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0. はじめに 

本資料は、リンクシェア・ジャパンが提供するマーチャンダイザー・サービスついての技術仕様書です。 

マーチャンダイザーをご利用いただくにあたって必要な情報をご提供することを目的として作成しておりま

す。本サービスをご利用いただくことにより、提携広告主の商品データの一括ダウンロードが可能となりま

す。 

 

本資料の対象ユーザーは以下を想定しております。 

 インターネット（ＦＴＰ）に関する一般的な知識がある方 

 XML、もしくはパイプ区切りテキストファイルのダウンロード、ご利用が可能な方 

 

マーチャンダイザー・サービスは、広告主がアップロードした商品データをリンクシェアのアフィリエイトリンク

に変換し、アフィリエイトパートナー様に FTP 経由で提供いたします。アフィリエイトパートナー様がダウンロー

ドできるファイルには下記の種類がございます。 

 

1. 広告主の商品データ全てが含まれた全件データファイル 

2. 広告主が最後に更新したデータのみが含まれた差分データファイル 

3. 広告主が定義したカテゴリ毎のデータファイル 

4. アフィリエイトパートナー様にて加工頂く必要のあるテンプレート形式のデータファイル。 

 

 

 

1. マーチャンダイザーファイルの取得方法 

1.1. FTP アカウントの開設 

マーチャンダイザーファイルは FTP 経由で取得が可能です。 FTP サーバのホスト名は

「aftp.linksynergy.com」となります。 

 

リンクシェアに利用の開始をご連絡頂いてから実際の利用まで、以下のステップがございます。 

 

1. リンクシェアにてアフィリエイトパートナー様のマーチャンダイザーデータダウンロード用 FTP アカウント

を開設します。 

2. リンクシェアより、アカウントのユーザー名とパスワードをご連絡いたします。 

FTP サーバにてマーチャンダイザー提携を行っている広告主のマーチャンダイザーデータが取得可

能となります。 

 

■広告主のマーチャンダイザーデータは動的に更新されますので、アフィリエイトパートナー様が  

ダウンロード頂く時点で最新のデータがダウンロード頂けます。 

なお、マーチャンダイザーデータ更新のタイミングは広告主様によって異なります。 

 

■広告主がアップロードしたマーチャンダイザーデータはリンクシェアのシステムに取り込まれますが、デー

タサイズによって処理完了までの時間(ダウンロード可能になる時間)は異なります。 

 

ご利用の流れは参照 E：マーチャンダイザーご利用までの流れをご覧ください。 
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1.2. FTP の接続 

マーチャンダイザーの FTP サーバへの接続は、FTP クライアントをご利用頂くか、コマンドによりマニュア

ルでダウンロード頂く方法がございます。 

 

注意： 

 プログラムにて自動ダウンロード処理を実施される際は、同時に 5つ以上の FTP接続を行わな

いようご注意ください。 

 FTP サーバー上で表示されているファイルサイズは目安です。実際のファイルサイズは変わる

場合がございます。そのため、ダウンロード後のファイルサイズとの比較目的では使用しないこ

とを推奨します。ファイルが正常に開け、最終行にトレーラーが確認できればファイルは正常に

ダウンロードされております。 

 ファイル抽出の際にスクリプトを使用している場合、curl よりも wget を推奨しております。curl を

使用する場合、--ignore-content-lengthオプションを使用する必要があります。 

 

 

1.3. ダウンロードファイル 

FTPアカウント上には、広告主毎にそれぞれフォルダとファイルが存在します。ファイルは商品データファ

イルとなり、フォルダには広告主の設定したカテゴリ毎に分けられたカテゴリ別商品データファイルがござい

ます。ファイルは XML もしくはパイプ区切りのフォーマットが選択可能です。 

ファイルフォーマットの選択は管理画面→リンク→マーチャンダイザー→マーチャンダイザー→設定変

更で行えます。選択を行わない場合、両フォーマットのファイルがダウンロード可能となります。 

設定変更のページでは開始日、終了日を下記の日付フォーマットへの変更も可能となります。 

 

mm/dd/yyyy     mm.dd.yyyy     mm-dd-yyyy 

dd/mm/yyyy     dd.mm.yyyy     dd-mm-yyyy 

yyyy/mm/dd     yyyy.mm.dd     yyyy-mm-dd 

        

※デフォルトは mm/dd/yyy となります。 

 

 

注意：カテゴリ別ファイルの詳細については「3 カテゴリ別データファイル」をご参照ください。 

 

 

 

 

2. マーチャンダイザーファイル 

先述の通り、マーチャンダイザーファイルはパイプ区切りのテキストファイルか XML の 2 フォーマットを選

択できます。 

 

2.1. パイプ区切りのテキストファイル 

このファイルはパイプ（|）で各フィールドが区切られます。1 レコードの末尾は改行コードとなります。 

レコードには必須項目と、広告主が入力したその他の項目が含まれます。広告主が入力していない項目に

ついては空のままパイプで区切られます。フィールドの値自体にパイプが含まれる場合は、該当フィールド

はダブルクォート(“ ”)で括られます。 

ファイルにはヘッダー、商品データ、トレーラーの 3つのセクションが存在します。 
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 ヘッダー 

 パイプ区切りのマーチャンダイザーファイルの 1行目はヘッダーになります。ヘッダーは「HDR」という文字

列から始まります。ヘッダーには MID と広告主名とタイムスタンプが含まれます。タイムスタンプはデータの

最終更新日時です。ヘッダーの末尾は改行コードとなります。 

 

MID 広告主を識別する ID 

広告主名 広告主名称（変更になることがあります） 

タイムスタンプ 

商品データの最終更新日時（UTC*）となります。 フォーマットは 

yyyy-mm-dd hh:mm:ssです。 

 

 

例：HDR|1234|CDLinkShare|2013-03-14 20:30:40 

 

*UTC･･･Universal Time, Coordinated。 

UTC＋9時間＝日本時間 

 

 商品データ 

 このセクションは個々の商品データのレコードが表示されます。1 つのレコードが 1 商品分のデータとなり

ます。 

レコードは基本属性データと追加属性データの 2つで成り立ちます。但し、追加属性データはオプション

となります。基本属性データは 28フィールド、追加属性データはその属性により最大 10フィールド存在しま

す。 

 

注意：広告主が追加属性データを含まない場合でも、フィールドは空で区切られ常に 38 フィールド存在し

ます（差分ファイルの場合 39 フィールド）。 

 

基本属性データ部(1～28カラム目) 

商品データのパートは商品の SKU、商品名、主カテゴリ、商品 URL や小売価格等の基本的な情報を含

んでいます。すべてのフィールド情報の詳細は参照 A: マーチャンダイザーファイルのフィールド詳細

を参照下さい。 

 

追加属性データ部(29 ～39 カラム目) 

追加属性ファイルでは個々の商品データに対する追加属性データを追加することが可能です。追加属

性データは広告主にとって必須データではございません。追加属性データ部のフィールドは商品データ

部で指定された「追加属性コード」に紐付きます（参照 B：追加属性フィールドを参照ください）。 

追加属性コードはカテゴリを表し、該当カテゴリに関する属性データを商品データに付与しています。 

 

例として、追加属性コードの 40はコンピュータカテゴリとなります。そしてその属性には SKU、プラットフォ

ーム、搭載メモリ、搭載 HDD、CPU 情報、モニタサイズ等がご利用頂けます。追加属性コードは全部で

14種類用意されており、それらのカテゴリに対応する属性が用意されています。 

 

 

注意：全ての追加属性コードが 10 属性存在するとは限りません。ただし、その場合でも存在しない属性フィー

ルドは空のままパイプで区切られます。ファイルのサンプルについては参照 D：サンプルレコードをご参照く

ださい。 

 



 

7 

最終更新日: 2018-06-21 

LinkShare Japan K.K. All Rights Reserved. 

