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１． 環境
１．１．ＦＴＰによるファイルのＰｕｔ と Ｇｅｔ

出版社共同ネットセンターとのデータの受け渡しは、共同ネットＦＴＰ
サーバーとの情報連携となります。各倉庫会社毎に用意した指定のディ
レクトリからの受注データのＧｅｔ 及び指定のデイレクトリへの倉庫
側データのＰｕｔ によって情報連携を行います。
※情報連携に関する仕様・詳細は「４．ＦＴＰファイル送受信手順」を
参照してください。

１．２．倉庫会社側で必要な環境
出版社共同ネットセンターとの情報連携を行う為、インターネット網に
よるファイル送受信に対応した環境が必要となります。

２． データ種類
・倉庫会社 → 共同ネットセンター （Ｐｕｔ）

① 書誌データ （差分）
Ａ.基本Ⅰデータ

（ ＩＳＢＮ、書名、本体価の３項目）
Ｂ.基本Ⅱデータ

② 削除データ （差分）
③ 在庫データ （全件）
④ 出荷データ （発生分）
⑤ 倉庫会社－倉庫支社－版元 対応データ （全件）
⑥ 版元－帳合取次 対応データ （全件）

・共同ネットセンター → 倉庫会社 （Ｇｅｔ）
⑦ 受注データ （発生分）

※①～⑦までの全データにおけるファイル形式はＣＳＶ形式（セパレータは‘|’ 終わ
りはＬＦ）となります。

どちらか
でよい



4

３． データフォーマット

※書名区分について
雑誌を送信する場合に２、または３をセットしてください。２、または３以外の場合は雑誌として扱われ
ません。

※雑誌バックナンバーコードについて
WEB画面上に雑誌情報を掲載する為、雑誌コードがユニークであることが必須となります。
雑誌バックナンバーコードはs-bookの付番ルールに則り下記方法にて設定してください。
【雑誌コード（7桁）】＆【発行年-1900】
例）雑誌コード1234567発行年2008年 の場合 【1234567108】

※書名・書名区分について
書名に半角・全角が混在する場合には書名区分を”全角”と設定してください。

※Ａ.基本データⅠの場合は全てが必須項目となります。

①  書誌データ　（差分）
（Ａの基本データⅠ もしくは Ｂの基本データⅡのいずれか）

          Ａ.．基本Ⅰデータ 

  項番 項目名 サイズ 説    明

０１ データ区分 VARCHAR2(1)  ’Ａ’をセツト

０２ 版元コード VARCHAR2(4) 取次取引コード

０３ ＩＳＢＮ VARCHAR2(13) －なしの１３桁  新ＩＳＢＮに対応
または雑誌バックナンバーコード

０４ 書       名 VARCHAR2(80)

０５ 書名区分 VARCHAR2(1) 書名全角の時：△（スペース）
　　半角の時：１
雑誌全角の時：２
　　半角の時：３

０６ 本体価格 NUMBER(10)

０７ 作成日 DATE 西暦  例）20051121
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※○は必須項目となります。

※書名（カナ）について
半角、全角選択必須となります。どちらかは必ずセットしてください。

※種別について
種目は必須ではありませんが、対象書誌が雑誌である場合には「雑誌」をセットしていない場合、雑
誌検索の対象外となります。

※著者名（項番：１２～２０）について
著者名１～３は「漢字」及び「カナ（半角全角のどちらか）」の２項目にデータが入っていない場合、著
者情報をＷＥＢサイト側へ送信しません。そのため、著者による書誌の検索が行えなくなります。

          Ｂ.．基本Ⅱデータ 

項番 項目名 サイズ 説    明

○ ０１ データ区分 VARCHAR2(1)  ’Ｂ’をセツト
○ ０２ 版元コード VARCHAR2(4) 取次取引コード
○ ０３ ＩＳＢＮ VARCHAR2(13) －なしの１３桁

または雑誌バックナンバーコード
０４ 書名（半角カナ） VARCHAR2(40)    どちらか必須
０５ 書名（全角カナ） VARCHAR2(80)

