MB 

FUJITSU Enterprise Application 

AZCLOUD SaaS 

WEBCON_スタートアッププラン 1000 

・WEBCON基本サービス 

・WEBCONオプション 

「契約原本長期保管サービス」 

CLWCAZM 

006MM 

・CI－NET 業務：購買見積業務、注文業務、出来

高・請求業務、立替金報告業務、建築見積業務、設

備見積業務、設備機器見積業務 

・ID：5ID 

・WEBCON基本サービスディスク容量：500MB 

・契約原本長期保管サービスディスク容量：500MB 

FUJITSU Enterprise Application 

AZCLOUD SaaS 

WEBCON_サポートサービス 

・WEBCONオプション 

「Q&Aサポートサービス（基本）」 
CLWCAZM 

009MM 
 

 

 

ASPサービス仕様書 

「WEBCON基本サービス」 

 

１．サービスの実施 

 

富士通Ｊａｐａｎ株式会社（以下「乙」という。）は、お客様（以下｢甲｣とい

う。）に対し、この仕様書に従ってWEBCON基本サービス（以下、この

仕様書において「本サービス」という。）を提供します。 

 

２．本サービスの実施期間 

本サービスは、別途乙が甲に通知するサービス開始確認書に記載

したサービス開始日をもって開始するものとします。 

 

３．本サービスの内容 

 

（１）本サービス概要 

 

本サービスは、甲が取引先との取引において、インターネットを活用

することにより、甲に CI-NET（一般社団法人建設業振興基金（以下

「建設業振興基金」という。）が提唱する、コンピュータ・ネットワークを

利用して標準化された方法で建設業者間における取引関係情報を

電子的に交換する規約）対応の EDI（電子データ交換）機能をブラウ

ザ上で提供する Webアプリケーションサービスです。 

 

（２） 本サービス実施の前提条件 

 

①甲は、本サービスを利用する前提条件として、以下に定めるものの

他、別途乙が指定する環境・設備（ハードウェア、ソフトウェア、通信

設備、通信回線、空調等を含みますが、これに限りません。）を甲の

責任と負担で準備し、管理・維持するものとします。 

a.標準企業コード（建設業振興基金が発行する標準企業コード） 

b.電子証明書（建設業振興基金が発行する電子証明書） 

 

②乙は、以下の事項を事前に甲に通知するものとします。 

a.乙が一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター（以

下「JPNIC」という。）もしくは株式会社日本レジストリサービス（以下

「JPRS」という。 

）から取得した本サービスに使用するドメイン名 

b.乙が定めたデータセンターサービスアクセス用ホスト名 

c.甲の申し出に応じて電子証明書の申請時に必要となる EDI 用のメ

ールアドレス（乙が発行するメールアドレス） 

 

（３）本サービスの範囲 

 

①初期設定作業  

甲が本サービスを利用できるようにするための初期設定作業を実施

します。 

a.利用者 ID とパスワード及びディスク容量の設定 

契約内容に応じて、ID数とディスク容量の設定を行います。 

b.設定した利用者 ID とパスワードの通知 

設定した利用者 ID に初期パスワードを設定し、一覧表をユーザ管

理者へ書面もしくは電子データで通知します。 

c.ファイアウォール機能の設定 

甲がインターネット（IP ネットワーク含む。）を利用して、本サービス

を利用する際に、Https プロトコルをサービス用サーバへ接続させ

るためのセキュリティ設定を行います。 

d.ユーザ認証機能の設定 

甲が本サービスを利用する際に、利用者 ID およびパスワードによ

るログイン認証のための機能設定を行います。 

e.SSL/TLS暗号化機能の設定 

甲が本サービスを利用する際に、通信内容を SSL/TLS方式により

暗号化する機能設定を行います。 

f.WWW サーバ機能の設定 

甲が本サービスをブラウザ等で利用できるようにするために、WWW

の機能（ホームページ機能）を有効にする設定を行います。 

g.CI-NET業務機能の設定 

契約内容に応じて、見積業務（建設見積、設備見積、設備機器見

積）、購買・注文業務（購買見積、受発注業務）、出来高・請求業務

（出来高、請求、立替金）のCI-NET業務のWebアプリケーション機

能の設定を行います。 

h.マスタ管理機能の設定 

CI-NET 業務に関連する企業情報、部署情報、利用者情報、電子

証明書情報、取引関係情報などの各マスタに関するデータベース

環境の設定、および保守用の Web アプリケーションの機能設定を

行います。 

i.取引データ一次保管機能の設定 

契約内容に応じて甲の CI-NET 業務に関する取引データを一時的

に保管する機能を設定します。 

j.トランスレート機能の設定 

CI-NET 形式データを CII 形式データに変換するための設定、およ

び、CII 形式データを CI-NET 形式データに変換する設定を行いま

す。 

k.S/MIME 暗号通信機能の設定 

甲の取引先がCI-NET LiteSに対応したMail方式を利用している場

合に、送信データを S/MIME フォーマットに変換するための設定を

行います。 

l.メールアドレスの設定 

甲から電子証明書用のメールアドレス発行依頼があった場合に、 

メールアドレスの設定を行います。 

 

