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1 はじめに 

1.1 目的 

本書は、楽天カードが提供するマルチ決済サービスで提供するWEBサービスを利用して加盟店アプリケーションを開発するためのドキュメントで

す。 

 

1.2 用語の説明 

本ドキュメントで使用される用語について、以下の表で説明します。 

用語 意味 

オーソリ カード会社へショップ側がそのカードの利用を認めても良いか承認を得る行為。利用カードの有効性を確認し

、有効な場合、取引金額（購入金額）分の与信枠の空きがあるかを確認。空きがある場合、当該金額相当分を

確保し、承認番号を取得する。 

オーソリOK オーソリの結果、カード会社から承認番号が発行された状態。 

オーソリNG オーソリの結果、カード会社から承認番号が発行されなかった状態。 

オーソリエラー ネットワーク障害、カード番号の不備等により、カード会社にオーソリ情報を送信できなかった状態。 

売上 クレジットカード会社に対し、クレジット売上請求を送信すること。 

売上一部取消 クレジットカード会社に対し、クレジット売上請求額の一部を取り消す依頼を送信する。 

アプリケーション WEBサービスを利用するプログラム。 

収納依頼（コンビニ） コンビニ決済するための収納番号を発番依頼すること。 

収納依頼（ペイジー） ペイジー決済するための収納情報を発番依頼すること。 

電子マネー決済 iD決済 ・ 楽天Edy決済 するための決済登録依頼すること。 

会員ＩＤ決済 事前に登録された会員情報を利用して決済する。 

 

1.3 前提条件 

1.3.1 WEBサービス動作環境 

 WEBサービスは、楽天カード（決済代行会社）サーバと https通信が可能な環境が必要となります。 
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1.4 WEBサービスの導入方法 

1.4.1 実装時の考慮点 

 受注番号 

 受注番号は、店舗様にて発番して下さい。また、マルチ決済サービスでは、受注番号で取引を一意とします。そのため、同一の受注番号で、 

以下の処理を重複して依頼することは出来ません。 

  ・カード有効性チェック 

  ・オーソリ 

  ・収納依頼（コンビニ決済） 

  ・収納依頼（ペイジー決済） 

  ・決済依頼（電子マネー決済） 

  ・会員 ID利用カード有効性チェック 

  ・会員 ID利用オーソリ 

 

 会員 ID 

 会員 IDは、店舗様にて発番して下さい。また、マルチ決済サービスでは、会員 IDで購入者様を一意とします。 

 

 取引状況の確認について 

 マルチ決済サービスでは、店舗様の取引を決済ステータスで管理します。 

 依頼処理の結果を取得できなかった場合等、店舗様の決済ステータスと楽天カードマルチ決済サービスシステム内の決済ステータスに差異

が発生する可能性があるため、依頼処理実施後は、照会処理を実施して最新の決済ステータスを取得することを推奨します。 

通常は、依頼結果と照会結果の決済ステータスは同一です 

売上一部取消実施後は、決済ステータスだけでなく売上金額も取得することを推奨します。取消後の売上額に差異がないことをご確認ください。 
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2 WEBサービス接続仕様 

WEBサービスへの接続は、以下の仕様に沿って実装して下さい。 

 

2.1 WEBサービス認証方法 

 WEBサービスでは、httpの Basic認証を利用します。 

 認証に必要なユーザ ID/Password は、マルチ決済サービスで店舗様に提供する画面のユーザ管理機能で作成可能です。 

 

 Basic認証 

 httpの Authorizationヘッダに、base64エンコードされた単一のコロン (":") 文字にて区切られたユーザ ID と Passwordの文字列を

送信する。 

  例 user:pass を base64 した結果が QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==とする。 

   

    

 

Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 
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2.2 機能一覧と実行方法 

各機能は、以下の表で示す URIにリクエストすることで実現できます。 

 [BASE URI]= https://payment.rakuten-card.co.jp:9480/gh-ws/1.0/storecd/[店舗コード] 