○ ０６ 書名（漢字） VARCHAR2(80)

０７ シリーズ名（半角カナ） VARCHAR2(40)    どちらかで良い
０８ シリーズ名（全角カナ） VARCHAR2(80)
０９ シリーズ名（漢字） VARCHAR2(80)

１０ 種別 VARCHAR2(8) ｺﾐｯｸ、書籍、ムック､雑誌等
１１ ジャンルコード VARCHAR2(4) Ｃコード

１２ 著者名１（半角カナ） VARCHAR2(40)    どちらかで良い
１３ 著者名１（全角カナ） VARCHAR2(80)
１４ 著者名１（漢字） VARCHAR2(80)

１５ 著者名２（半角カナ） VARCHAR2(40)    どちらかで良い
１６ 著者名２（全角カナ） VARCHAR2(80)
１７ 著者名２（漢字） VARCHAR2(80)

１８ 著者名３（半角カナ） VARCHAR2(40)    どちらかで良い
１９ 著者名３（全角カナ） VARCHAR2(80)
２０ 著者名３（漢字） VARCHAR2(80)

２１ 内      容 VARCHAR2(2000)存在すればで良い

２２ 巻数 VARCHAR2(8) ｷｬﾗｸﾀタイプ 例） １巻
○ ２３ 発売日 DATE 西暦  例）19980301
２４ 判型 VARCHAR2(20) ｷｬﾗｸﾀタイプ  例） Ｂ６判
２５ 頁 NUMBER(5) 例） 200

○ ２６ 定価 NUMBER(10) 例） 1680
○ ２７ 本体価 NUMBER(10) 例） 1600
○ ２８ 親・子区分（セット、全集）VARCHAR2(1)  親：０    子：１ 
○ ２９ 子の時、親のＩＳＢＮ VARCHAR2(13)
○ ３０ 作成日 DATE 西暦  例）20051121
３１ 予備1 雑誌の時、発行日 DATE 西暦  例）19980301
３２ 予備2 雑誌の時、発行形態 VARCHAR2(20) 週刊、月刊、隔月刊
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②  削除データ　（差分）

項番 項目名 サイズ 説    明

０１ ＩＳＢＮ VARCHAR2(13) －なしの１３桁
または雑誌バックナンバーコード

０２ 作成日 DATE 西暦  例）20051121

③  在庫データ　（変更分置換）

項番 項目名 サイズ 説    明

０１ ＩＳＢＮ VARCHAR2(13) －なしの１３桁
または雑誌バックナンバーコード

０２ 在庫ステータス　　＊１ NUMBER(2)
０３ 調整フラグ　　　　＊２ NUMBER(2)
０４ 作成日 DATE 西暦  例）20051121
０５ ステータス NUMBER(2) 新出版ネットワーク在庫ステータス

＊1  在庫表示について：在庫のステータスを入れる。
        １  ：    在庫あり

         ２  ：    在庫なし
＊２  出庫の調整をします。
        ０  ：    調整なし
        １  ：    補充は１日３冊まで、客注は１日９冊まで
        ２  ：    補充は１日５冊まで、客注は１日９冊まで
        ３  ：    補充は１日７冊まで、客注は１日９冊まで
        ９  ：    補充は無し、客注のみ１日３冊まで

④  出荷データ　（発生分）

項番 項目名 サイズ 説    明

０１ 出荷日 DATE 西暦  例）20051121
０２ 受注ＩＤ NUMBER(8) 受注番号
０３ 個数 NUMBER(5) 出荷冊数
０４ ＩＳＢＮ          VARCHAR2(13) －なしの１３桁

または雑誌バックナンバーコード
０５ 作成日 DATE 西暦  例）20051121
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⑤  倉庫会社－倉庫支社－版元  対応データ　（全件置換）