②サービス機能 

初期設定作業完了後、以下のサービス機能が利用可能な環境を提

供します。 

a.本サービス利用時における利用者 ID/パスワードによる認証機能 

甲が認めた利用者であることを識別するための ID／パスワードに

よるログイン認証機能 



b.ファイアウォールによるセキュリティサービス機能 

甲が本サービスを利用する際の Httpsプロトコルを本サービスが提

供されるサーバへ接続するためのセキュリティ機能 

c.SSL/TLS暗号化通信（Webブラウザ利用時）機能 

甲がブラウザ等で本サービスを利用する際のSSL/TLS方式による

暗号化通信機能 

d.S/MIME暗号化メール（CI-NET LiteS対応のMail方式対抗時）機能 

甲の取引先がCI-NET LiteSに対応したMail方式の場合に、送信メ

ールを S/MIME方式の暗号化メールにする機能 

e.CI-NET 業務機能 

建築見積業務、設備見積業務、設備機器見積業務、購買見積業

務、注文業務、出来高・請求業務、立替金報告業務、取引情報の

参照などの CI-NET 業務機能 

g.マスタ管理機能 

自社企業情報、部署情報、利用者情報、電子証明書などの各マス

タのメンテナンス機能 

h.電子署名機能 

作成された取引データを取引先へ送信する際の電子署名機能 

i.取引データの一時保管機能  

作成された取引データ（注文業務）を一時的に保管する機能 

一時的に保管された取引データは、利用者が削除機能を使って削

除するか、自動削除の設定（削除日時・期間の設定）を行うことで

削除されます。削除処理を行わない限り取引データは保管されま

す。 

j.トランスレート機能 

作成された CI-NET 形式データを CII 形式データに変換する機能、

CII形式データを CI-NET 形式データに変換する機能 

k.メールアドレスの管理 

甲の電子証明書に記載されるメールアドレスの維持管理 

 

③本サービスの内容の詳細については、別途、乙の定めるサービス

マニュアルに記載のとおりとします。 

 

（４）特記事項 

 

本サービスは、サービス開始日から 1年間を最低契約期間とします。 

 

以 上 



 

ASPサービス仕様書 

「WEBCONオプション「契約原本長期保管サービス」」 

 

１．サービスの実施 

 

富士通Ｊａｐａｎ株式会社（以下「乙」という。）はお客様（以下｢甲｣とい

う。）に対し、この仕様書に従ってWEBCONオプション「契約原本長期

保管サービス」（以下、この仕様書において「本サービス」という。）を

提供します。 

 

２．本サービスの内容 

 

（１）本サービス概要 

 

本サービスは、甲が WEBCON 基本サービス（以下「基本サービス」と

いう。）、WEBCON オプションサービス「WEBCON-Stream」を利用して

行った取引情報（注文業務）を安全かつ適切に長期保管（保管期間１

０年）し、検索・閲覧することを可能とするサービスです。 

 

（２）本サービス実施の前提条件 

 

①本サービスは、基本サービスの契約を前提として実施されるオプシ

ョンサービスです。基本サービスが終了した場合には、本サービスは

自動的に終了するものとします。 

 

②甲は、本サービスを利用する前提条件として、別途乙が指定する

環境・設備（ハードウェア、ソフトウェア、通信設備、通信回線、空調等

を含みますが、これに限りません。）を甲の責任と負担で準備し、管

理・維持するものとします。 

 

（３）本サービスの範囲 

 

本サービスは、甲が基本サービスを利用して受信・発信した取引デー

タのうち、以下に掲げるデータ（以下「契約原本」という。）を最長で１０

年間保管し、ブラウザ上で検索・閲覧を可能にするサービスです。 

 

a.確定注文・注文請データ 

b.合意解除申込・承諾データ 

c.合意打切申込・承諾データ 

d.鑑項目合意変更申込・承諾データ 

e.一方的解除通知、一方的打切通知データ 

 