 ※[店舗コード]：楽天カード（決済代行会社）が発番する番号（10桁） 

No 決済方法 機能 URI 
http 

method 
Request Response 

1 カード カード有効性チェック [BASE URI]/card/OrderNo/[受注番号]/Check POST reqCard.xml resCard.xml 

2  オーソリ [BASE URI]/card/OrderNo/[受注番号]/Auth POST reqCard.xml resCard.xml 

3  オーソリ取消 [BASE URI]/card/OrderNo/[受注番号]/AuthCan POST - resCard.xml 

4  売上 [BASE URI]/card/OrderNo/[受注番号]/Sales POST - resCard.xml 

5  売上取消 [BASE URI]/card/OrderNo/[受注番号]/SalesCan POST - resCard.xml 

6  売上一部取消 [BASE URI]/card/OrderNo/[受注番号]/SalesPartCan POST 
reqCardSalesPartCa

n.xml 
resCard.xml 

7  取引照会 [BASE URI]/card/OrderNo/[受注番号] GET - resCardInquiry.xml 

8 コンビニ 収納依頼 [BASE URI]/cnv/Multi/OrderNo/[受注番号]/Req POST reqCnvMulti,xml resCnvMulti.xml 

9  収納取消 [BASE URI]/cnv/Multi/OrderNo/[受注番号]/Can POST - resCnvMulti.xml 

10  取引照会 [BASE URI]/cnv/Multi/OrderNo/[受注番号] GET - resCnvMultiInquiry.xml 

11 ペイジー 収納依頼 [BASE URI]/pay-easy/OrderNo/[受注番号]/Req POST reqPayEasy.xml resPayEasy.xml 

12  取引照会 [BASE URI]/pay-easy/OrderNo/[受注番号] GET - resPayEasyInquiry.xml 

13 電子マネー 決済依頼 [BASE URI]/e-money/OrderNo/[受注番号]/Req POST reqE-Money.xml resE-Money.xml 

14 決済 iD入金取消 [BASE URI]/e-money/OrderNo/[受注番号]/iDSalesCan GET - resE-Money.xml 

15  取引照会 [BASE URI]/e-money /OrderNo/[受注番号] GET - resE-MoneyInquiry.xml 

16 会員 ID決済 会員情報登録 [BASE URI]/mｅｍｂｅｒ/Regist POST reqMid.xml resMid.xml 

17  会員情報変更 [BASE URI]/mｅｍｂｅｒ/Update POST reqMid.xml resMid.xml 

18  会員情報照会 [BASE URI]/mｅｍｂｅｒ POST ｒeｑMidInquiry.xml resMidInquiry.xml 

19  
会員 ID 利用カード有効

性チェック 
[BASE URI]/mｅｍｂｅｒ/Check POST reqMidCard.xml resMidCard.xml 

20  会員 ID利用オーソリ [BASE URI]/mｅｍｂｅｒ/OrderNo/[受注番号]/Auth POST reqMidCard.xml resMidCard.xml 

21  
会員 ID 利用３Ｄ認証可

否確認 
[BASE URI]/mｅｍｂｅｒ/OrderNo/[受注番号]/Auth3d POST reqMidAuth3d.xml resMidAuth3d.xml 

22  継続課金情報登録 [BASE URI]/mｅｍｂｅｒ/Continue POST reqMidContinue.xml resMidContinue.xml 

23  会員情報削除 [BASE URI]/mｅｍｂｅｒ/Delete POST ｒeｑMidDelete.xml  resMidDelete.xml 

         ※[受注番号]：店舗で発番する、取引を一意に識別する番号（半角英数、半角記号（- . _ ）） 

※加盟店サーバより、各機能 URIに対して XMLデータを送信します。MIME タイプは以下の設定を指定します。 

“Content-Type” に “application/xhtml+xml; charset=UTF-8” を指定 
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2.3 カード決済 