項番 項目名 サイズ 説    明

０１ 倉庫会社コード VARCHAR2(4)
０２ 倉庫支社コード VARCHAR2(4) ない場合は０００１
０３ 版元コード VARCHAR2(4) 取次取引コード
０４ 版元名（半角カナ） VARCHAR2(５０)五十音順用
０５ 版元名（全角） VARCHAR2(５０)
０６ 作成日 DATE 西暦  例）20051121

⑥  版元－帳合取次 対応データ　（全件置換）

項番 項目名 サイズ 説    明

０１ 版元コード VARCHAR2(4) 取次取引コード
０２ 取次ｺーﾄ゙ VARCHAR2(3) 取協コード 例）101 ﾄーﾊﾝ
０３ 作成日 DATE 西暦  例）20051121
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※ 出荷明細について
出荷作業時に、商品とともに送付する出荷明細には、受注データ内にある「書店名」ではな
く取次にて使用されている「取次書店名」を優先して印字するようにしてください。（＊１）
また、印字する作業コードは、受注データ内にある「作業コード」を優先して印字するように
してください。（＊２）
取次が使用する書店名と受注データの書店名が異なる場合、また、書店指定の作業コード
を使用しない場合は、取次・書店でのトラブルの原因となります。
（その他、出荷明細以外でも、書店名・作業コードを記載し、商品と同送する印刷物がある
場合には同様の対応を行ってください。）

⑦  受注データ　（発生分）

・客注は、１受注 ＩＤ １レコードです。
 ・補充は、１受注 ＩＤ 複数レコードの場合が有ります。

  ただし、ＩＳＢＮは重複しません。（つまり 受注ＩＤとＩＳＢＮがキーとなります。）

     ヘツダ部
項番 項目名 サイズ 説    明

０１ レコード区分 VARCHAR2(3) ”ＨＥＤ”
０２ Ｓ－ＢＯＯＫ処理日 DATE 西暦  例）20051121
０３ センター処理日 DATE 西暦  例）20051121

    データ部
項番 項目名 サイズ 説    明

０１ レコード区分 VARCHAR2(3) ”ＤＡＴ”
０２ 倉庫会社コード VARCHAR2(4)
０３ 倉庫支社コード VARCHAR2(4) ない場合は０００１
０４ 版元コード VARCHAR2(4) 取次取引コード
０５ 受注区分 VARCHAR2(1) ０：補充   １：客注
０６ 受注 ＩＤ NUMBER(8) 受注番号
０７ 共有書店コード VARCHAR2(6)
０８ ＩＳＢＮコード VARCHAR2(13) －なしの１３桁

または雑誌バックナンバーコード
０９ 受注部数 NUMBER(5)
１０ 個人情報（住所） VARCHAR2(120) 空白
１１ 個人情報（氏名） VARCHAR2(40) 客注氏名
１２ 個人情報（電話番号） VARCHAR2(13) 客注Ｎｏ 等
１３ 受注日 DATE 西暦  例）20051121
１４ 受注時刻 ＴＩＭＥ HHMMSS
１５ 雑誌フラグ VARCHAR2(1) ０：書籍   １：雑誌
１６ 取次コード VARCHAR2(3) 取協コード 例）101 ﾄーﾊﾝ
１７ 取次書店コード VARCHAR2(8)
１８ 書店名　　　　　　＊１ VARCHAR2(40)
１９ 番線 VARCHAR2(8)
２０ 作業コード　　　　＊２ VARCHAR2(8)
２１ 取次出版ＶＡＮフラグ VARCHAR2(1) ０：対象外　１：対象

      トレイラ部
項番 項目名 サイズ 説    明

０１ レコード区分 VARCHAR2(3) ”ＴＲＬ”
０２ 受注件数 NUMBER(8) データレコードの総件数
０３ 受注部数 NUMBER(8) データレコードの総受注部数
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４． ＦＴＰファイル送受信手順
４．１．ＦＴＰ送受信方法について
共同ネットセンターでは２パターンのファイル送受信に対応しております。

①チェックテキストを使用しないデータのみの送受信
ＦＴＰサーバのファイル存在確認での送受信となります。
注）ＦＴＰファイルの削除やセンターのデータ取込洩れ（ファイル存在
確認）などの確認が必要となります。