①初期設定作業 

甲が本サービスを利用できるようにするための初期設定作業を実施

します。 

a.ディスク容量の設定 

契約内容に応じて、ディスク容量の設定を行います。 

b.設定した利用者 ID とパスワードの通知 

基本サービスで通知する利用者 ID とパスワードと同一とします。 

c.ファイアウォール機能の設定 

甲がインターネット（IP ネットワーク含む。）を利用して、本サービス

を利用する際に、Https プロトコルをサービス用サーバへ接続させ

るためのセキュリティ設定を行います 

d.SSL/TLS暗号化通信機能の設定 

甲がブラウザ等で本サービスを利用する際のSSL/TLS方式による

暗号化通信機能の設定を行います。 

e.契約原本の保管管理機能の設定 

契約原本の長期保管に必要となる機能（自動保管、検索・閲覧、印

刷、削除、Export ファイル出力）の設定を行います。 

f.利用者管理機能 

甲のパスワード及び所属部署などのプロフィールを更新できる機能

の設定を行います。 

 

②サービス機能 

初期設定作業完了後、以下のサービス機能が利用可能な環境を提

供します。 

a.本サービス利用時における利用者 IDによるユーザ認証 

甲が認めた利用者であることを識別するための ID／パスワードに

よるログイン認証機能 

b.ファイアウォール 

甲が本サービスを利用する際の Https プロトコルを契約原本長期

保管サービスへ接続するためのセキュリティ機能 

c.SSL/TLS暗号化通信機能 

甲がブラウザ等で本サービスを利用する際のSSL/TLS方式による

暗号化通信機能 

d. 契約原本の保管管理機能 

一時保管されている契約原本を自動的に契約原本長期保管サー

ビスへ自動保管する機能、保管原本をブラウザから検索・閲覧・印

刷する機能、保管原本を外部媒体に Export ファイル形式で出力す

る機能、保管原本を削除する機能 

e.利用者管理 

甲が本サービスを利用する際の利用者 ID／パスワードなどのプロ

フィール情報を保守する機能 

 

③本サービス仕様書の内容の詳細については、別途、乙の定めるサ

ービスマニュアルに記載のとおりとします。 

 

（４）特記事項 

 

甲は、契約原本のデータの保管方法または保管期間等につき、甲の

責任で法令を遵守するものとします。 

保管期間が１０年を経過した場合、乙は、事前に甲に通知して、当該

保管期間が経過した契約原本を乙の裁量で消去できるものとします。

この場合、甲は、Export ファイル形式出力などの機能を使って、事前

に契約原本を退避しておくものとします。 

 

以 上 



 

ASPサービス仕様書 関連サービス 

「WEBCONオプション「Q&Aサポートサービス（基本）」」 

 

１．サービスの実施 

 

富士通Ｊａｐａｎ株式会社（以下「乙」という。）はお客様（以下｢甲｣とい

う。）に対し、以下に記載したサービス（以下「本サービス」という。）を

実施します。 

 

２．本サービスの内容 

 

（１）本サービス概要 

乙は、「WEBCON」サービスを導入した甲からの質問・問合せを乙の

ネットワークサービスセンターで一括して受付て、これをコールバック

で回答し、障害の切り分け・操作、運用指導を行います。本サービス

は、出張訪問（オンサイト）によるサービス及び日本語以外の問合せ

は含んでおりません。 

 

（２）本サービス実施の前提条件 

本サービスで甲が電話を利用する際の電話料金については、乙の負

担としますが、FAX・インターネットを利用するために必要となるハード

ウェア、プログラム、電話料金、インターネット利用料等は甲の負担と

します。本サービスは（３）に定める各サービスを前提として実施され

るサービスであり、（３）に定める各サービスが終了した場合には実施

期間に関わらず本サービスも同時に終了します。 

 

（３）本サービスのサポート対象 

 

①CI-NET 対応 ASP型サービス「WEBCON」 

見積業務（建設見積、設備見積、設備機器見積）、購買・注文業務

（購買見積、受発注業務）、出来高・請求業務（出来高、請求）の

CI-NET 業務の Webアプリケーション機能。 

自社企業情報、部署情報、利用者情報、電子証明書などの各マスタ

のメンテナンス機能に対するお問合せとさせて頂きます。 

但し、WEBCON-Steam、WEBCON-SSLB(CL)、 

WEBCON-SSLB(ＳＶ) についてのお問合せは含んでおりません。 

 

（４）本サービス対応時間 

月曜日～金曜日 ９：００～１８：００（祝祭日および年末年始を除く） 

 

（５）本サービスの対象者 

乙のネットワークサービスセンターに乙が別途定める方法によりあら

かじめ登録された甲の運用管理者とします。 

 

（６）本サービスの利用 

乙は準備作業として、本サービス（甲が利用している本サービスの対

象となる IDC サービスの基本的操作のトラブル対応と Q&A を乙のネ

ットワークサービスセンターで行うサービス）の設定を行います。尚、

甲は本サービスを利用するために、運用管理者を定めて乙に登録す

るものとします。登録内容は以下の通りです。 

 

