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はじめに 

ＮＴＴデータ 購買部では、2006年12月より取引先様との受発注業務
の効率化を目的に、注文書・請書を含む購買に係る契約書類の電子化
を行っております。 
 
既にご利用いただいている取引先様より高い評価をいただいております。 
 
電子契約を利用した受発注業務についてご案内いたします。 
各取引先様にも効果が期待できるものと考えております。是非導入のご
検討をお願いいたします。 
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１．電子契約システムのポイント 

取引先様とのメリットの享受 

全ての契約書類の電子化 ※  

全ての取引先様へ導入 

－ 電子契約システム導入によって得られる印紙削減等のメリットを  

  取引先様と享受 

－ 全ての契約書類を電子化し、業務処理運用を統一するとともに  

  ペーパレス環境を構築 

－ 全取引先様で導入が可能なシステムを構築 

※ 一部の契約と単価契約については、対象外となります。  
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２．電子契約対象業務 

電子契約対象契約種別一覧 

No 契約種別名称 契約内容 
電子契約 
対象区分 

印紙税法 
対象 

備考 

1 

購入 

ハードウェア ■ハードウェアの購入 ○     

2 オフィス用品 ■オフィス用品の購入 ○     

3 パッケージ・ソフトウェア ■パッケージソフトウェアの購入 ○     

4 
保守 

ソフト保守 ■ソフトウェア保守 ○ ○   

5 ハード保守 ■ハードウェア保守 ■オフィス用品保守 ■コピー機使用料 ○ ○   

6 使用許諾 PP ■ソフトウェアの使用許諾 ○     

7 ソフトウェア 
外注 

SES ■ソフトウェア開発に関する技術支援業務 ○     

8 ソフトウェア開発請負 ■ソフトウェア開発業務委託契約（SES除く） ○ ○   

9 

請負 

ハードウェア設計・製造 ■ハードウェア機器の試作製造及び製造請負 ○ ○   

10 調査・コンサルティング ■市場動向調査 ■企業動向調査 ■システム要件の定義 等 ○ ○   

11 オペレーション ■コールセンタ、ヘルプデスク運用委託 等 ○ ○   

12 イベント・セミナー ■展示会・発表会・セミナーイベントの運営 ■広告・宣伝 等 ○ ○   

13 コンテンツ作成 ■ホームページ制作 ■ビデオ制作 等 ○ ○   

14 建築工事 ■建築・電気・空調工事 ■設計測量 ■空調機器、エレベータ等保守 ○ ○   

15 デ機・電力工事 ■当社の資産としてデータ通信設備及び電力設備を提供するもの ○ ○   

16 その他の工事 ■上記以外の工事（ネットワーク工事、LAN工事、端末設置・移設工事等） ○ ○   

17 運送 ■引越 ■宅配便 ■タクシー ■ハイヤー等（産廃に関わる運送は除く） ○ ○   

18 印刷 ■パンフレット ■カタログ ■ポスター ■封筒・挨拶状 ■名刺 ■コピー等 ○ ○   

19 修理 ■ハードウェア修理 ■オフィス用品等修理 ○   商習慣上、請書なし 

20 産業廃棄物・売却 ■廃棄（産廃に関わる運送含む） ■溶解 ■焼却 ■売却 × ○ 対象外 

21 営業支援・販売支援 ■見込み客獲得 ■顧客提案書・営業報告書作成 等 ○ ○   

22 その他 
■上記請負区分にあてまらない請負全般 
（オーバーホール、クリーニング、清掃、翻訳、他各種軽作業） 

○ ○   

23 人材派遣 ■人材派遣 ×   対象外 

24 

賃貸借 

リース 
■ハードウェアリース ■オフィス用品リース ■ソフトウェアリース ■カーリース 

○     

25 セールス＆リースバック ○     

26 レンタル ■ハードウェアレンタ ■オフィス用品レンタル ○     
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３．電子契約対象とする取引の単位 

（取引先Ａ社様） 

電子契約による取引は法人単位が基本となりますが、各支店・営業本部毎等、法人内の部署単位でも可能
です。 

【留意事項】 
 

どの範囲を加入単位とするかの制約は特に設けていませんが、電子契約利用部署からの案件で
あることが購買部で判断できるよう、見積書に部署名（電子契約ユーザＩＤ）の情報を付加してい
ただく運用となります。 