②チェックテキスト使用した送受信
倉庫会社様、センター共にチェックファイルを使用することで、お互い
の処理終了を確認しあうことが出来ます。
これにより、アップロード・ダウンロードされた各種ファイルの信頼性
を高めます。

チェックテキストとは
ＦＴＰ送受信ファイルの作業完了状態を記録するファイルで、必ずファ
イル送受信時に更新し、ＦＴＰにアップロードします。
（チェックテキストは各送受信ファイル毎に用意されます。「Ｃ．ＦＴ
Ｐファイル対応表」を参照下さい。）

ファイルの内容（センター、倉庫共通）
“0” ・・・ 相手側がダウンロード済みの状態であること
を表します。（新しいファイルのアップロード可能状態である）
“1” ・・・ 相手側がアップロード済みの状態であること
を表します。（新しいファイルのダウンロード可能状態である）

倉庫、センター共に、このファイルの作業状態を確認し、それに伴う処
理を行います。

・アップロード時に、内容が“0”であれば、ダウンロード済み
なのでアップロード可能
内容が“1”であれば、ダウンロード未なので、別名にしてアッ
プロード。
・ダウンロード時に、内容が“1”であれば、アップロード済み
なのでダウンロード可能
内容が“0”であれば、アップロード未なので、ダウンロード不
可。

※アップロード時ファイル存在・チェックテキストダウンロード未の場合
チェックテキストを使用しない場合の対象ファイル存在時、または、チェックテキスト使用時の
内容“1”（ダウンロード未）の場合には、別名（ファイル名後に日付時間を付加）にして、アップ
ロードを実行を行い、センターにご連絡下さい。
同様に、センター側から受注ファイルのアップロードが出来ない場合には、メールにてご連絡、
ファイルを添付配信いたします。
メール内容に関しましては、「４．２．倉庫会社に送られる結果メール」を参照してください。
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Ａ．チェックテキスト未対応パターン
・ファイルアップロード（ＰＵＴ）

対象ファイル各種（①～⑥）ＰＵＴ時にチェックテキストを使用せずにファイルアップロードを行うことも可能となります。
チェックテキストを使用しないことでデータ取込洩れのチェックがより一層必要となりますのでご注意ください。

①対象となるファイルの存在確認
・対象ファイルが存在しない。 ・対象ファイルが存在する。

③対象のファイルに現在日時を付加しアップロード

・ＰＵＴファイル（①～⑥）
例）shoshi.csv+日付時間

※現在日時を付加してアップロードした旨を電話にてセンターにご連絡ください。

②対象ファイルのアップロード

・ＰＵＴファイル（①～⑥）
例）shoshi.csv

※ 共同ネットセンターで行われた処理結果は各倉庫会社の担当者様宛てにメールでご連絡します。（結果メール内容Ａ）
※ データのＰＵＴがタイムスケジュールより遅れた場合には電話にてセンターにご連絡ください。

遅れ分データのＳ－ＢＯＯＫへの反映は翌日となります。（翌日分のデータと共にＳ－ＢＯＯＫへ反映されます）

倉庫会社処理内容 共同ネットセンター（ＦＴＰサーバ）

アップロード

アップロード

・ファイルダウンロード（ＧＥＴ）

対象ファイル（⑦）ＧＥＴ時にチェックテキストを使用せずにファイルダウンロードを行うことも可能となります。
チェックテキストを使用しないことで重複データのチェックがより一層必要となりますのでご注意ください。