ａ．本サービスを利用可能な利用者 ID と電話番号の設定。 

甲は準備作業で設定された内容により、以下のサービスを利用する

ことができます。乙は、甲の登録内容に従って、甲に対する IDを発行

し、通知します。サービス利用の際には、本 ID を乙のネットワークサ

ービスセンターに通知する事により、甲は（７）に定める各サービスを

受けられます。 

 

（７）本サービスの範囲 

 

①月額払サービス 

a.甲の運用管理者からの（３）に定める各サービスに関する仕様及び

基本的操作のトラブル対応と Q&A 

 

b.以下の内容についての回答及び作業は、サービス対象外となりま

す。 

・（３）に定める各サービス以外の IDC サービス及びソフトウェアに関

する質問。 

・ハードウェアまたは基本ソフトウェアに起因して生じたトラブルに関

する質問。 

・アプリケーションの機能を超えた使用方法に関する質問。 

・ソフトウェアベンダーが保証しない動作環境やサンプル版、ベータ版

等の質問。 

・ソウトウェアベンダーへの要望等の仲介。 

・マクロプログラム、バッチプログラムの作成代行及びデバック作業。 

・システム開発に関するプログラミング、デバック、ファイル設計など

のコンサルティング。 

 

以 上 

 



 

 

ASPサービス仕様書 

「WEBCONオプションサービス「WEBCON-SSLB(CL)」」 

 
１．サービスの実施 

 

富士通Ｊａｐａｎ株式会社（以下「乙」という。）はお客様（以下｢甲｣とい

う。）に対し、この仕様書に従って WEBCON オプションサービス

「WEBCON-SSLB(CL)」（以下、この仕様書において「本サービス」とい

う。）を提供します。 

 

２．本サービスの内容 

 

（１）本サービス概要 

 

本サービスは、甲が取引先との取引において、インターネットを活用

することにより、甲に CI-NET（一般社団法人建設業振興基金（以下

「建設業振興基金」という。）が提唱する、コンピュータ・ネットワークを

利用して標準化された方法で建設業者間における取引関係情報を

電子的に交換する規約）対応の EDI（電子データ交換）機能を、甲に

設置される送受信用クライアント（もしくはサーバ）と乙が定めたデー

タセンターに設置されるサービス（WEBCON-SSLB(SV)や WEBCON

基本サービス）との間で、SSL/TLS方式によるバッチ送受信機能をア

プリケーションとして提供するものです。 

 

（２）本サービス実施の前提条件 

 

本サービスは、WEBCON 基本サービス（以下「基本サービス」とい

う。）の契約を前提として実施されるオプションサービスです。基本サ

ービスが終了した場合には、本サービスは自動的に終了するものと

します。 

 

①甲は、本サービスを利用する前提条件として、以下に定めるものの

他、別途乙が指定する環境・設備（ハードウェア、ソフトウェア、通信

設備、通信回線、空調等を含みますが、これに限りません。）を甲の

責任と負担で準備し、管理・維持するものとします。 

a.標準企業コード（建設業振興基金が発行する標準企業コード） 

 

②乙は、以下の事項を事前に甲に通知ならびに提供するものとしま

す。 

a.乙が一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター（以

下「JPNIC」という。）もしくは株式会社日本レジストリサービス（以下

「JPRS」という。）から取得した本サービスに使用するドメイン名 

b.乙が定めたデータセンターサービスアクセス用ホスト名 

c.甲に設置されるクライアント端末（もしくはサーバ）にインストールさ

れる本サービス用アプリケーション 

d.本サービスにアクセスするための初期 ID と初期パスワード 

 

（３）本サービスの範囲 

 

①初期設定作業 

甲が本サービスを利用できるようにするための初期設定作業を実施

します。別途、WEBCON-Stream が契約されている場合には、乙が定

める導入支援サービスで初期設定作業は実施されるものとします。 

 

a. 接続設定 

WEBCON-SSLB(SV)と接続するための環境設定、接続方法の設定

などを行います。 

b. 処理設定 

送受信するためのフォルダの設定、起動方法の設定、送受信する

ファイルの定義などの処理の実行に関する設定、送受信状況を電

子メールで通知するための設定などを行います。 

 