2.3.1 reqCard.xml（カード有効性チェック） 

カード有効性チェックのリクエスト時に、以下の xml形式に従って電文を送る。 

エレメントタグ 
必

須 
属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Auth> オーソリ情報 

  <Order> 注文情報 

   <ItemCd> 
 半角英数字 

3バイト固定 商品コード 

※コード定義参照 

   <ItemName>  全半角文字 44バイト以下 商品名 

   <OrderYMD> 
 半角数字 

8バイト固定 注文年月日 ※当日以前 

(yyyymmdd) 

   <SalesAmount>  
半角数字 

7バイト以下 売上金額 

※0円以上 9,999,999円以下 

   <TaxCarriage>  
半角数字 

7バイト以下 税送料 

※税送料を設定しない場合 0を設定 

   <FreeData>  半角英数記号 

（- . _ ） 

32バイト以下 任意設定項目 

   <ClientName>  全角文字 40バイト以下 購入者名 ※全角文字である 

   <MailAddress> 

△ 半角英数字 

100バイト以下 購入者メールアドレス 

※メール送信する場合必須 

※メールアドレス形式であること 

   <MailSend> 
○ 半角数字 

1バイト固定 メール送信フラグ 

※コード定義参照 

  <Card> カード情報 

   <CardNo> 
○ 半角数字 

13バイト以上 

16バイト以下 

カード番号 

   <CardLimit> 
○ 半角数字 

4バイト固定 カード有効期限 

(yymm) 

   <CardHolderName>  英数大文字記号 

( . / - [SPACE] ) 

42バイト以下 カード名義人 
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   <PayKindCd>  
半角数字 

2バイト以下 支払区分コード 

※コード定義参照 

   <PayCount> 

△ 半角数字 

2バイト以下 支払回数 

※支払区分コードが「61：分割」の場合に必須 

※コード定義参照 

   <SecureKind> 
○ 半角数字 

1バイト固定 セキュリティ認証方式 

※コード定義参照 

  <SecureCd> セキュリティコード認証 

※CVV2/CVC2/CAV2/4DBC を利用する場合に設定 

   <Code> 
△ 半角数字 

3バイト以上 

4バイト以下 

セキュリティコード 

  <Secure3D> 3D セキュア認証項目 

※３D セキュア認証を利用する場合に設定 

   <Mvn> △ 半角英数字 10バイト固定 メッセージバージョンナンバ 

   <Xid> △ 半角英数字 28バイト固定 トランザクション ID 

   <Ts> △ 半角英数字 1バイト固定 トランザクションステータス 

   <ECI> △ 半角英数字 2バイト固定 ECI 

   <CAVV> △ 半角英数字 28バイト固定 CAVV 

   <CavvAlgorithm> △ 半角英数字 1バイト固定 CAVV アルゴリズム 

   <CardNo> 
△ 半角英数字 

13バイト以上 

16バイト以下 

カード番号 
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2.3.2 reqCard.xml(オーソリ依頼) 

オーソリ依頼のリクエスト時に、以下の xml形式に従って電文を送る。 

エレメントタグ 
必

須 
属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Auth> オーソリ情報 

  <Order> 注文情報 

   <ItemCd> 
 半角英数字 

3バイト固定 商品コード 

※コード定義参照 

   <ItemName>  全半角文字 44バイト以下 商品名 

   <OrderYMD> 
○ 半角数字 

8バイト固定 注文年月日 ※当日以前 

(yyyymmdd) 