【例】複数の営業部門・支店等にまたがって、ＮＴＴデータと取引がありそれぞれ契約手続き
が異なる場合 

基
本
契
約 

（
法
人
単
位
） 

（支店Ｂ） 

（支店Ｃの営業部） 

（支店Ｄ） 

電子契約 

電子契約 

ＯＫ 

ＯＫ 

ＯＫ 従来どおり 

（紙ベース） 

株式会社ＮＴＴデータ 
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４．電子契約利用に伴う覚書の締結について 

【留意事項】 

本覚書については、各取引先様との公平性を保つ為、条文内容の変更・追加等につきまし 
ては、応じかねます。 

したがって、条文内容の承諾を申し込みの前提条件とさせて頂きますので留意願います。 

 本電子契約サービスをご利用になられる取引先様については、ＮＴＴデータ 購買部と 
 電子契約導入に伴う覚書（電磁的措置を講ずる取引に関する覚書）の締結をして頂く 
 ことが前提条件となります。 
 
 なお、覚書については、ＮＴＴデータのウェブサイトよりダウンロードできます。 
 

 http://www.nttdata.com/jp/ja/corporate/profile/proc/pdf/digital_contract005.pdf 
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５．電子契約利用までの申請手続きフロー 

NTTデータ購買部 貴社 CEC.COM※ 

覚書内容の確認 覚書様式の送付 

申請作成支援ツール 
申請内容入力 

申請書受付・一次保管 

手続開始 

本人限定受取郵便発送 

ID発行 

電子証明書取得 

ID受領 

電子契約サービス利用開始 

申請書送付 

登録ID情報確認 

覚書の締結 覚書の締結 

電子メール 
NTTﾃﾞｰﾀ購買部のIDを確認 
（利用マニュアルに記載） 

郵送 

CECのWEBサイトのツールを使用 
まず最初に弊社購買部と覚書を 

締結する必要があります。 

申請書印刷、押印 

通知 

簡易書留にて郵送 
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※電子契約サービス提供元：株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム 
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６．電子契約サービス利用料金 

電子契約サービスは、有償サービスであるため、利用料金が発生します。 

利用料金については、サービス提供元の株式会社コンストラクション・イーシー・
ドットコムにお問い合わせください。 

また、お問い合わせに際には、ＮＴＴデータとの取引を対象としている旨、お伝えく
ださい。 
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７．問い合わせ窓口 

サービス利用料金、電子証明書の申込方法、システム操作方法について 

購買部における電子契約業務の運用方法及び覚書について 

 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 
 購買部  電子契約窓口 
  TEL：050-5546-9064 ／ Email：denshikeiyaku@am.nttdata.co.jp 

 株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム 
 電子契約サービス ヘルプデスク 
  TEL：03-3595-4605 ／ Email：help-sign-trust@construction-ec.com 
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８－１．Ｑ＆Ａ 

Ｑ２：電子契約を導入するためには、各種請負契約の基本契約を購買部と締結することが必要
か？ 

Ａ２：基本契約の締結は必須ではありません。未締結の取引先様であっても、電子取引の覚書
（電磁的措置を講ずる取引に関する覚書）を締結すれば導入することができます。     
基本契約締結済みの契約案件も、個別契約の案件もいずれも電子契約の対象となります。 

Ｑ１：電子契約導入によって購買受発注業務手続は変わるのか？ 

Ａ１：取引先様と購買部との受発注のプロセスは基本的に変わりはありません。従来のＦＡＸと郵
送による契約文書の送達と紙媒体での保管といった方法を全て電子化をベースとした運用
に切り替えることができます。 

Ｑ３：同じ種別の契約について電子契約と紙ベースと併用することは可能か？ 

Ａ３：電子と紙の併用が可能です。導入した取引先様には、購買部から全ての契約文書（相対契
約の注文書を除く）が電子化されて送付されますが、取引先様の判断で契約案件ごとに電
子文書として受け取るか、紙文書で受け取るかを使い分けることができます。                         
ただし、電子化対象から外して紙で請書等を返却された場合は、電子契約サイトの案件管
理の一覧には登録されませんので、取引先様にて個別に管理方法を決める等の対応をお
願いすることになります。 
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８－２．Ｑ＆Ａ 