②サービス機能 

初期設定作業完了後、以下のサービス機能が利用可能となります。 

 

a.本サービスから WEBCON-SSLB(SV)への接続 

甲が本サービスで設定したアクセス用の利用者 ID/パスワードで

WEBCON-SSLB(SV)へログインする機能 

b.データ送受信機能 

処理設定で定義された実行環境をもとに本サービスが管理するフォ

ルダにあるファイルを WEBCON-SSLB(SV)が管理するフォルダとの

間で送受信する機能 

c.SSL/TLS暗号化通信機能 

本サービスが WEBCON-SSLB(SV)で送受信を行う際に SSL/TLS

方式による暗号化通信を行う機能 

d.設定情報の管理機能 

本サービスで設定した情報を保守する機能 

 

③本サービスの内容の詳細については、別途、乙の定めるサービス

マニュアルに記載のとおりとします。 

 

（４）特記事項 

 

① 本 サ ー ビ ス と 連 携 す る WEBCON-Stream 、 な ら び に 、

WEBCON-SSLB(SV)の詳細は、別途、乙の定めるサービス仕様書お

よびサービスマニュアルに記載のとおりとします。 

 

以 上 



 

ASPサービス仕様書 

「WEBCONオプションサービス「WEBCON-SSLB(SV)」」 

 
１．サービスの実施 

 

富士通Ｊａｐａｎ株式会社（以下「乙」という。）はお客様（以下｢甲｣とい

う。）に対し、この仕様書に従って WEBCON オプションサービス

「WEBCON-SSLB(SV)」（以下、この仕様書において「本サービス」と

いう。）を提供します。 

 

２．本サービスの内容 

 

（１）本サービス概要 

 

本サービスは、甲が取引先との取引において、インターネットを活用

することにより、甲に CI-NET（一般社団法人建設業振興基金（以下

「建設業振興基金」という。）が提唱する、コンピュータ・ネットワークを

利用して標準化された方法で建設業者間における取引関係情報を

電子的に交換する規約）対応の EDI（電子データ交換）機能を、甲に

設置される送受信用クライアント（もしくはサーバ）と乙の運営するデ

ータセンターに設置される本サービスとの間で、SSL/TLS 方式による

バッチ送受信機能をアプリケーションとして提供するものです。 

 

（２）本サービス実施の前提条件 

 

本サービスは、WEBCON 基本サービス（以下「基本サービス」とい

う。）の契約を前提として実施されるオプションサービスです。基本サ

ービスが終了した場合には、本サービスは自動的に終了するものと

します。 

 

①甲は、本サービスを利用する前提条件として、以下に定めるものの

他、別途乙が指定する環境・設備（ハードウェア、ソフトウェア、通信

設備、通信回線、空調等を含みますが、これに限りません。）を甲の

責任と負担で準備し、管理・維持するものとします。 

a.標準企業コード（建設業振興基金が発行する標準企業コード） 

 

②乙は、以下の事項を事前に甲に通知ならびに提供するものとしま

す。 

a.乙が一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター（以

下「JPNIC」という。）もしくは株式会社日本レジストリサービス（以下

「JPRS」という。）から取得した本サービスに使用するドメイン名 

b.乙が定めたデータセンターサービスアクセス用ホスト名 

c.本サービスにアクセスするための初期 ID と初期パスワード 

 

（３）本サービスの範囲 

 

①初期設定作業 

甲が本サービスを利用できるようにするための初期設定作業を実施

します。 

a.利用者 ID とパスワード及びディスク容量の設定 

契約内容に応じて、基本サービスと同じ ID 数の設定、およびディス

ク容量の設定を行います。 

b.設定した利用者 ID とパスワードの通知 

設定した利用者 ID に初期パスワードを設定し、一覧表をユーザ管

理者へ書面もしくは電子データで通知します。 

c. ファイアウォール機能の設定 

甲がインターネット（IP ネットワーク含む。）を利用して、本サービス

を利用する際に、Httpsプロトコルをサービス用サーバへ接続させる

ためのセキュリティ設定を行います。 

d.SSL/TLS暗号化機能の設定 

甲が本サービスを利用する際に、通信内容を SSL/TLS 方式により

暗号化する機能設定を行います。 

e.WWW サーバ機能の設定 

甲が本サービスを送受信用クライアント機能（WEBCON-SSLB(CL)）

から利用できるようにするために、WWW の機能（ホームページ機

能）を有効にする設定を行います。 

 

g.データ送受信の設定 

甲に設置される送受信用クライアント（WEBCON-SSLB(CL)）から乙

の運営するデータセンターの本サービスおよび WEBCON基本サー

ビスを経由して甲の取引先との電子データ交換に必要なカテゴリー

やフォルダの設定を行います。 

h.取引情報参照機能の設定 

甲が本サービス機能を使って電子取引を行った状況をブラウザか

ら確認するための機能の設定を行います。 

i.利用者管理機能の設定 

本サービス機能を利用する際に必要となる利用者 ID／パスワード

および会社情報・部署情報・利用者情報などのプロフィール情報を

更新できる機能の設定を行います。 

 

