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「ASP規格書システム」リニューアルのお知らせ 

- 新機能（メーカー機能、卸機能）の追加により利便性大幅向上 - 

 

当社は、フード業界各社の食の安全・安心対策強化の一環として利用されている｢ASP 規格書システム｣に新機能

（メーカー機能、卸機能）を追加するリニューアルを７月１日に行います。これにより、従来の買い手、売り手企

業間の商品規格書のやり取りから、さらに各社の｢自社商品規格書管理システム｣としても利用できるシステムとな

り、顧客利便性が大幅に向上いたします。その詳細につき下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 「ASP 規格書システム」リニューアルの経緯 

2005 年４月に提供を開始いたしました「ASP 規格書システム」は、商品規格書（※）を標準化することで、複

数の外食・中食・小売等のフォーマットが共通化され、売り手企業において、自社商品規格書データベースの構

築、商品規格書の提出業務の改善、社内での情報共有等を可能とし、買い手企業において、自社商品規格書デー

タベースの一元管理、お客様への問い合わせへの速やかな対応等を可能とするシステムです。 

2009 年３月末現在、商品規格書掲載数は 104,214 アイテム、利用企業数は 2,889 社、そのうち買い手企業は

125 社に利用を拡大しております。 

当社では、メーカー、卸、外食・中食・小売など各企業から寄せられた様々な要望に対応すべく、商品規格書

対応業務における根本的な課題解決となるシステムの開発に取り組みました。 

今回のリニューアルでは、 

（１） 売り手企業における商品規格書提供の利便性向上 

（２） 買い手企業における商品規格書回収業務のスピード化 

（３） 売り手企業であるメーカー・卸、それぞれの立場で必要となる新機能（メーカー機能、卸機能）の

搭載 

を行い、従来の買い手、売り手間の提供・取得のスムーズなやりとりに加え、各社の「自社商品規格書管理シス

テム」としてご利用いただける仕組みとなります。これにより、当社はフード業界全体に対する「ASP 規格書シ

ステム」の標準化をこれまで以上に推進して参ります。また、今回のリニューアルに伴い、2009 年９月より従来

の料金体系を一部改定いたします。 

 

 （※）商品規格書とは、取扱商品の仕様内容を確認するために、販売側企業が仕入側企業に提出する帳票。商

品規格、商品特徴などの基本情報、原材料情報（アレルギー物質、遺伝子組み替え、使用添加物）、包装

への表示情報、製造工程・品質情報などの情報が記入されています。 
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2. リニューアルの概要 

(1) メーカー機能 （製造メーカー・原料メーカー・生産者） 

・ 自社管理している商品規格書をアップロードできるため、商品規格書作成の業務負担を大幅に軽減します。 

・ 商品規格書の一元管理を図りながら、提出・提出管理・社内共有ができる「自社商品規格書管理システム」

としてご活用いただけます。 

1 CSV アップロード機能 商品規格書作成の手間を飛躍的に軽減することができます。※1 

2 CSV ダウンロード機能 必要に応じて、必要な情報を CSV 出力して、有効活用することができます。※1 

3 商品規格書 WEB 作成機能 ASP 規格書システム上（WEB）で、商品規格書の作成・修正が行なえます。 

4 商品規格書検索機能 
商品規格書情報がどこからでも検索可能。食の安全のための社内情報共有が行なえ

ます。 

5 エクセル帳票出力機能 取引先が指定するエクセルフォーマットへ情報転用することができます。※2 

6 提出状況管理機能 提出予定・提出状況が商品毎・取引先毎に検索・管理することができます。 

7 自動記入チェック機能 提出前に商品規格書の記入漏れを自動で行なうことができます。 

8 ID 権限設定機能 商品規格書の取り扱いに関して、社内の内部統制を図ることができます。 

※1  09 年 9 月機能リリース予定。      ※2  09 年 11 月機能リリース予定。 

 

(2) 卸機能（問屋・食品卸） 

・ メーカーから提出された商品規格書を自動で取引先に提出することで、提出業務が大幅に簡素化できます。 

・ 提出するためだけに利用するのではなく、「自社商品規格書管理システム」としてもご活用いただけます。 

1 卸自動転送機能 取引先からの依頼に対して、メーカーと連携し、スピーディーに対応できます。

2 商品規格書状況管理機能 商品規格書の回収・提出状況の管理を強化することができます。 

3 記入可否自動チェック機能 記入漏れの確認作業を削減。精度の高い商品規格書を回収できます。 

4 商品規格書検索機能 商品規格書情報がどこからでも検索可能。お客様の問い合わせに即対応できます。

5 CSV ダウンロード機能 必要に応じて必要な情報を CSV 出力して、有効活用することができます。 

 