   <SalesAmount> ○ 
半角数字 

7バイト以下 売上金額 

※1円以上 9,999,999円以下 

   <TaxCarriage>  
半角数字 

7バイト以下 税送料 

※税送料を設定しない場合 0を設定 

   <FreeData>  半角英数記号 

（- . _ ） 

32バイト以下 任意設定項目 

   <ClientName> ○ 全角文字 40バイト以下 購入者名 ※全角文字である 

   <MailAddress> 

△ 半角英数字 

100バイト以下 購入者メールアドレス 

※メール送信する場合必須 

※メールアドレス形式であること 

   <MailSend> 
○ 半角数字 

1バイト固定 メール送信フラグ 

※コード定義参照 

  <Card> カード情報 

   <CardNo> 
○ 半角数字 

13バイト以上 

16バイト以下 

カード番号 

   <CardLimit> 
○ 半角数字 

4バイト固定 カード有効期限 

(yymm) 

   <CardHolderName> ○ 英数大文字記号 

( . / - [SPACE] ) 

42バイト以下 カード名義人 

   <PayKindCd> ○ 
半角数字 

2バイト以下 支払区分コード 

※コード定義参照 
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   <PayCount> 

△ 半角数字 

2バイト以下 支払回数 

※支払区分コードが「61：分割」の場合に必須 

※コード定義参照 

   <SecureKind> 
○ 半角数字 

1バイト固定 セキュリティ認証方式 

※コード定義参照 

  <SecureCd> セキュリティコード認証 

※CVV2/CVC2/CAV2/4DBC を利用する場合に設定 

   <Code> 
△ 半角数字 

3バイト以上 

4バイト以下 

セキュリティコード 

  <Secure3D> 3D セキュア認証項目 

※３D セキュア認証を利用する場合に設定 

   <Mvn> △ 半角英数字 10バイト固定 メッセージバージョンナンバ 

   <Xid> △ 半角英数字 28バイト固定 トランザクション ID 

   <Ts> △ 半角英数字 1バイト固定 トランザクションステータス 

   <ECI> △ 半角英数字 2バイト固定 ECI 

   <CAVV> △ 半角英数字 28バイト固定 CAVV 

   <CavvAlgorithm> △ 半角英数字 1バイト固定 CAVV アルゴリズム 

   <CardNo> 
△ 半角英数字 

13バイト以上 

16バイト以下 

カード番号 
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2.3.3 reqCardSalesPartCan.xml(売上一部取消依頼) 

売上一部取消依頼のリクエスト時に、以下の xml形式に従って電文を送る。 

エレメントタグ 
必

須 
属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <SalesPartCan> 売上一部取消情報 

  <Order> 注文情報 

   <SalesAmountCanc

ellation> 
○ 半角数字 

7バイト以下 取消売上金額  ※正の数で指定する 

   <TaxCarriageCanc

ellation> 
 半角数字 

7バイト以下 取消税送料  ※正の数で指定する。指定され

ない場合は 0 として扱う。 

 

売上一部取消のチェック 

チェック項目 チェック内容 

決済ステータス 「売上確定」または「売上一部取消」の受注のみ売上一部取消できます。 

取消期限 売上を実施してから 1年経過するまで売上一部取消できます。 

取消回数 回数の制限はありません。1 受注に対して複数回売上一部取消できます。 

支払区分 「一括払い」の受注のみ売上一部取消できます。 

取消売上金額 売上金額以内である必要があります。売上金額を超過して取り消すことはできません。 

取消税送料 税送料以内である必要があります。税送料を超過して取り消すことはできません。 

売上一部取消した受注は、売上取消できなくなります。 

売上一部取消後に残った売上額を全額取り消したい場合は、売上一部取消を行ってください。 

(売上額 10,000円の受注に対して 売上一部取消で 3,000円取り消した後に 残りの 7,000円を取り消したい場合は、 

7,000円の売上一部取消を行ってください。) 
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2.3.4 resCard.xml 

カード有効性チェック、オーソリ、オーソリ取消、売上、売上取消、売上一部取消、取引照会（ステータス）のレスポンスは、以下の xml形式の電文

を取得する。 

エレメントタグ 属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <BizClassCd> 
半角英数字 