②サービス機能 

初期設定作業完了後、以下のサービス機能が利用可能な環境を提

供します。 

a.本サービス利用時における利用者 IDによるユーザ認証 

甲が認めた利用者であることを識別するための ID／パスワードに

よるログイン認証機能 

b.ファイアウォール機能 

甲が本サービスを利用する際の Httpsプロトコルを本サービスが提

供されるサーバへ接続するためのセキュリティ機能 

c.SSL/TLS暗号化通信機能 

甲がブラウザ等で本サービスを利用する際のSSL/TLS方式による

暗号化通信機能 

d.データ送受信機能 

甲に設置される送受信用クライアント（WEBCON-SSLB(CL)）から乙

の運営するデータセンターの本サービスおよび WEBCON基本サー

ビスを経由して甲の取引先との電子データ交換を行う機能および

電子データ交換に必要となるフォルダ管理機能 

e.取引情報（送受信情報）参照機能 

本サービスを介して送受信された取引データを参照する機能 

f.利用者管理機能 

利用者のプロフィール（ID／パスワード等）を保守する機能 

 

③本サービスの内容の詳細については、別途、乙の定めるサービス

マニュアルに記載のとおりとします。 

 

以 上 



 

ASPサービス仕様書 

「WEBCONオプションサービス「WEBCON-Stream」」 

 
１．サービスの実施 

 

富士通Ｊａｐａｎ株式会社（以下「乙」という。）はお客様（以下｢甲｣とい

う。）に対し、この仕様書に従って WEBCON オプションサービス

「WEBCON-Stream」（以下、この仕様書において「本サービス」とい

う。）を提供します。 

 

２．本サービスの内容 

 

（１）本サービス概要 

 

本サービスは、甲が取引先との取引において、インターネットを活用

することにより、甲に CI-NET（一般社団法人建設業振興基金（以下

「建設業振興基金」という。）が提唱する、コンピュータ・ネットワークを

利用して標準化された方法で建設業者間における取引関係情報を

電子的に交換する規約）対応の EDI（電子データ交換）機能を、甲に

設置される連携用サーバ上で稼動するアプリケーションとして提供す

るものです。 

甲に設置される本サービスと乙の運営するデータセンターに設置され

るサービス用サーバとの間では、SSL/TLS 方式によるバッチ送受信

機能を提供します。 

 

（２）本サービス実施の前提条件 

 

本サービスは、WEBCON 基本サービス（以下「基本サービス」とい

う。）の契約を前提として実施されるオプションサービスです。基本サ

ービスが終了した場合には、本サービスは自動的に終了するものと

します。 

 

①甲は、本サービスを利用する前提条件として、以下に定めるものの

他、別途乙が指定する環境・設備（ハードウェア、ソフトウェア、通信

設備、通信回線、空調等を含みますが、これに限りません。）を甲の

責任と負担で準備し、管理・維持するものとします。 

a.標準企業コード（建設業振興基金が発行する標準企業コード） 

 

②乙は、以下の事項を事前に甲に通知ならびに提供するものとしま

す。 

a.乙が一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター（以

下「JPNIC」という。）もしくは株式会社日本レジストリサービス（以下

「JPRS」という。）から取得した本サービスに使用するドメイン名 

b.乙の定めたサービスアクセス用ホスト名 

c.本サービスにアクセスするための初期 ID と初期パスワード 

 

（３）本サービスの範囲 

 

①初期設定作業 

甲が本サービスを利用できるようにするための初期設定作業は、別

途、乙が定める導入支援サービスで実施します。 

 

②サービス機能 

本サービスが標準機能として提供するサービス機能は以下の通りで

す。 

a.本サービス利用時における利用者 IDによるユーザ認証 

甲が認めた利用者であることを識別するための ID／パスワードに

よるログイン認証機能 

b.WEBCON-SSLB(CL)連携機能 

WEBCON 基本サービスとの間でデータを送受信するために、本サ

ービスが WEBCON-SSLB(CL)の実行を制御する機能 

c.基幹連携機能 

甲の基幹システム（社内システム）との間でデータ交換する機能、

および、フォーマット変換などの機能 

d.CI-NET 業務機能 

甲が社内システムと WEBCON 基本サービスとの間で送受信する

CI-NETメッセージを管理する機能、検索・閲覧する機能、発注者機

能・受注者機能 

e.マスタ管理機能 

会社情報、取引先情報、工事情報、ログ情報、フォルダ管理などの

マスタ管理機能 

f.ログ管理 

メッセージの送受信状況、処理の実行状況などの履歴の詳細をロ

グ情報として出力管理する機能。 

g.メール通知機能 

メッセージの送受信の通知や異常時の通知として電子メールによ

る通知機能 

h.利用者管理機能 

利用者のプロフィール（ID／パスワード等）を保守する機能 

 