トレーラー 

パイプ区切りのマーチャンダイザーファイルの最終行はトレーラーになります。 

トレーラーは「TRL」という文字列から始まります。トレーラーにはファイルに含まれている商品データのレ

コード数が表示されます。 

 

例： 

TRL|45826 

 

 

2.2. XML 形式のファイル 

先述の通り、マーチャンダイザーのファイルは XML 形式でもダウンロードが可能です。XML ファイルのス

キーマや Document Type Definition については参照 C：XML 形式ファイルのフォーマットをご参照く

ださい。 

 

 注意 1： 

テンプレート形式のファイルにつきましては、パイプ区切りのテキストファイル形式でのみ利用が可能となり

XML形式ではご利用頂けません。 

 

 注意 2： 

XMLの標準では「&」が「&amp;」に置き換えて表示されるため、商品 URL、画像 URL、購買ボタンクリック後

の URL、インプレッション計測 URLに「&amp;」が入っている場合は、「&」に変換してご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XML形式のファイル内の URL 例： 

 

<product>http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxxx&amp;offerid=90431.1000004

6&amp;murl=http%3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F678

262</product> 

 

&amp;を&に変換した URLの例： 

 

http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxxx&offerid=90431.10000046&murl=http%3

A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F678262 
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2.3. マーチャンダイザーのファイル名 

すべてのマーチャンダイザーのファイル名には広告主 ID(MID)、アフィリエイトサイト ID(SID)、ファイル種

別の 3つが含まれており、それぞれがアンダースコア( _ )で区切られています。 

 

 広告主 ID(MID)はリンクシェアが広告主を一意に識別する ID となり、全て数字となります。 

 アフィリエイトサイト ID(SID)はリンクシェアがサイトアカウントを一意に識別する ID となり、全て数字

となります。 

 ファイル種別の「mp」はこれがマーチャンダイザーファイルであることを示します。 

 

また、ファイルの拡張子が「.txt」の場合はパイプ区切りのテキストファイル形式、「.xml」で有れば XML 形

式のマーチャンダイザーファイルであることを示します。全てのファイルは gzipで圧縮されていますので、拡

張子の後ろは「.gz」となっております。 

 

全件データファイルの例： 

2385_112_mp.txt.gz 

2385 は広告主 ID 

112はアフィリエイトサイト ID 

mp はマーチャンダイザーファイル 

.txt はパイプ区切りのテキストファイル形式 

 

 

2.4. マーチャンダイザーファイルのダウンロード 

 マーチャンダイザーは一般的に利用されている FTP クライアントソフトや FTP コマンドを利用してダウンロ

ードが可能となります。 

 

例： 

get   2385_112_mp.txt.gz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意： 

 

 ファイル抽出の際にスクリプトを使用している場合、curl よりも wget を推奨しております。curl を使用する場

合、--ignore-content-length オプションを使用する必要があります。 

差分ファイルのダウンロード：マーチャンダイザーファイルを頻繁にダウンロードされる場合は、

広告主が最後に更新したデータのみ存在する差分データファイルをダウンロードすることも可能で

す。全件に比べてデータが少なくなるため、ダウンロード時間も短縮されます。 

 

差分データファイルのファイル名は全件データファイル名の拡張子の前に「delta」が付与されます。 

 

2385_112_mp_delta.txt.gz （パイプ区切りのテキスト形式の場合） 

2385_112_mp_delta.xml.gz （XML形式の場合） 

 

ファイル内部のヘッダー部には全件データファイルと同じく MID、広告主名、タイムスタンプが含ま

れています。 
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3. カテゴリ別データファイル 

 カテゴリ別データファイルはマーチャンダイザーファイルを広告主が定義したカテゴリ毎に分けたファイル

となります。例えば特定広告主が定義している電気製品のみをダウンロードしたい場合は、全件データをダ

ウンロードするのではなく、電気製品の商品データのみをダウンロードすることが可能となります。マーチャ

ンダイザー提携を結んでいる広告主については、該当広告主 IDの名前を持ったフォルダがFTPアカウント

上に存在します。そのフォルダの内部にはカテゴリ一覧ファイルとカテゴリ別データファイルが入っていま

す。 

 

3.1. カテゴリ一覧ファイル 

 広告主が定義したカテゴリ IDとカテゴリ名のリストとなります。ファイル名は<MID>_category_list.txtとなりま

す。<MID>の部分は広告主 IDが入り、ファイル内には 1行ずつカテゴリが表示され各フィールドはパイプ文

字で区切られています。 

 

ファイル名の例: 

2385_category_list.txt 

ファイル内部の例 

10|ガーデニング|525 rows 

11|おもちゃ|625 rows 

12|アウトレット|1024 rows 

15|電気製品|23 rows  

 

3.2. カテゴリ別データファイル   

 広告主の定義したカテゴリに存在する商品データのみが入ったマーチャンダイザーファイルとなります。フ

ァ イ ル名 は テ キ ス ト 形 式 の 場合 、 <MID>_<SID_>_xx_cmp.txt.gz と な り XML 形式の場合 、

<MID>_<SID_>_xx_cmp.xml.gz となります。xxの箇所はカテゴリ IDが入ります。 

 

例: 

2385_112_15_cmp.txt.gz 

2385_112_15_cmp.xml.gz 

 

 上述したカテゴリ一覧ファイルの例の場合、上記のカテゴリ別データファイルは電気製品のカテゴリデータ

ファイルとなります。ファイル内部のフォーマットは全件データと同じです。 

 

カテゴリ一覧ファイルを先にダウンロードし、どのカテゴリの商品データをダウンロードするか先にご検討

いただくことをお勧めいたします。ダウンロードする対象のカテゴリ ID がございましたら、そちらの MID、SID、

カテゴリ ID を置き換え、スクリプトにてカテゴリ別データファイルを自動取得することも可能です。 

 

 注意：商品は広告主によってカテゴリ分けが行われているため、誤ったカテゴリに商品が割り当てられて

いる場合がございます。その際は、お手数ですが広告主までお問い合わせ下さい。 
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4. テンプレート形式データファイル 

通常のマーチャンダイザーファイルはリンクシェアにて、アフィリエイトパートナー様専用の商品データを

作成しております。しかし、テンプレート形式ではアフィリエイトパートナー様独自の情報を差し込まず、テン

プレートデータとしてダウンロードいただくことにより、ダウンロード時間の短縮が可能となっております。 

 