2バイト以下 業務分類コード 

※コード定義参照 

  <Storecd> 半角数字 10バイト以下 店舗コード 

 <Result> 結果情報 

  <SettlementInfo> 決済情報 

   <OrderNo> 半角英数字 32バイト以下 受注番号 

   <Status> 
半角英数字 

3バイト以下 決済ステータス 

※コード定義参照 

   <PublicTranId> 半角英数字 25バイト以下 トランザクション ID 

   <AheadComCd> 
半角英数字 

7バイト以下 仕向先会社コード 

※コード定義参照 

   <ApprovalNo> 半角英数字 7バイト以下 承認番号 

   <CardErrorCd> 
半角英数字 

6バイト以下 カード決済詳細エラーコード 

※エラーコード定義参照 

   <ReqYmd> 
半角英数字 

8バイト以下 依頼年月日 

(yyyymmdd) 

   <CmnErrorCd> 
半角英数字 

6バイト以下 共通エラーコード 

※エラーコード定義参照 
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2.3.5 resCardInquiry.xml 

取引照会のレスポンスは、以下の xml形式の電文を取得する。 

エレメントタグ 属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <Storecd> 半角数字 10バイト以下 店舗コード 

 <Result> 結果情報 

  <Info> 基本情報 

   <EventDate> 
半角英数字 14バイト以下 

取引日時 

(yyyymmddhhmiss) 

   <Status> 
半角英数字 3バイト以下 

決済ステータス 

※コード定義参照 

   <CardErrorCd> 
半角英数字 6バイト以下 

カード決済詳細エラーコード 

※エラーコード定義参照 

   <ApprovalNo> 半角英数字 7バイト以下 承認番号 

   <CmnErrorCd> 
半角英数字 6バイト以下 

共通エラーコード 

※エラーコード定義参照 

  <Order> 注文情報 

   <OrderNo> 半角英数字 32バイト以下 受注番号 

   <ItemName> 全半角文字 44バイト以下 商品名 

   <OrderYMD> 
半角英数字 8バイト以下 

注文年月日 

(yyyymmdd) 

   <SalesAmount> 半角数字 7バイト以下 売上金額 

   <FreeData> 半角英数記号 

（- . _ ） 
32バイト以下 

任意設定項目 

  <ClientInfo> 購入者情報 

   <ClientName> 全半角文字 40バイト以下 購入者名 

 

 

 

 

 

 

<MailAddress> 
半角英数字 100バイト以下 

購入者メールアドレス 

※マスキング 

   <MailSend> 
半角英数字 1バイト以下 

メール送信フラグ 

※コード定義参照 

  <CardInfo> カード情報 
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   <CardNo> 
半角英数字 16バイト以下 

カード番号 

※マスキング 

   <CardLimit> 半角英数字 4バイト以下 カード有効期限(yymm) 

   <CardHolderName> 
半角英数字 42バイト以下 

カード名義人 

 

 

 

 

 

 

<PayKindCd> 
半角英数字 2バイト以下 

支払区分コード 

※コード定義参照 

 

 

 

 

 

 

<PayCount> 
半角数字 2バイト以下 

支払回数 

※コード定義参照 

   <SecureKind> 
半角英数字 1バイト以下 

セキュリティ認証方式 

※コード定義参照 

  <History> 履歴情報※履歴があるだけ繰り返し 

 

 

 

 

 

 

<BizClassCd> 
半角英数字 2バイト以下 

業務分類コード 

※コード定義参照 

 

 

 

 

 

 

<EventDate> 
半角英数字 14バイト以下 

取引日時 

(yyyymmddhhmiss) 

   <SalesAmount> 半角数字 7バイト以下 売上金額 
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2.4 コンビニ決済 