■システム導入後のフロー図（メーカー機能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自社システムはなく、エクセル等で
規格書を管理している企業様

自社システムやソフト （eBASE）等で
規格書を管理している企業様

取引先様 A社取引先様 A社

取引先様 B社取引先様 B社

取引先様 C社取引先様 C社

取引先様 D社

ＡＳＰ規格書システムで提出

取引先様指定の
フォーマットで出力して提出

ＰＤＦで
帳票を印刷して提出

ＣＳＶ出力して、
ご要望の規格書情報を提供

本社 大阪支店福岡支店

規格書作成担当

自社システム

【情報共有】 全国どこからでも検索可能

【作成】 アップロードで規格書情報取込み

【提出】 情報を転用して
取引先様へ提出

社内管理
規格書

自社で管理している商品規格書をアップロードして、

ＡＳＰ規格書システムに、商品規格書を作成することが

できます。

従来のＡＳＰ規格書システムでの提出だけでなく、

登録データを他の取引先様指定のエクセルフォーマット

へ情報転用が可能となります。

作成した商品規格書情報を社内で情報共有可能。

全国の営業マンが商品規格書に基づき、商品情報の

把握、提案資料の作成ができます。

「自社の商品規格書管理システム」としてご活用いただくことができます！「自社の商品規格書管理システム」としてご活用いただくことができます！
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3. 「ASP 規格書システム」新料金体系 

(1) メーカー機能 

お申込区分 登録数 月額システム使用料 

ASP 規格書システム  メーカー機能 従量制 1件 1 品まで 1,000 円 

ASP 規格書システム  メーカー機能 従量制 2件 2 品まで 2,000 円 

ASP 規格書システム  メーカー機能 従量制 3件 3 品まで 3,000 円 

ASP 規格書システム  メーカー機能  従量制 4件 4 品まで 4,000 円 

ASP 規格書システム  メーカー機能  プラン 20 20 品まで 5,000 円 

ASP 規格書システム  メーカー機能  プラン 50 50 品まで 10,000 円 

ASP 規格書システム  メーカー機能  プラン 100 100 品まで 15,000 円 

ASP 規格書システム  メーカー機能  定額制 制限なし 25,000 円 

※ プラン毎に提供機能が異なります。 

 

(2) 卸機能 

お申込区分 費用 基本提供機能／内訳 

ASP 規格書システム  卸機能 （月額システム使用料） 25,000 円 

■「メーカー機能定額制プラン」と同等

機能   

■卸自動転送機能 

■メーカーへの商品規格書提出依頼機能

■商品規格書回収管理機能 

■商品規格書検索機能 

初期費用 

取引先数  50 社以下   200,000 円（税別）

取引先数 100 社以下   500,000 円（税別）

取引先数 150 社以下   750,000 円（税別）

取引先数 200 社以下 1,000,000 円（税別）

取引先数 201 社以上   別途お見積もり 

■取引先説明会サポート 

■取引先講習会サポート 

■買い手講習会 

■必須項目説明書作成 

 

 

(3) 買い手機能 

お申込区分 費用 基本提供機能／内訳 

ASP 規格書システム買い手機能 （月額システム使用料） 30,000 円  

初期費用 

取引先数  50 社以下   200,000 円（税別）

取引先数 100 社以下   500,000 円（税別）

取引先数 150 社以下   750,000 円（税別）

取引先数 200 社以下 1,000,000 円（税別）

取引先数 201 社以上   別途お見積もり 

■必須項目説明書作成 

■お取引先導入説明会開催サポート 

■使い方講習会派遣費用 

 

 

（参考）変更前料金体系 

1. システム使用料  

 ・買い手企業 30,000 円／月、・売り手企業 5,000 円／月 

2. 初期費用（買い手のみ）  200,000 円～1,000,000 円 

 

4. 今後の見通し 

今回のリニューアル及び新料金による影響につきましては、2009 年 2 月 12 日発表の当社 2009 年 12 月期業績予

想に織込んでおりますが、今後、業績に重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかにお知らせいたしま

す。 

以上 