テンプレート形式データファイルのファイル名には広告主 ID、アフィリエイトサイト ID、ファイル種別、そし

て「template」もしくは「deltatemplate」の 4つが含まれており、それぞれがアンダースコア( _ )で区切られてい

ます。 

 

 広告主 ID(MID)はリンクシェアが広告主を一意に識別する ID となり、全て数字となります。 

 アフィリエイトサイト ID(SID)はリンクシェアがサイトアカウントを一意に識別する ID となり、全て数字

となります。 

 ファイル種別の「mp」はこれがマーチャンダイザーファイルであることを示します。 

 「template」は全件データを含むテンプレート形式データであることを、 

「deltatemplate」は広告主が最後に更新したデータのテンプレート形式であることを示します。 

 

また、テンプレート形式のデータファイルはパイプ区切りのテキストファイルでのみご利用いただけます。

全てのファイルは gzipで圧縮されていますので、拡張子の後ろは「.gz」となっております。 

 

全件データファイルの例： 

2385_112_mp_template.txt.gz 

2385_112_mp_deltatemplate.txt.gz 

2385 は広告主 ID 

112はアフィリエイトサイト ID 

mp はマーチャンダイザーファイル 

templateは全件テンプレート形式ファイル 

deltatemplateは差分テンプレート形式ファイル 

.txt はパイプ区切りのテキストファイル形式 

 

マーチャンダイザーは一般的に利用されている FTPクライアントソフトや FTPコマンドを利用してダウンロ

ードが可能となります。コマンドを利用される際は getコマンドをご利用ください。mgetコマンドはご利用いた

だけません。 

 

下記がテンプレート形式となるフィールドです。フィールドについては参照 A: マーチャンダイザーファイ

ルのフィールド詳細も併せてご参照ください。 

ご利用の際は<赤字>の箇所を必ずアフィリエイトパートナー様ごとの値へ置換してください。置換漏れ、

置換ミスについてはリンクシェアのサポート対象外となりますのでご留意ください。 
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フィールド# フィールド名 フィールド属性 必須 変換箇所<赤字> 

6 商品 URL 
半角英数記号

(2000 文字) 
必須 

http://<CLICKHOST>/link?id=<LSN EID>&offerid=<LSN 

OID>.<PRODUCT_ID>&type=15&murl=<PRODUCT_URL> 

 

8 
購買ボタンクリ

ック後の URL 

半角英数記号

(2000 文字) 
 

http://<CLICKHOST>/link?id=<LSN EID>&offerid=<LSN 

OID>.<PRODUCT_ID>&type=15&murl=<BUY_URL> 

 

28 
インプレッション

計測 URL 

半角英数記号

(128 文字) 
 

http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=<LSN EID>&bids=<LSN 

OID>.<PRODUCT_ID>&type=15&subid=0 

 

 

<LSN EID> 

 アフィリエイトを一意に識別するランダムな 11桁の英数記号となります（SID とは異なります）。 

<LSN EID>の取得方法は下記となります。 

 

1) 管理画面にログイン 

2) 管理画面上部の赤いメニューバー右側の「ECサイト検索」で提携済み広告主を検索 

3) 左側の「リンク」メニューからリンク種別を選択し「リンク取得」ボタンをクリック 

4) リンクコードが表示されますので、「id=」以降 11桁を取得して下さい。 

 

※リンク種類に関係なく、<LSN EID>は共通です。 

 

<LSN OID> 

 参加している広告主のプログラムごとに割り当てられた ID（オファーID）です。本 ID を取得するには、リン

クロケーター（広告主/リンク情報取得） 2.0 ガイド [日本語]の「広告主情報のリクエスト」をご確認下さい。 

 

 

5. よくあるご質問 

私のスクリプトは最終更新日に変更が有ったファイルのみダウンロードするのですが大丈夫でしょうか。 

 FTPクライアントにて特別な設定を行っていない限り、ファイルの日付スタンプはUTCで表示されますので

その点ご留意ください。 

 

 なぜ 2種類のファイルが表示されるのでしょうか。 

 パイプ区切りのテキスト形式と、XML形式が選択でき、どちらか一方のみを表示する場合は管理画面→ 

リンク→マーチャンダイザー→マーチャンダイザー→設定変更で行えます。設定変更を行わない場合、テ

キスト形式と XML 形式の 2種類が表示されます。 

 

 FTP アカウント上に存在するフォルダは何ですか。 

 フォルダの名前はマーチャンダイザー提携を結んでいる広告主 IDを示し、フォルダの中には該当広告主

の定義したカテゴリ毎の商品データが存在します。 

 

https://developers.rakutenmarketing.com/console/registry/resource/_system/governance/apimgt/applicationdata/provider/LinkShare/LinkLocator/1.0/documentation/files/Linklocator_1.0_Guide_JP_v1.2.pdf
https://developers.rakutenmarketing.com/console/registry/resource/_system/governance/apimgt/applicationdata/provider/LinkShare/LinkLocator/1.0/documentation/files/Linklocator_1.0_Guide_JP_v1.2.pdf
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参照 A: マーチャンダイザーファイルのフィールド詳細 

 

No フィールド名 フィールド属性 

（最大長） 

必須 摘要 

1  リンク ID  半角数字  商品を特定する一意な ID。2以上の数値で 31桁未

満となります。 

2  商品名  全半角（255 文字） ○ 商品名  

3  SKU  半角英数記号 

（64 文字）  

○ 商品コード（商品番号） 原則重複しない値となりま

す。但し、広告主によっては重複している場合がご

ざいますのでご注意下さい。 

4  主カテゴリ  全半角（50 文字） ○ 主カテゴリ名  

5  サブカテゴリ  全半角（500 文字）  サブカテゴリ名  

（複数カテゴリ名が指定されている場合、各カテゴリ

名は連続チルダ（~~）で区切られます。）  

6  商品 URL  

 

半角英数記号 

（2000 文字） 

○ 商品 URL に遷移するリンクコード  

 

7  商品画像 

URL  

半角英数記号 

（2000 文字） 

○ 商品画像 URL 

商品画像 URL はフル URL となります。 

8  購買ボタンク

リ ッ ク 後 の

URL 

半角英数記号 

（2000 文字） 

 「商品をカートに入れる」ボタンをクリックしたときの

（当該商品がショッピングカートに投入された状態に

なるページへ遷移する）リンクコード 

9  商品概要  全半角（500 文字） ○ 商品の概要説明  

10  商品詳細  全半角（2000 文字）  商品の詳細説明文  

11  値引金額（割

合）  

半角数字   値引種別(12 カラム目)の値引種別が「amount」であ

ればその値引金額、または「percentage」であれば

値引率の数値  

12  値引種別  amount/percentage  値引方法(“amount” か “percentage”)  

amount：金額での値引き指定の場合  

percentage：値引き率での指定の場合  

13  値引き後の価

格  

半角数字   値引き後の価格（＝売価） ※税込  

14  値引き前の価

格  

半角数字  ○ 値引き前の価格（＝定価/小売価格）  ※税込 

15  リンク有効日  日付  

(mm/dd/yyyy hh:mm:ss) 