2.4.1 reqCnvMulti.xml 

コンビニ決済の収納依頼のリクエスト時に、以下の xml形式に従って電文を送る。 

※バージョン 2.0より xmlの名称および構成が、1.9以前のバージョンから変更されております。1.9以前のバージョンをご使用だった店舗様は

ご注意ください。 

エレメントタグ 
必

須 
属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <ShunoReq> 収納依頼情報 

  <Order> 注文情報 

   <ItemName> ○ 全半角文字 44バイト以下 商品名 ※全半角スペースのみではない 

   <OrderYMD> 
○ 半角数字 8バイト以下 

注文年月日 ※当日以前 

（yyyymmdd） 

   <SalesAmount> ○ 半角数字 6バイト以下 注文金額 ※1 円以上 299,999 円以下 

   <TmnyAutoFlg> 
○ 半角数字 1バイト以下 

手数料自動加算フラグ 

※コード定義参照 

   <DueDate> 
○ 半角数字 8バイト以下 

支払期限 ※当日以降 

（yyyymmdd） 

   <PayType> 
○ 半角数字 1バイト以下 

コンビニ支払い方法 

※コード定義参照 

   <FreeData> 
 

半角英数記号 

（- . _ ） 
32バイト以下 

任意設定項目 

  <ClientInfo> 購入者情報 

   <ClientName> ○ 全角文字 40バイト以下 購入者名 ※全半角スペースのみではない 

   <Tel> ○ 半角数字 11バイト以下 購入者電話番号 

   <MailAddress> 
△ 半角英数字 100バイト以下 

購入者メールアドレス 

※メールを送信する場合必須 

   <MailSend> 
○ 半角数字 1バイト以下 

メール送信フラグ 

※コード定義参照 

   <Retry> 
○ 半角数字 1バイト以下 

自動リトライフラグ 

※コード定義参照 
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2.4.2 resCnvMulti.xml 

コンビニ決済の収納依頼／収納取消のレスポンスは、以下の xml形式の電文を取得する。 

※バージョン 2.0より xmlの名称および構成が変更されております。1.9以前のバージョンをご使用だった店舗様はご注意ください。 

エレメントタグ 属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <Storecd> 半角数字 10バイト以下 店舗コード 

 <Result> 結果情報 

  <Shuno> 収納情報 

   <OrderNo> 半角英数記号 

（- . _ ） 

32バイト以下 受注番号 

   <Status> 
半角数字 

3バイト以下 決済ステータス 

※コード定義参照 

   <EventDate> 
半角数字 

14バイト以下 取引日時 

(yyyymmddhhmiss) 

   <OshiharaiNoURL> 半角英数字 256バイト以下 お支払番号 URL 

   <CmnErrorCd> 
半角数字 6バイト以下 

共通エラーコード 

※エラーコード定義参照 

  <CnvInfo> コンビニ情報※1   

   <CnvKind> 
半角数字 

3バイト以下 コンビニ種別 

※コード定義参照 

   <ShunoNo> 半角数字 13バイト以下 収納番号 

   <HaraikomihyoURL

> 
半角英数字 

256バイト以下 払込票 URL 

 

   <ShunoStatus> 半角数字 3バイト以下 収納ステータス 

   ※２   ※コード定義参照 

※ 1・・・店舗様がご利用いただけるコンビニ種別分、コンビニ情報が返却されます。 

※ 2・・・コンビニ種別毎の処理ステータスが設定されます。コード体系は決済ステータスと同様です。 
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2.4.3 resCnvMultiInquiry.xml 

コンビニ決済の取引照会のレスポンスは、以下の xml形式の電文を取得する。 

※バージョン 2.0より xmlの名称および構成が変更されております。1.9以前のバージョンをご使用だった店舗様はご注意ください。 

エレメントタグ 属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <Storecd> 半角数字 10バイト以下 店舗コード 

 <Result> 結果情報 

  <Info> 基本情報 

   <EventDate> 
半角数字 

14バイト以下 取引日時 

(yyyymmddhhmiss) 