①対象となるファイルの存在確認
・対象ファイルが存在する。 ・対象ファイルが存在しない。

③対象のファイルが存在しない旨を電話にてセンターへお知らせください。

②対象ファイルのダウンロード
※ダウンロード後、必ず対象のファイルをＦＴＰサーバより削除して下さい。

ファイルを削除して無い場合、センターより次回以降の受注ファイルをアップロードできません。

・ＧＥＴファイル（⑦）
例）juchu.csv

※センター側にて、受注ファイルがアップロードできない場合は、その旨をメールにて担当者へご連絡します。（結果メール内容Ｃ）

※ 共同ネットセンターで行われた処理結果は各倉庫会社の担当者様宛てにメールでご連絡します。（結果メール内容Ｂ）
※ ＦＴＰフォルダ内にバックアップ用のフォルダを用意し、日々受注データのバックアップを保存します。（保存名は受注ファイル名＋日付時間）

共同ネットセンター（ＦＴＰサーバ）倉庫会社処理内容

ダウンロード
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Ｂ．チェックテキスト対応パターン
・ファイルアップロード（ＰＵＴ）

対象ファイル各種（①～⑥）ＰＵＴ時にチェックテキストをダウンロードし、確認を行うことでセンターの取込が完了していることを確認します。
チェックテキストを使用して頂くことで、ＰＵＴデータの上書による前回データの紛失、センターの取込洩れを事前に防ぐことが可能となります。

①対象となるチェックテキストのダウンロード
※チェックテキストと対象ファイルの関係は「Ｃ．ＦＴＰファイル対応表」を参照

・チェックテキスト（①～⑥）
例）01chk.txt

②チェックテキストの内容確認
チェックテキストの内容が送信可能状態（"0"）であるかを確認

・"0"である。 ・"0"でない。

⑤対象のファイルに現在日時を付加しアップロード

・ＰＵＴファイル（①～⑥）
例）shoshi.csv+日付時間

※現在日時を付加してアップロードした旨を電話にてセンターにご連絡ください。

③対象ファイルのアップロード

・ＰＵＴファイル（①～⑥）
例）shoshi.csv

④チェックテキストの内容を送信済みの状態（"1"）に修正し、アップロード
※チェックテキストの内容が送信済み（"1"）で無い場合、センターより対象ファイルのダウンロードができません。

・チェックテキスト（①～⑥）
例）01chk.txt

※ 共同ネットセンターで行われた処理結果は各倉庫会社の担当者様宛てにメールでご連絡します。（結果メール内容Ａ）
※ データのＰＵＴがタイムスケジュールより遅れた場合には電話にてセンターにご連絡ください。

遅れ分データのＳ－ＢＯＯＫへの反映は翌日となります。（翌日分のデータと共にＳ－ＢＯＯＫへ反映されます）

倉庫会社処理内容 共同ネットセンター（ＦＴＰサーバ）

ダウンロード

アップロード

アップロード

アップロード

・ファイルダウンロード（ＧＥＴ）

ファイルアップロードと同様、対象ファイル（⑦）ＧＥＴ時にチェックテキストをダウンロードし、確認を行うことで
同一のファイルのダウンロードを防止、重複データの作成を防ぐことが可能となります。

①対象となるチェックテキストのダウンロード
※チェックテキストと対象ファイルの関係は「Ｃ．ＦＴＰファイル対応表」を参照

・チェックテキスト（⑦）
例）07chk.txt

②チェックテキストの内容確認
チェックテキストの内容が取込可能状態（"1"）であるかを確認

・"1"である。 ・"1"でない。

⑤対象のファイルダウンロードを中止し、ダウンロード出来ない旨を電話にてセンターへお知らせください。

③対象ファイルのダウンロード
※ダウンロード後、必ず対象のファイルをＦＴＰサーバより削除して下さい。

・ＧＥＴファイル（⑦）
例）juchu.csv

④チェックテキストの内容を取込済みの状態（"0"）に修正し、アップロード
※チェックテキストの内容が取込済み（"0"）では無い場合、センターより次回以降の受注ファイルをアップロードできません。

・チェックテキスト（⑦）
例）07chk.txt

※センター側にて、受注ファイルがアップロードできない場合は、その旨をメールにて担当者へご連絡します。（結果メール内容Ｃ）

※ 共同ネットセンターで行われた処理結果は各倉庫会社の担当者様宛てにメールでご連絡します。（結果メール内容Ｂ）
※ ＦＴＰフォルダ内にバックアップ用のフォルダを用意し、日々受注データのバックアップを保存します。（保存名は受注ファイル名＋日付時間）