 商品の発売日時、取り扱い開始日時(UTC) 

日付フォーマットは管理画面→リンク→マーチ

ャンダイザー→マーチャンダイザー→設定変

更で行えます。 

16  リンク無効日  日付  

(mm/dd/yyyy hh:mm:ss) 

 商品の販売終了日時、取り扱い終了日時(UTC) 

日付フォーマットは管理画面→リンク→マーチ

ャンダイザー→マーチャンダイザー→設定変

更で行えます。 

17  ブランド名  全半角（255 文字）  商品ブランド名   

（例）LinkShare Affiliate リンクシェアアフィリエイト 

18  送料  半角数字   送料  
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19  キーワード  全半角（500 文字）  検索キーワード  

（複数キーワード名が指定されている場合、各キー

ワードは連続チルダ（~~）で区切られます。）  

20  製造品番  半角英数記号 

（50 文字） 

 製造品番（SKU と同じ値となる場合もあり） 

21  メーカー名  全半角（250 文字）  製造メーカー名  （例）Linkshare リンクシェア 

22  配送追加情

報  

全半角（50 文字）  配送に関する追加情報  

23  在庫情報 全半角（50 文字）  商品の在庫情報 

（あり/なし/予約受付中/入荷待ち） 

24  共通商品コー

ド  

半角英数記号 

（15 文字） 

 UPC、JAN コード、EAN コード 

25  追加属性コー

ド  

半角数字   特定の商品種別に割り当てられた追加属性用の ID

（詳細は、参照 B：追加属性フィールド参照）  

26  通貨単位  半角英字（3 文字）  ISO 標準で定められた通貨単位 

「USD」、「CAD」、「GBP」、「JPY」、「AUD」、「EUR」

はそれぞれ 

「米ドル」、「カナダドル」、「英ポンド」、「日本円」、

「豪ドル」、「ユーロ」を示します。 

27  M1 全半角（2000 文字）  特別な取り決めがない限り空白 

28  インプレッショ

ン計測 URL  

半角英数記号（128 文字）  インプレッション計測用の<img>タグ用 URL  

1x1 ピクセルの透明 gif 画像が配信されるので、リン

クの表示回数（インプレッション数）を集計することが

できます。 Appendix D のサンプルもご参照くださ

い。 

 

29 追加属性 1  参照 B：追加属性フィール

ド 

 参照 B：追加属性フィールド 

30 追加属性 2 参照 B：追加属性フィール

ド 

 参照 B：追加属性フィールド 

31 追加属性 3 参照 B：追加属性フィール

ド 

 参照 B：追加属性フィールド 

32 追加属性 4 参照 B：追加属性フィール

ド 

 参照 B：追加属性フィールド 

33 追加属性 5 参照 B：追加属性フィール

ド 

 参照 B：追加属性フィールド 

34 追加属性 6 参照 B：追加属性フィール

ド 

 参照 B：追加属性フィールド 

35 追加属性 7 参照 B：追加属性フィール

ド 

 参照 B：追加属性フィールド 

36 追加属性 8 参照 B：追加属性フィール

ド 

 参照 B：追加属性フィールド 

37 追加属性 9 参照 B：追加属性フィール

ド 

 参照 B：追加属性フィールド 

38 追加属性 10 参照 B：追加属性フィール

ド 

 参照 B：追加属性フィールド 
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39-

50 

追加属性 11

－22 

参照 B：追加属性フィール

ド 

  

39(

51) 

編集 半角英語（1 文字） 必須

（差

分フ

ァイ

ルの

み） 

差分ファイルのみ表示されます。 

「I」→新規登録 

「U」→更新 

「D」→削除 

 

 

注意：太字の箇所は必須項目となっております。広告主が追加属性データを含まない場合でも、フィールドは空

で区切られ常に 38フィールド存在します（差分ファイルの場合 39 フィールド）。 

 

参照 B：追加属性フィールド 

属性 

ｺｰﾄﾞ 

属性 フィールド

No. 

フィールド名 フィールド属性 

（最大長） 

摘要 

10 書籍 

29 備考  全半角(128 文字)  

30 書籍タイトル  全半角(128 文字) 書籍のタイトル 

31 著者名情報  全半角(128 文字) 著者名 

32 ISBN コード  全半角(128 文字) ISBN コード 

33 出版社情報  全半角(128 文字) 出版社 

34 出版日情報  mm/dd/yyyy hh:mm:dd 出版日(UTC) 

 

20 音楽 

29 備考  全半角(128 文字)  

30 ジャンル  全半角(128 文字) ジャズ、ロック、等  

31 アーティスト  全半角(128 文字) アーティスト名 

32 フォーマット  全半角(128 文字) CD、DVD、LP、等  

33 アルバム名  全半角(128 文字) アルバム名 

34 タイトル  全半角(128 文字) 曲名 

35 レーベル  全半角(128 文字) レーベル名 

36 発売日  mm/dd/yyyy hh:mm:dd 発売日(UTC) 

 

30 映画 

29 備考  全半角(128 文字)  

30 ジャンル  全半角(128 文字) SF、ホラー、等  

31 タイトル  全半角(128 文字) タイトル名 

32 フォーマット  全半角(128 文字) DVD、VHS 等  

33 ディレクター  全半角(128 文字) 監督名  

34 主演  全半角(128 文字) 主演俳優/女優 等  

35 年齢制限情報  全半角(128 文字) R指定 等  

36 制作スタジオ情報  全半角(128 文字) スタジオ名 

37 リリース日  mm/dd/yyyy hh:mm:dd 発売日(UTC) 

 

40 
コンピュータ 

（ハード） 

29 備考 全半角(128 文字)  

30 プラットフォーム 全半角(128 文字) Mac、Windows、Linux、等 

31 搭載メモリ 全半角(128 文字) 搭載メモリ情報 

32 搭載 HDD 全半角(128 文字) 搭載ハードディスク情報 
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33 CPU 情報 全半角(128 文字) CPU スピード情報 

34 モニタサイズ 全半角(128 文字) モニタサイズ情報 

35 モデム情報 全半角(128 文字) 搭載モデム情報 

36 ドライブ情報 全半角(128 文字) CD DVD Floppy、等 

 

50 
コンピュータ 

（ソフト） 

29 備考 全半角(128 文字)  

30 プラットフォーム 全半角(128 文字) Mac、Windows 等 

31 カテゴリ 全半角(128 文字) 経理、教育、等 

32 対象年齢 全半角(128 文字) 大人向け、子供向け 

 

 

 

60 

服/アクセサリ 

29 備考 全半角(128 文字)  

30 タイプ 全半角(128 文字) 「服」または「アクセサリ」  

31 サイズ 全半角(128 文字) サイズ 

32 素材 全半角(128 文字) 素材 

33 色 全半角(128 文字) 色 

34 対象性別 全半角(128 文字) 「男性」or 「male」 

「女性」or 「female」 

「ユニセックス」or「unisex」 

35 スタイル 全半角(128 文字) スタイル 

36 対象年齢/世代 全半角(128 文字) 「大人」 or 「adult」 

「子供」 or 「ｋids」 

「幼児」 or 「infant」 

の何れか 

 