③本サービスの内容の詳細については、別途、乙の定めるサービス

マニュアルに記載のとおりとします。 

 

（４）特記事項 

 

①本サービスでは、SSL/TLS バッチ方式によるデータ送受信アプリ

ケ ー シ ョ ン で あ る WEBCON-SSLB(CL) を 提 供 し ま す 。

WEBCON-SSLB(CL)については、別途、乙の定めるサービス仕様書

およびサービスマニュアルに記載のとおりとします。 

 

以 上 



 

ASPサービス仕様書 関連サービス 

「WEBCONオプション「WEBCON 導入支援サービス」」 

 

１．サービスの実施 

 

富士通Ｊａｐａｎ株式会社（以下「乙」という。）はお客様（以下｢甲｣とい

う。）に対し、以下に記載したサービス（以下「本サービス」という。）を

実施します。 

 

２．本サービスの内容 

 

（１）本サービス概要 

 

乙は、別途乙の提供する「WEBCON 基本サービス」を導入した甲が

利用を開始できるようにするため、甲に設置されたクライアント端末

のブラウザから「WEBCON 基本サービス」を利用するための機能説

明や操作説明を行う初期導入支援サービスです。 

 

（２）本サービス実施の前提条件 

 

①本サービスは、WEBCON 基本サービス（以下「基本サービス」とい

う。）の契約を前提として実施されるオプションサービスです。 

 

②甲は、本サービスを利用する前提条件として、別途乙が指定する

環境・設備（ハードウェア、ソフトウェア、通信設備、通信回線、空調等

を含みますが、これに限りません。）を甲の責任と負担で準備し、管

理・維持するものとします。 

 

（３）本サービスの範囲 

 

①ユーザ管理者向け導入支援作業 

甲の管理者が「WEBCON 基本サービス」を利用できるようにするため

の導入支援作業を実施します。 

 

a.ログイン操作 

甲に設置されているクライアント端末のブラウザから「WEBCON 基

本サービス」にアクセスするための操作を説明します。 

b.「WEBCON基本サービス」の管理者機能 

「WEBCON 基本サービス」で管理者向けに提供される以下の機能

の説明を行います。 

・ マスタ管理機能の使用方法 

・ 自社情報、部署情報、利用者情報の登録と保守の方法 

・ 利用者への権限付与の方法 

・ 電子証明書の登録方法 

・ 工事情報の登録方法（発注者の場合） 

・ 振分条件の設定方法 

 

②一般利用者向け導入支援作業 

甲の一般利用者が「WEBCON 基本サービス」を利用できるようにする

ための導入支援作業を実施します。 

 

a.ログイン操作 

甲に設置されているクライアント端末のブラウザから「WEBCON 基

本サービス」にアクセスするための操作を説明します。 

c.「WEBCON基本サービス」の業務機能 

「WEBCON基本サービス」で提供される以下のCI-NET業務機能に

ついて、操作・運用手順等を説明します。 

・ 購買見積業務 

・ 注文業務（発注、受注） 

・ 保管原本の閲覧、印刷、Export の操作 

 

③本サービス仕様書に定めない事項については、別途、乙の定める

サービスマニュアル記載事項によるものとします。 

 

以 上 



 

ASPサービス仕様書 関連サービス 

「WEBCONオプション「WEBCON-Steam導入支援サービス」」 

 

１．サービスの実施 

 

富士通Ｊａｐａｎ株式会社（以下「乙」という。）はお客様（以下｢甲｣とい

う。）に対し、以下に記載したサービス（以下「本サービス」という。）を

実施します。 

 

２．本サービスの内容 

 

（１）本サービス概要 

 

乙は、別途乙の提供する「WEBCON 基本サービス」を導入した甲が

本サービスの利用を開始できるようにするため、甲に設置されたクラ

イアント端末もしくはサーバにインストールされる本サービスについて、

機能説明や操作説明を行う初期導入支援サービスです。 

 

（２）本サービス実施の前提条件 

 

①本サービスは、WEBCON 基本サービス（以下「基本サービス」とい

う。）の契約を前提として実施されるオプションサービスです。 

 

②甲は、本サービスを利用する前提条件として、別途乙が指定する

環境・設備（ハードウェア、ソフトウェア、通信設備、通信回線、空調等

を含みますが、これに限りません。）を甲の責任と負担で準備し、管

理・維持するものとします。 

 