倉庫会社処理内容 共同ネットセンター（ＦＴＰサーバ）

ダウンロード

アップロード

ダウンロード
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Ｃ．FTPファイル対応表

No. 処理対象 処理区分 対象ファイル名 チェックテキスト

① 書誌データファイル ＰＵＴ shoshi.csv 01chk.txt

② 削除データファイル ＰＵＴ saku.csv 02chk.txt

③ 在庫データファイル ＰＵＴ zaiko.csv 03chk.txt

④ 出荷データファイル ＰＵＴ shuttuka.csv 04chk.txt

⑤ 倉庫会社-倉庫支社-版元対応データファイル ＰＵＴ souko-hanmoto.csv 05chk.txt

⑥ 版元-取次対応データファイル ＰＵＴ hanmoto-toritugi.csv 06chk.txt

⑦ 受注データファイル ＧＥＴ juchu.csv 07chk.txt
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４．２．倉庫会社に送られる結果メール

センターシステムより、ＦＴＰへファイルのＰＵＴ、ＧＥＴが行われた場合に、倉庫会社
担当者様へ下記のメールを送信します。

Ａ．取込結果メール

センターシステムにてＣＳＶデータを取り込んだ結果を各倉庫会社の担当者様に送信します。

件名：□□□□様 20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 □□データ取込結果の通知です

内容

取込結果 取込レコード総件数＝ＸＸＸＸＸＸＸ エラー件数＝ＸＸＸＸＸＸＸ でした。

※ エラーは「倉庫会社」と「版元」のマッチングが出来なかった場合になど、センターに未登録の

データがあった場合などに発生します。

・書誌データ ⇒ 倉庫会社-版元対応データと対応しない。

・在庫データ ⇒ ＩＳＢＮ-版元と対応しない。（書誌データ不一致）

・出荷データ ⇒ 受注データの受注ID、ＩＳＢＮと対応しない。

の三点が考えられます。

エラーとなったデータはシステムにて保留され、翌日以降に送られてくるデータと共に処理されます。

「倉庫会社-倉庫支社-版元対応」や「書誌データ」などが倉庫会社様より提供が行われ

対応するデータが見つかった場合に通常のデータと同様に処理が行われます。

件名：□□□□様 20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 □□データ取込結果の通知です

内容

取込結果 ダウンロードファイルが存在しない。またはダウンロード不可能状態でした 。
ファイルのアップロード状況をご確認下さい

※ データをアップしたにも関わらずこちらのメッセージが送信された場合は、ＦＴＰサーバーのデータの状況をご確認下さい。

・ＦＴＰサーバー内にデータが残っている

【パターン１】 取込むＣＳＶデータが存在する場合

【パターン２】 取込むＣＳＶデータが存在しない場合

・ＦＴＰサーバー内にデータがない ⇒ チェックテキストのみ更新されデータはアップされていない可能性があります。

・ＦＴＰサーバー内にデータが日付付になっている
⇒ チェックテキストが更新されていない可能性があります。
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Ｂ．送信結果メール

センターシステムにて受注データをアップロードした結果を各倉庫会社の担当者様に送信します。

件名：□□□□様 20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 受注データ送信結果の通知です

内容

送信結果 送信レコード件数＝XXXXXXX でした。

Ｃ．送信出来なかった場合の結果メール

センターシステムにて受注データのアップロードが出来ない場合に各倉庫会社の担当者様に送信します。

※メールには今回アップロードする予定であったファイルを添付いたします。

件名：□□□□様 20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 受注データ送信結果の通知です

内容

前回送信したデータが未取込のままになっています。添付ファイルにより今回分を送信します。

送信結果 送信レコード件数＝XXXXXXX でした。

添付ファイル

ファイル名「juchu.csv」に日付時間を付加したファイル

『juchu.csvYYYYMMDDHHMMSS』
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