70 芸術 

29 備考 全半角(128 文字)  

30 タイプ 全半角(128 文字) モダン、伝統工芸、彫刻、等  

31 アーティスト 全半角(128 文字) アーティスト 

32 作品タイトル 全半角(128 文字) タイトル名 

33 サイズ（寸法） 全半角(128 文字) 縦×横 または 縦×横×高さ  

 

80 玩具 

29 備考 全半角(128 文字)  

30 対象年齢 全半角(128 文字) 対象年齢 

31 対象性別 全半角(128 文字) 「男性」or 「male」 

「女性」or 「female」 

32 テーマ/キャラクタ 全半角(128 文字) テーマやキャラクタ情報  

 

90 ペット 

29 備考 全半角(128 文字)  

30 ペット種別 全半角(128 文字) 犬、猫、トカゲ、等 

31 商品タイプ 全半角(128 文字) おもちゃ、餌、等 

 

100 ゲーム 

29 備考 全半角(128 文字)  

30 プラットフォーム 全半角(128 文字) プラットフォーム or フォーマッ

ト、等  

31 タイトル 全半角(128 文字) タイトル名 

32 発売元 全半角(128 文字) 発売元 

 

ファッション・アクセサリについては 

参照 G：ファッション系カラム詳細をご参照く

ださい。 
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33 対象年齢 全半角(128 文字) 対象年齢 

34 発売日 mm/dd/yyyy hh:mm:dd 発売日(UTC) 
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110 食品 

29 備考 全半角(128 文字)  

30 商品タイプ 全半角(128 文字) 「食物」または「飲料」 

31 地域/国 全半角(128 文字) 原産地、製造地域等 

32 サイズ/量 情報 全半角(128 文字) 量（XXkg,XXg,XX リットル） 

 

120 ギフト/花 

29 備考 全半角(128 文字)  

30 記念日情報 全半角(128 文字) 母の日、父の日、等 

31 ギフト対象情報 全半角(128 文字) 母、父、友人、等 

 

130 車 

29 備考 全半角(128 文字)  

30 メーカー 全半角(128 文字) HONDA、TOYOTA、等 

31 モデル情報 全半角(128 文字) モデル名 

32 製造番号 全半角(128 文字) メーカー製造番号  

33 カテゴリ 全半角(128 文字) セダン、ワゴン、スポーツ、等  

34 色 全半角(128 文字) 色 

 

140 エレクトロニクス 

29 備考 全半角(128 文字)  

30 カテゴリ 全半角(128 文字) CD Player、PDA、等  

31 モデル 全半角(128 文字) モデル名 

32 機能/スペック 全半角(128 文字) 機能や仕様 

33 色 全半角(128 文字) 色 

34 寸法 全半角(128 文字) 縦×横 または 縦×横×高さ  

35 電源情報 全半角(128 文字) AC、DC、太陽電池等  

36 保証情報 全半角(128 文字) 保証期間 

 

150 クレジットカード 

29 カード種別  全半角（128 文字） 「法人」、「個人」  

30 手数料優遇 全半角（128 文字） 手数料優遇率とその期間 

31 手数料 全半角（128 文字） 通常手数料 

32 年会費 全半角（128 文字） 年会費 

33 紹介ボーナス 全半角（128 文字） 紹介ボーナス 

34 残高繰越手数料 全半角（128 文字） 残高繰越手数料 

35 獲得するボーナス 全半角（1024 文字） 獲得するボーナス 

36 契約条件 URL 全半角（1024 文字） 契約条件に遷移するリンク 

37 手数料優遇期間 全半角（128 文字） 優遇手数料期間 

38 手数料 全半角（128 文字） 手数料 

39 残高繰越手数料優遇 全半角（128 文字） 優遇残高繰越手数料 

40 
残高繰越手数料優遇 

期間 

全半角（128 文字） 
残高繰越優遇手数料期間 

41 優遇残高繰越費 全半角（128 文字） 優遇残高繰越費 

42 残高繰越費 全半角（128 文字） 残高繰越費 

43 海外振込費 全半角（128 文字） 海外振込み費 
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44 現金前貸し利子 全半角（128 文字） 現金前貸し手数料 

45 現金前貸し費 全半角（128 文字） 現金前貸し費 

46 罰金 全半角（128 文字） 罰金 

47 年会費優遇 全半角（128 文字） 年会費優遇 

48 年会費優遇期間 全半角（128 文字） 年会費費優遇期間 

49 
商品セールスポイント 

リストアップ 

全半角（1024 文字） 商品セールスポイントリスト 

アップ 

50 その他ボーナス 全半角（1024 文字） その他ボーナス 

 

160 
コンシューマー

バンキング 

29 商品セールスポイント 

全半角（1024 文字） 商品セールスポイントを箇条書

きして HTMLフォーマットにし

てコピーする 

30 年利 

全半角（128 文字） 指定商品が有効期限内で年 

利がついています。年利がつ 

いてない。商品が一部ありま 

す。 

31 最低限残高 
全半角（128 文字） アカウント登録の最低限残高 

（日本円） 

32 月額利用料 全半角（128 文字） 月額利用料（日本円） 

33 不渡り費 全半角（128 文字） 不渡り費（日本円） 

34 ATM利用手数料 

全半角（128 文字） ATM利用手数料（日本円）、 

国外で発生した料金金額表示 

が日本円です。フォーマットが 

\X.XX （国内）, \Y （国外)。 

日本円表記ではない期間もあ 

りますのでご注意く 

ださい。 

35 キャッチーコピー 

全半角（1024 文字） 指定商品対応しており、ボー 

ナス受け取りには手続きが必 

要。 
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参照 C：XML 形式ファイルのフォーマット 

XML スキーマ 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="url"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element ref="product"/> 

                <xsd:element ref="productImage"/> 

                <xsd:element ref="buy"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="amount" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="attribute1" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="attributeClass"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" ref="attribute1"/> 

            </xsd:sequence> 

            <xsd:attribute name="class_id" type="xsd:string" use="optional"/> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="availability" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="brand" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="buy" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="category"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element ref="primary"/> 

                <xsd:element ref="secondary"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="cost"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element ref="amount"/> 

 

            </xsd:sequence> 

            <xsd:attribute name="currency" type="xsd:string" use="optional"/> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="createdOn" type="xsd:string"/> 

 

    <xsd:element name="description"> 
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        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element ref="short"/> 

                <xsd:element ref="long"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="discount"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element ref="amount"/> 

                <xsd:element ref="type"/> 

            </xsd:sequence> 

            <xsd:attribute name="currency" type="xsd:string" use="optional"/> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="header"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element ref="merchantId"/> 

                <xsd:element ref="merchantName"/> 

                <xsd:element ref="createdOn"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="information" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="keywords" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="long" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="m1" type="xsd:string"/> 

<xsd:element name="modification" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="merchandiser"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element ref="header"/> 