   <Status> 
半角数字 

3バイト以下 決済ステータス 

※コード定義参照 

   <OshiharaiNoURL

> 
半角英数字 

256バイト以下 お支払番号 URL 

   <CmnErrorCd> 
半角数字 

6バイト以下 共通エラーコード 

※エラーコード定義参照 

  <Order> 注文情報 

   <OrderNo> 半角英数記号 

（- . _ ） 

32バイト以下 受注番号 

   <ItemName> 全半角文字 44バイト以下 商品名 

   <OrderYMD> 
半角数字 

8バイト以下 注文年月日 

（yyyymmdd） 

   <SalesAmount> 半角数字 6バイト以下 注文金額 

   <DueDate> 
半角数字 

8バイト以下 支払期限 

（yyyymmdd） 

   <PayType> 
半角数字 

1バイト以下 コンビニ支払い方法 

※コード定義参照 

   <FreeData> 半角英数記号 

（- . _ ） 

32バイト以下 任意設定項目 

  <ClientInfo> 購入者情報 

   <ClientName> 全半角文字 40バイト以下 購入者名 
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   <Tel> 半角英数字 11バイト以下 購入者電話番号 

   <MailAddress> 
半角英数字 

100バイト以下 購入者メールアドレス 

※マスキング 

   <MailSend> 
半角数字 

1バイト以下 メール送信フラグ 

※コード定義参照 

   <Retry> 
半角数字 

1バイト以下 自動リトライフラグ 

※コード定義参照 

  <History> 履歴情報 

   <EventDate> 
半角数字 

14バイト以下 取引日時 

(yyyymmddhhmiss) 

   <Status> 
半角数字 

3バイト以下 決済ステータス 

※コード定義参照 

  <CnvInfo> コンビニ情報※1 

   
<CnvKind> 

半角数字 
3バイト以下 コンビニ種別 

※コード定義参照 

   <ShunoNo> 半角数字 13バイト以下 収納番号 

   
<HaraikomihyoU

RL> 
半角英数字 

256バイト以下 決済 URL 

       

   <ShunoStatus> 半角数字 3バイト以下 収納ステータス 

   ※2   ※エラーコード定義参照 

※ 1・・・店舗様がご利用いただけるコンビニ種別分、コンビニ情報が返却されます。 

※ 2・・・コンビニ種別毎の処理ステータスが設定されます。コード体系は決済ステータスと同様です。 
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2.5 ペイジー決済 

2.5.1 reqPayEasy.xml 

収納依頼のリクエスト時に、以下の xml形式に従って電文を送る。 

エレメントタグ 
必

須 
属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <ShunoReq> 収納依頼情報 

  <Order> 注文情報 

   <ItemName> ○ 全半角文字 44バイト以下 商品名 ※全半角スペースのみではない 

   <OrderYMD> 
○ 半角数字 8バイト固定 

注文年月日 ※当日以前 

（yyyymmdd） 

   <SalesAmount> ○ 半角数字 6バイト以下 注文金額 ※1 円以上 999,999 円以下 

   <TmnyAutoFlg> 
○ 半角数字 1バイト固定 

手数料自動加算フラグ 

※コード定義参照 

   <DueDate> 
○ 半角数字 8バイト固定 

支払期限 ※当日以降 

（yyyymmdd） 

   <FreeData> 
 

半角英数記号 

（- . _ ） 
32バイト以下 

任意設定項目 

  <ClientInfo> 購入者情報 

   <ClientName> ○ 全角文字 40バイト以下 購入者名 ※全半角スペースのみではない 

   <ClientNameKana> 
○ 全角カナ 40バイト以下 

購入者名（カナ） 

※全角カナ(全角英数字も可) 

   <Tel> 
○ 半角数字 

9バイト以上 

11バイト以下 

購入者電話番号 

   <MailAddress> 
△ 半角英数字 100バイト以下 

購入者メールアドレス 

※メールを送信する場合必須 

   <MailSend> 
○ 半角数字 1バイト固定 

メール送信フラグ 

※コード定義参照 

   <Retry> 
○ 半角数字 1バイト固定 

自動リトライフラグ 

※コード定義参照 
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2.5.2 resPayEasy.xml 