Ｑ５：１つの部署が電子契約を導入する場合、IDを複数持つことは可能でしょうか？その場合、
注文書はどちらのIDに届くのでしょうか？ 

Ａ５：複数IDを持つことは可能です。見積書に部署名とIDを記載していただくことにより、希望され
るIDの部署に注文書が送信されてきます。 

Ｑ４：複数の部署で電子契約を導入する場合、IDを共用することは可能でしょうか？ 

Ａ４：複数部署での共用は可能です。IDは注文書が到達したことを示す通知メールが届く単位で
あり、電子契約の案件が管理される単位となります。IDの管理は取引先様で実施していた
だくことになりますので、単一の部署で一元管理していただくのが適切ですが、IDを共用した
場合は複数の部署への振り分けや取りまとめの対応が必要になってきます。取引先様の業
務の実態にあわせた運用をお願いいたします。 

Ｑ６：電子契約対象外の単価契約とは？ 

Ａ６：購入契約等の単価や値引率を事前に定めることが可能な場合に契約締結者間であらかじ
め定めておき、後の契約事務処理を注文書の取り交わしのみで済ますことを可能とする契
約であり、単価基本契約を締結したものが対象となります。 
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【参考】 運用方法① 

現行運用方法 電子契約導入後の運用方法 

【取引先様】 【ＮＴＴデータ】 

 ②（注文書受領/   
注文請書作成） 

④内容確認  
 ＆ファイリング 

（ＦＡＸ） 

注文書 

注文請書 

 ④（注文請書内容 
確認/完了処理） 

 ①（注文処理） 

③（郵送） 

【取引先様】 

 ②（注文書・注文
請書受領） 

 ①（注文処理） 

紙ベースに社印
押印+印紙貼付 

電子契約
ＤＢ 

 ③電子署名 

注文書／
注文請書 

（注文書／）
注文請書 

（注文書／）
注文請書 

電子署名 

【電子契約導入に伴う変更部分】 

・注文書/注文請書（紙ベース+印紙） → 注文書/注文請書（電子化+電子署名） 

①注文書・注文請書一体 （NTTデータ作成の請書様式使用） 

【ＮＴＴデータ】 【電子契約(CECTRUST)】
（WEBｻｰﾋﾞｽ） 

11 

 



Copyright © 2015 NTT DATA Corporation 

【参考】 運用方法② 

現行運用方法 電子契約導入後の運用方法 

【取引先様】 【ＮＴＴデータ】 

 ②（注文書受領/ 
注文請書作成） 

④内容確認  
 ＆ファイリング 

（ＦＡＸ） 

注文書 

注文請書 

 ④（契約書内容確認/
完了処理） 

 ①（注文処理） 

③（郵送） 

 ②（注文書受領/ 
注文請書作成） 

 ①（注文処理） 

紙ベースに社印
押印+印紙貼付 

【電子契約(CECTRUST)】
（WEBｻｰﾋﾞｽ） 

電子契約
ＤＢ 

 ③電子署名 

注文書 

注文請書 

注文請書 

電子署名 

【電子契約導入に伴う変更部分】 

・注文書/注文請書（紙ベース+印紙） → 注文書/注文請書（電子化+電子署名） 

②注文書・注文請書分離 （取引先様作成の請書様式使用） 

【ＮＴＴデータ】 【取引先様】 
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【参考】 運用方法③ 

現行運用方法 電子契約導入後の運用方法 

 ②（契約書受領/
契約書作成） 

④内容確認  
 ＆ファイリング 

（郵送等) 

契約書 

 ④(契約書内容確認/
完了処理） 

 ①（注文処理） 

③（郵送） 

 ②（契約書受領） 
 ①（契約書類作成

/注文処理） 

紙ベースに社印
押印+印紙貼付 

【電子契約(CECTRUST)】
（WEBｻｰﾋﾞｽ） 

電子契約
ＤＢ 

 ③電子署名 

契約書 

契約書 

電子署名 

【電子契約導入に伴う変更部分】 

・契約書（紙ベース+印紙） → 契約書（電子化+電子署名）   

③相対契約 

契約書 
契約書 

【ＮＴＴデータ】 【ＮＴＴデータ】 【取引先様】 【取引先様】 
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【参考】 運用方法④ 

現行運用方法 電子契約導入後の運用方法 

 ②（注文書受領） （ＦＡＸ） 

注文書 

 ③（受理確認） 

 ①（注文処理）  ②（注文書受領/ 
   受理/完了処理） 

 ①（契約書類作成
/注文処理） 

【電子契約(CECTRUST)】
（WEBｻｰﾋﾞｽ） 

電子契約
ＤＢ 

注文書 

注文書 

【電子契約導入に伴う変更部分】 

・注文書（紙ベース） → 注文書（電子化+電子署名） 

④注文書のみ 

【ＮＴＴデータ】 【ＮＴＴデータ】 【取引先様】 【取引先様】 
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