                <xsd:element ref="product"/> 

                <xsd:element ref="trailer"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="merchantId" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="merchantName" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="numberOfProducts" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="pixel" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="price"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element ref="sale"/> 

                <xsd:element ref="retail"/> 
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            </xsd:sequence> 

            <xsd:attribute name="currency" type="xsd:string" use="optional"/> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="primary" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="product"> 

        <xsd:complexType mixed="true"> 

            <xsd:choice maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

                <xsd:element ref="category"/> 

                <xsd:element ref="url"/> 

                <xsd:element ref="description"/> 

                <xsd:element ref="discount"/> 

                <xsd:element ref="price"/> 

                <xsd:element ref="brand"/> 

                <xsd:element ref="shipping"/> 

                <xsd:element ref="keywords"/> 

                <xsd:element ref="upc"/> 

                <xsd:element ref="m1"/> 

                <xsd:element ref="pixel"/> 

                <xsd:element ref="attributeClass"/> 

                <xsd:element ref="modification"/> 

            </xsd:choice> 

            <xsd:attribute name="manufacturer_name" type="xsd:string" use="optional"/> 

            <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="optional"/> 

            <xsd:attribute name="part_number" type="xsd:string" use="optional"/> 

            <xsd:attribute name="product_id" type="xsd:string" use="optional"/> 

            <xsd:attribute name="sku_number" type="xsd:string" use="optional"/> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="productImage" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="retail" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="sale"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:attribute name="begin_date" type="xsd:string" use="optional"/> 

            <xsd:attribute name="end_date" type="xsd:string" use="optional"/> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="secondary" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="shipping"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element ref="cost"/> 

                <xsd:element ref="information"/> 

                <xsd:element ref="availability"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="short" type="xsd:string"/> 



 

22 

最終更新日: 2018-06-21 

LinkShare Japan K.K. All Rights Reserved. 

    <xsd:element name="trailer"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element ref="numberOfProducts"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="type" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="upc" type="xsd:string"/> 

</xsd:schema> 

 

 

XML Document Type Definition (DTD) 

<!ELEMENT Actor ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Age ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Album ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT APY( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Artist ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT ATM_Surcharge ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Author ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Bonus_Other ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Card_Type ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT CashAdvance_APR ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT CashAdvance_Fee ( #PCDATA ) ><!ELEMENT Category ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Color ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Dimensions ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Director ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Drive ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Features_Specs ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT ForeignTrans_Fee ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Format ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Gender ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Genre ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Hard_Drive ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Intro_Annual_Fee ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Intro_Annual_Fee_Duration ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Intro_BalanceTransfer_APR ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Intro_BalanceTransfer_APR_Duration ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT ISBN ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Label ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Make ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Marketing_Bullets ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Material ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Min_Balance_To_Open ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Miscellaneous ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Model ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Modem ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Monitor_Size ( #PCDATA ) > 
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<!ELEMENT Monthly_Service_Fee ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT NSF_Fee ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Occasion ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Ongoing_Annual_Fee ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Ongoing_Balance_Transfer_ARP ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Ongoing_BalanceTransfer_Fee ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Ongoing_Purchase_APR ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Ongoing_Purch_APR_Duration ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Part_Number ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Penalty_APR ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Pet_Type ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Platform ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Power_Type ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Processor ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Product_Type ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Publish_Date ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Publisher ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Ram ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Rating ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Recipient ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Region ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Release_Date ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Rewards_Earned ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Size ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Song_Title ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Studio ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Style ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Teaser_Copy ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Theme ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT Title ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT URL ( product, productImage, buyLink ) > 

<!ELEMENT Warranty ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT amount ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT attributes 

( Actor | Age | Album | APY | Artist | ATM_Surcharge | Author | Bonus_Other | Card_Type | 

CashAdvance_APR | CashAdvance_Fee | Category | Color | Dimensions | Director | 

Drive | Features_Specs | ForeignTrans_Fee | Format | Gender | Genre | Hard_Drive | 

Intro_Annual_Fee | Intro_Annual_Fee_Duration | Intro_BalanceTransfer_APR | 

Intro_BalanceTransfer_APR_Duration | Intro_BalanceTransfer_Fee |  

Intro_Purchase_APR | Intro_Purch_APR_Duration | ISBN | Label | Make | 

Marketing_Bullets | Material | Min_Balance_To_Open | Miscellaneous | Model | Modem | 

Monitor_Size | Monthly_Service_Fee | NSF_Fee | Occasion | Ongoing_Annual_Fee | 

Ongoing_Balance_Transfer_ARP | Ongoing_BalanceTransfer_Fee | 

Ongoing_Purchase_APR | Ongoing_Purch_APR_Duration | Part_Number | 

Penalty_APR | Pet_Type | Platform | Power_Type | Processor | Product_Type | 

Publish_Date | Publisher | Ram | Rating | Recipient | Region | Release_Date | 

Rewards_Earned | Size | Song_Title | Studio | Style | Teaser_Copy | Terms URL | Theme 

| Title | Warranty )* > 
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<!ATTLIST attributes class_id NMTOKEN #REQUIRED > 

<!ELEMENT availability ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT brand EMPTY > 

<!ELEMENT buyLink ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT category ( primary, secondary ) > 

<!ELEMENT cost ( amount ) > 

<!ATTLIST cost currency NMTOKEN #REQUIRED > 

<!ELEMENT createdOn ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT description ( short, long ) > 

<!ELEMENT discount ( amount, type ) > 

<!ATTLIST discount currency NMTOKEN #REQUIRED > 

<!ELEMENT header ( merchantId, merchantName, createdOn ) > 

<!ELEMENT information EMPTY > 

<!ELEMENT keywords ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT long ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT m1 EMPTY > 

<!ELEMENT modification (#PCDATA) > 

<!ELEMENT merchandiser ( header, product+, trailer ) > 

<!ELEMENT merchantId ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT merchantName ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT numberOfProducts ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT pixel ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT price ( sale, retail ) > 

<!ATTLIST price currency NMTOKEN #REQUIRED > 

<!ELEMENT primary ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT product ( category, URL, description, discount, price, brand, shipping, keywords, upc, m1, pixel, 

attributes, modification? ) > 

<!ATTLIST product manufacturer_name CDATA #FIXED "" > 

<!ATTLIST product name CDATA #REQUIRED > 

<!ATTLIST product part_number CDATA #FIXED "" > 

<!ATTLIST product product_id NMTOKEN #REQUIRED > 

<!ATTLIST product sku_number ID #REQUIRED > 

<!ELEMENT productImage ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT product ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT retail ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT sale EMPTY > 

<!ATTLIST sale begin_date CDATA #FIXED "" > 

<!ATTLIST sale end_date CDATA #FIXED "" > 

<!ELEMENT secondary ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT shipping ( cost, information, availability ) > 

<!ELEMENT short ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT trailer ( numberOfProducts ) > 

<!ELEMENT type ( #PCDATA ) > 

<!ELEMENT upc EMPTY > 
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参照 D：サンプルレコード 

パイプ区切りのテキストファイル（差分データの例） 

 

HDR|1234|CDLinkShare|2013-03-14/20:30:40 

 