（３）本サービスの範囲 

 

①ユーザ管理者向け導入支援作業 

甲の管理者が本サービスを利用できるようにするための導入支援作

業を実施します。 

 

a.本サービスのインストール 

甲に設置されているクライアント端末もしくはサーバに本サービス

をインストールします。 

b.ログイン操作 

甲に設置されているクライアント端末もしくはサーバにインストール

される本サービスへアクセスするための操作を説明します。 

c.本サービスの管理者機能 

本サービスで管理者向けに提供される以下の機能の説明を行いま

す。 

・ 顧客基幹システムとの連携方法の設計支援 

・ API 仕様の詳細説明と使用方法の説明 

・ WEBCON連携機能の設定と説明 

・ 基幹連携機能の設定と説明 

・ CI-NET 業務機能の設定と説明 

・ その他管理機能の設定と説明 

・ 各マスタ管理保守機能の説明 

・ 自動送受信のための WEBCON-SSLB(CL)の使用方法 

 

②一般利用者向け導入支援作業 

甲の一般利用者が本サービスを利用できるようにするための導入支

援作業を実施します。 

 

a.ログイン操作 

甲に設置されているクライアント端末にインストールされる本サービ

スにアクセスするための操作を説明します。 

c.本サービスの業務機能 

本サービスで提供される以下の CI-NET 業務機能について、操作・

運用手順等を説明します。 

・ メッセージ管理機能の操作説明 

・ メッセージ検索、閲覧機能の操作説明 

・ 連携システムの運用手順の説明 

 

③WEBCON-SSLB(SV)の環境設定 

甲が本サービスを利用して WEBCON 基本サービスとの間で自動送

受信を行うことを可能とするために、乙は乙が定めたデータセンター

側機能である WEBCON-SSLB(SV)の環境設定を実施します。 

 

④本サービス仕様書に定めない事項については、別途、乙の定める

サービスマニュアル記載事項によるものとします。 

 

以 上 



 

ASPサービス仕様書 関連サービス 

「WEBCONオプション「WEBCON-SSLB(CL)導入支援サービス」」 

 

１．サービスの実施 

 

富士通Ｊａｐａｎ株式会社（以下「乙」という。）はお客様（以下｢甲｣とい

う。）に対し、以下に記載したサービス（以下「本サービス」という。）を

実施します。 

 

２．本サービスの内容 

 

（１）本サービス概要 

 

乙は、別途乙の提供する「WEBCON 基本サービス」を導入した甲が

本サービスの利用を開始できるようにするため、甲に設置されたクラ

イアント端末もしくはサーバにインストールされる本サービスについて、

機能説明や操作説明を行う初期導入支援サービスです。 

 

（２）本サービス実施の前提条件 

 

①本サービスは、WEBCON 基本サービス（以下「基本サービス」とい

う。）の契約を前提として実施されるオプションサービスです。 

 

②甲は、本サービスを利用する前提条件として、別途乙が指定する

環境・設備（ハードウェア、ソフトウェア、通信設備、通信回線、空調等

を含みますが、これに限りません。）を甲の責任と負担で準備し、管

理・維持するものとします。 

 

（３）本サービスの範囲 

 

①ユーザ管理者向け導入支援作業 

甲の管理者が本サービスを利用できるようにするための導入支援作

業を実施します。 

 

a.本サービスのインストール 

甲に設置されているクライアント端末もしくはサーバに本サービス

をインストールします。 

b.ログイン操作 

インストール作業後の本サービスへアクセスするための操作を説

明します。 

c.動作環境のセットアップ 

乙の運営するデータセンター側機能として動作する

WEBCON-SSLB(SV)と連携して運用できるようにするために、以下

の作業を実施します。 

・ 接続環境の設定 

・ 運用のための処理設定 

・ 実行結果の確認設定 

d.WEBCON-SSLB(SV)との接続確認 

本サービスと連携して動作する乙が定めたデータセンター側機能

である WEBCON-SSLB(SV)との送受信テストを実施します。 

e.外部システムとの連携方法の説明 

本サービスと甲の社内システム、または、本サービスが稼動する端

末で連携する甲のユーザアプリケーションなどとの連携方法に関

わる機能の説明を実施します。 

 

②WEBCON-SSLB(SV)の環境設定 

甲が本サービスを利用して WEBCON 基本サービスとの間で自動送

受信を行うことを可能とするために、乙は乙が定めたデータセンター

側機能である WEBCON-SSLB(SV)の環境設定を実施します。 

 

③本サービス仕様書に定めない事項については、別途、乙の定める

サービスマニュアル記載事項によるものとします。 

 

以 上 

 


