
４．標準API通信仕様

通信方式イメージ

WMSへのデータの送受信についてはお客様のシステムからWMSのAPIをHTTPSでコールして頂く

　ことで、CSVファイルにてデータの取込、出力を行います。

インポート：WMSへデータを取り込む（品目マスタ、入荷予定、出荷予定）

request：WMSへログイン実行

response：セッション情報を返却

request：CSVファイルを送信しファイル取り込み要求

response：処理結果を返却

request：JPWMSからのログアウト実行

response：空

エクスポート：WMSからデータを出力する（入荷実績、出荷実績、在庫）

request：WMSへログイン実行

response：セッション情報を返却

request：ファイル出力を要求

response：CSVファイルを送信

request：JPWMSからのログアウト実行

response：空

お客様

システム

CSV

JPWMS

CSV
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４．標準API通信仕様

ログイン通信仕様

Protocol http, https

Api type json

Request Method POST

api api/Login.json

Content-Type application/json

Referer https://jpwms.e-shop.co.jp/

Data 1 name companyCD

value （テナントコード）

2 name userID

value （ユーザーID）

3 name password

value （パスワード）

Response Content-Type application/json;charset=UTF-8

Data 1 name isError

value エラーが無ければfalse、エラーがあればtrue
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４．標準API通信仕様

ログアウト通信仕様

Protocol http, https

Api type json

Request Method POST

api api/Login.json

Content-Type application/json

Referer https://jpwms.e-shop.co.jp/

Response Content-Type application/json;charset=UTF-8

Data 1 name isError

value エラーが無ければfalse、エラーがあればtrue

※Responseにて処理結果情報を返すことはしません。Responseが返ればログアウトされたと考えてください。
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４．標準API通信仕様

インポート通信仕様

Protocol http, https

Api type json

Request Method POST

File Encode Shift-JIS(MS932)

Content-Type multipart/form-data

Referer https://jpwms.e-shop.co.jp/
MultiPart 1 name uploadFile

filename *.csv, *.txt

Content-Type application/vnd.ms-excel;charset=MS932

2 name _ns

value api一覧の_nsを参照

3 name _qt

value false

4 name _body

value {'ifErrorHandlingType':'1'}

Response InputStream 1 name isError

正常系 value エラーが無ければfalse、エラーがあればtrue

2 name successMessage

value

3 name body

value {}

Response InputStream name errorCode

異常系 value ***

name message

value ***

name stackTrace

value

name statusCode

value

2 name isError

value

API一覧

登録対象 _ns

インポート共通 X5.facade.dataInterface api/CustomInterfaceFileUpload.json

2

3

#

1

備考API

200

false

1 name errorinfo
1

4

2

3

ファイルエラー単位

「1」はファイル単位でエラー
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４．標準API通信仕様

エクスポート通信仕様

Protocol http, https

Api type json

Request Method POST

Content-Type application/json

Referer https://jpwms.e-shop.co.jp/

Data 1 name _responseType

value RedirectIfError

2 name _body

value {'interfaceCd':'『対象インターフェースコード』'}

3 name _qt

value false

Response Content-Type text/plain

Content-Disposition 1 attachment;

2 name filename

value *.csv

InputStream 3

Response InputStream name errorCode

異常系 value ***

name message

value ***

name stackTrace

value

name statusCode

value

2 name isError

value false

API一覧

報告対象 インターフェースコード _ns API

入荷実績データ JPSTD_RCVRES

発送確定データ JPSTD_SHIPRESULT

在庫データ JPSTD_STOCKRESULT

9

#

1

X5.facade.dataInterface api/CustomInterfaceFileDownload.json2

3

4

5

6

7

8

200

1 name errorinfo
1

2

3

4

『対象インターフェースコード』は

下記の表から呼び出すデータの

インターフェースコードを指定す

る。
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