202232415|大いなる遺産|A01245|本|クラシック~~洋書

|http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxxx&offerid=xxxxx.xxxxxxxxxx&type=15&murl=http%3A%2F

%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F10003|http://www.merchantsite.com/images/AO124

5.gif|http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxxx&offerid=xxxxx.xxxxxxxxxx&type=15&murl=http%3

A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F10003|チャールズディッケンスの代表作|孤児で

ある主人公ピップがその少年から青春時代を回想のうちに語るといった半自叙伝的な小説である。

|0|Amount|2995|2995|01/01/2014|12/31/2014||400|ディッケンス~~遺産|CU12345||翌日配送|あり

|788334995|10|JPY||http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=xxxxxxxxxxx&bids=xxxxx.xxxxxxxxxx&typ

e=15&subid=0|文庫|大いなる遺産|チャールズディッケンス|023119240|Columbia University 

Press|10/25/1998|I 

 

201132306|Akadema APM-42 Praying Mantis Series 32.5 Inch Baseball Catcher's Mitt アカデマ 32.5 イン

チ キャッチャーミット|201132306|スポーツ |スポーツ~~野球

|http://affiliate.buy.com/link?id=xxxxxxxxxxx&offerid=xxxxxx.xxxxxxxxx&type=15&murl=http%3A%2F%2F

www.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F10002|http://ak.buy.com/PI/0/500/201132306.jpg|http:

//affiliate.buy.com/link?id=xxxxxxxxxxx&offerid=xxxxx.xxxxxxxxxx&type=15&murl=http%3A%2F%2Fwww.e

xamplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F10002||Akadema APM-42 Praying Mantisシリーズ 32.5 インチ

キャッチャーミット|The Akadema(r) APM-42 Praying Mantisシリーズ 32.5 インチキャッチャーミットは Stress 

Wedgeテクノロジーを利用し手のけがを防ぎ、キャッチ時の衝撃を吸収します。

||amount|14944|19999|05/01/2013|12/30/2013|Akadema|0||APM-42REG|Akademia|翌日配送|あり

|008962990||JPY||http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=xxxxxxxxxxx&bids=xxxxx.xxxxxxxxxx&type=

15&subid=0|U 

 

TRL|2 
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注意：ひとつ目のレコードのブランド名、メーカー名、M1 は省略されていますが、その場合もフィールドは

空で存在しパイプで区切られます。フィールドの値自体にパイプが入っている場合は該当フィールドの値

全体がダブルクォート(“ ”)で括られます。 

 

 

  XML ファイル 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

  <merchandiser> 

    <header> 

      <merchantId>3354</merchantId> 

      <merchantName>LinkSquare, Inc.</merchantName> 

      <createdOn>2013-05-19/22:03:34</createdOn> 

    </header> 

    <product product_id="1" name="A Simple Product" sku_number="SKU-SIM10001" manufacturer_name="" 

part_number="" > 

      <category> 

        <primary>主カテゴリ</primary> 

        <secondary>サブカテゴリ</secondary> 

      </category> 

      <url> 

<product>http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxxx&amp;offerid=90431.10000046&amp;murl=http

%3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F678262</product> 

<productImage>http://m.banner.linksynergy.com/fs/banners/2385/2385_10000046.gif</productImage>      

<buyLink>http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxxx&amp;offerid=90431.10000046&amp;murl=htt

p%3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F678263</buyLink> 

      </url> 

      <description> 

        <short>商品概要</short> 

        <long>商品詳細</long> 

      </description> 

      <discount currency="JPY"> 

        <amount>0</amount> 

        <type>amount</type> 

      </discount> 

      <price currency="JPY"> 

        <sale begin_date="" end_date=""></sale> 

        <retail>250</retail> 

      </price> 

      <brand></brand> 

      <shipping> 

        <cost currency="JPY"> 

          <amount></amount> 

        </cost> 

        <information></information> 

        <availability>あり</availability> 

      </shipping> 

      <keywords>キーワード 1~~キーワード 2</keywords> 
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      <upc></upc> 

      <m1></m1> 

      

<pixel>http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=wYeATVOgEnE&amp;bids=80126.2&a

mp;type=15&amp;subid=0</pixel> 

      <attributes class_id="1"></attributes> 

      <modification>I</modification> 

    </product> 

    <product product_id="101" name="Sample Book" sku_number="SKU-SIM10101" manufacturer_name="" 

part_number="" > 

      <category> 

        <primary>主カテゴリ</primary> 

        <secondary>サブカテゴリ</secondary> 

      </category> 

      <url>  

<product>http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxxx&amp;offerid=90431.10000046&amp;murl

=http%3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F678262</product> 

<productImage>http://m.banner.linksynergy.com/fs/banners/2385/2385_10000046.gif</productImage>      

<buyLink>http://click.linksynergy.com/link?id=xxxxxxxxxxx&amp;offerid=90431.10000046&amp;murl=htt

p%3A%2F%2Fwww.examplemerchant.com%2Fa%2Fproducts%2F678263</buyLink> 

      </url> 

    <description> 

      <short>商品概要</short> 

      <long>商品詳細</long> 

    </description> 

    <discount currency="JPY"> 

      <amount>0</amount> 

      <type>amount</type> 

    </discount> 

    <price currency="JPY"> 

      <sale begin_date="" end_date=""></sale> 

      <retail>200</retail> 

    </price> 

    <brand></brand> 

    <shipping> 

      <cost currency="JPY"> 

        <amount></amount> 

      </cost> 

      <information></information> 

      <availability>あり</availability> 

    </shipping> 

    <keywords>キーワード 1~~キーワード 2</keywords> 

    <upc></upc> 

    <m1></m1> 

    

<pixel>http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=wYeATVOgEnE&amp;bids=80126.2&a

mp;type=15&amp;subid=0</pixel> 

    <attributes class_id="10"> 
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      <Miscellaneous>備考</Miscellaneous> 

      <Title>本のタイトル</Title> 

      <Author>作者の名前</Author> 

      <ISBN>ISBN コード</ISBN> 

      <Publisher>出版社</Publisher> 

      <Publish_Date>発売日</Publish_Date> 

    </attributes> 

    <modification>U</modification> 

  </product> 

  <trailer> 

    <numberOfProducts>2</numberOfProducts> 

  </trailer> 

</merchandiser> 

 

 

参照 E：マーチャンダイザーご利用までの流れ 

マーチャンダイザーのご利用の前提条件としてリンクシェアのアフィリエイトプログラムにご登録いただく

必要がございます。未登録の場合はこちらよりご登録ください。 

 

 ご登録頂けましたらこちらの FAQ に沿ってマーチャンダイザーご利用申し込みを行なってください。お客

様の FTP アカウント発行が完了しましたら、リンクシェアよりユーザー名とパスワード等の情報を連絡いたし

ます。 

 

●FAQ：マーチャンダイザーのお申込みとご利用の流れ 

https://linkshare.zendesk.com/hc/ja/articles/115001484433 

 

 

 

参照 F：リンクシェア統一カテゴリ 

リンクシェアでは、異なる広告主のデータをより便利にご利用いただけるよう、「リンクシェア統一カテゴ

リ」をご紹介しております。リンクシェア統一カテゴリは、ボディ部の「主カテゴリ」および「サブカテゴリ」

のフィールドで利用されます。 

 

最新版のリンクシェア統一カテゴリデータ、およびサイトのリンクシェア統一カテゴリ対応状況は以下の

ＦＡＱをご確認ください。 

 

●FAQ：マーチャンダイザーとは？ 

https://linkshare.zendesk.com/hc/ja/articles/115000897094 

 

●FAQ：マーチャンダイザーに対応している EC サイトは？ 

https://linkshare.zendesk.com/hc/ja/articles/115000894273 

 

https://www.linkshare.ne.jp/
https://linkshare.zendesk.com/hc/ja/articles/115001484433
https://linkshare.zendesk.com/hc/ja/articles/115001484433
https://linkshare.zendesk.com/hc/ja/articles/115000897094
https://linkshare.zendesk.com/hc/ja/articles/115000894273
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参照 G：ファッション系カラム詳細 

 

【凡例】 

 ○： 必須 （広告主へ必ず値を入れていただいている項目） 

☆： 強く推奨 （広告主へ値を入れていただくことを強く推奨している項目）  

△： 推奨 （広告主へ値を入れていただくことを推奨している項目）  

No フィールド名 フィールド属性 

（最大長） 

必須、 

推奨 

摘要 

1  リンク ID  半角数字 ○ 商品を特定する一意な ID。2以上の数値で 31桁未

満となります。 

2  商品名  全半角（255 文字） ○ 商品名  

3  SKU  半角英数記号 

（64 文字）  

○ 商品コード（商品番号） 原則重複しない値となりま

す。ただし、広告主によっては重複している場合が

ございますのでご注意ください。 

4  主カテゴリ  全半角（50 文字） ○ 主カテゴリ名  

5  サブカテゴリ  全半角（2000 文字） ☆ サブカテゴリ名  

（複数カテゴリ名が指定されている場合、各カテゴリ

名は連続チルダ（~~）で区切られます。）  

6  商品 URL  半角英数記号 

（2000 文字） 

○ 商品 URL に遷移するリンクコード  

 

7  商 品 画 像

URL  

半角英数記号 

（2000 文字） 

○ 商品画像 URL 

商品画像 URL はフル URL となります。 

8  購買ボタンク

リ ッ ク 後 の

URL 

半角英数記号 

（2000 文字） 

 「商品をカートに入れる」ボタンをクリックしたときの

（当該商品がショッピングカートに投入された状態に

なるページへ遷移する）リンクコード 

9  商品概要  全半角（500 文字） ○ 商品の概要説明  

10  商品詳細  全半角（2000 文字） ☆ 商品の詳細説明文  

11  値引金額（割

合）  

半角数字   値引種別(12 カラム目)の値引種別が「amount」であ

ればその値引金額、または「percentage」であれば

値引率の数値  

12  値引種別  amount/percentage  値引方法(“amount” か “percentage”)  

amount：金額での値引き指定の場合  

percentage：値引き率での指定の場合  

13  値引き後の価

格  

半角数字  ☆ 値引き後の価格（＝売価） ※税込  

14  値引き前の価

格  

半角数字  ○ 値引き前の価格（＝定価/小売価格）  ※税込 

15  リンク有効日  日付  

(mm/dd/yyyy hh:mm:ss) 

 商品の発売日時、取り扱い開始日時(UTC) 

日付フォーマットは管理画面→リンク→マーチ

ャンダイザー→マーチャンダイザー→設定変

更で行えます。 

16  リンク無効日  日付  

(mm/dd/yyyy hh:mm:ss) 

 商品の販売終了日時、取り扱い終了日時(UTC) 

日付フォーマットは管理画面→リンク→マーチ

ャンダイザー→マーチャンダイザー→設定変

更で行えます。 

17  ブランド名  全半角（255 文字） ☆ 商品ブランド名   
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（例）LinkShare Affiliate リンクシェアアフィリエイト 

18  送料  半角数字  △ 送料  

19  キーワード  全半角（500 文字） ☆ 検索キーワード  

（複数キーワード名が指定されている場合、各キー

ワードは連続チルダ（~~）で区切られます。）  

20  製造品番  半角英数記号 

（50 文字） 

☆ 製造品番（SKU と同じ値となる場合もあり） 

21  メーカー名  全半角（250 文字） ☆ 製造メーカー名  （例）Linkshare リンクシェア 

22  配送追加情

報  

全半角（50 文字） △ 配送に関する追加情報  

23  在庫情報 全半角（50 文字） ☆ 商品の在庫情報 

24  共通商品コー

ド  

半角英数記号 

（15 文字） 

☆ UPC、JAN コード、EAN コード 

25  追加属性コー

ド  

半角数字  ☆ 60 

26  通貨単位  半角英語（3 文字） ○ ISO 標準で定められた通貨単位 

「USD」、「CAD」、「GBP」、「JPY」、「AUD」、「EUR」

はそれぞれ 

「米ドル」、「カナダドル」、「英ポンド」、「日本円」、

「豪ドル」、「ユーロ」を示します。 

27  M1 全半角（2000 文字）  特別な取り決めがない限り空白 

28  インプレッショ

ン計測 URL  

半角英数記号（128 文

字） 

 インプレッション計測用の<img>タグ用 URL  

1x1 ピクセルの透明 gif 画像が配信されるので、リン

クの表示回数（インプレッション数）を集計することが

できます。 Appendix D のサンプルもご参照くださ

い。 

 

29 追加属性の

備考 

備考   Appendix B 追加属性フィールド参照 

30 追加属性 タイプ   Appendix B 追加属性フィールド参照 

31 追加属性 サイズ  ☆ （例） XS、S、M、L、XL、1XL、2XL 

00、0、02、04、06、08、10、12、14 

32 追加属性 素材   Appendix B 追加属性フィールド参照 

33 追加属性 色  ☆ 「イエロー」 

「オレンジ」 

「グリーン」 

「グレー」 

「ゴールド」 

「パープル」 

「ピンク」 

「ブラウン」 

「ブルー」 

「ベージュ」 

「ホワイト」 

「レッド」 

「ブラック」 

「シルバー」 

「その他」 
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34 追加属性 対象性別  ☆ 「男性」 or 「male」 

「女性」 or 「female」 

「ユニセックス」 or 「unisex」 

35 追加属性 スタイル    

36 追加属性 対象年齢/世代  ☆ 「大人」 or 「adult」 

「子供」 or 「ｋids」 

37 追加属性 半角英数記号（128 文

字） 

  

38 追加属性 半角英数記号（128 文

字） 

  

39 更新フラグ 半角英語（1 文字）  差分ファイルのみ表示されます。 

「I」→新規登録 

「U」→更新 

「D」→削除 

注意：太字の箇所は必須項目となっております。広告主が追加属性データを含まない場合でも、フィールドは空

で区切られ常に 38フィールド存在します（差分ファイルの場合 39 フィールド）。 

 

 

 

 