ペイジー決済の収納依頼のレスポンスは、以下の xml形式の電文を取得する。 

エレメントタグ 属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <Storecd> 半角英数字 10バイト以下 店舗コード 

 <Result> 結果情報 

  <Shuno> 収納情報 

   <OrderNo> 半角英数記号 

（- . _ ） 
32バイト以下 

受注番号 

   <Status> 
半角数字 3バイト以下 

決済ステータス 

※コード定義参照 

   <ReqYmd> 
半角英数字 8バイト以下 

依頼年月日 

(yyyymmdd) 

   <CmnErrorCd> 
半角英数字 6バイト以下 

共通エラーコード 

※エラーコード定義参照 

   <ShunoNo> 半角英数字 13バイト以下 収納番号 

   <URL> 半角英数字 256バイト以下 決済 URL 

   <ShunoAgencyCd> 半角英数字 20バイト以下 収納機関番号 

   <ClientNo> 半角英数字 20バイト以下 お客様番号 

   <KakuninNo> 半角英数字 6バイト以下 確認番号 
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2.5.3 resPayEasyInquiry.xml 

取引照会（詳細）のレスポンスは、以下の xml形式の電文を取得する。 

エレメントタグ 属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <Storecd> 半角数字 10バイト以下 店舗コード 

 <Result> 結果情報 

  <Info> 基本情報 

   <EventDate> 
半角数字 

14バイト以下 取引日時 

(yyyymmddhhmiss) 

   <ShunoNo> 半角数字 14バイト以下 収納番号 

   <URL> 半角英数字 256バイト以下 決済 URL 

   <ShunoAgencyCd> 半角数字 20バイト以下 収納機関番号 

   <ClientNo> 半角数字 20バイト以下 お客様番号 

   <KakuninNo> 半角数字 6バイト以下 確認番号 

   <Status> 
半角数字 

3バイト以下 決済ステータス 

※コード定義参照 

   <CmnErrorCd> 
半角数字 

6バイト以下 共通エラーコード 

※エラーコード定義参照 

  <Order> 注文情報 

   <OrderNo> 半角英数記号 

（- . _ ） 

32バイト以下 受注番号 

   <ItemName> 全半角文字 44バイト以下 商品名 

   <OrderYMD> 
半角数字 

8バイト以下 注文年月日 

（yyyymmdd） 

   <SalesAmount> 半角数字 6バイト以下 注文金額 

   <DueDate> 
半角数字 

8バイト以下 支払期限 

（yyyymmdd） 

   <FreeData> 半角英数記号 

（- . _ ） 

32バイト以下 任意設定項目 

  <ClientInfo> 購入者情報 

   <ClientName> 全角文字 40バイト以下 購入者名 

   <ClientNameKana> 全角カナ 40バイト以下 購入者名（カナ） 
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   <Tel> 半角数字 11バイト以下 購入者電話番号 

   <MailAddress> 
半角英数字 

100バイト以下 購入者メールアドレス 

※マスキング 

   <MailSend> 
半角数字 

1バイト以下 メール送信フラグ 

※コード定義参照 

   <Retry> 
半角数字 

1バイト以下 自動リトライフラグ 

※コード定義参照 

  <History> 履歴情報 

   <EventDate> 
半角数字 

14バイト以下 取引日時 

(yyyymmddhhmiss) 

   <Status> 
半角数字 

3バイト以下 決済ステータス 

※コード定義参照 
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2.6 電子マネー決済 

2.6.1 reqE-Money.xml 

決済依頼のリクエスト時に、以下の xml形式に従って電文を送る。 

エレメントタグ 
必

須 
属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <ShunoReq> 決済依頼情報 

  <Order> 注文情報 

   <ItemName> ○ 全半角文字 44バイト以下 商品名 

   <OrderYMD> 
○ 半角英数字 

8バイト固定 注文年月日 ※当日以前 

（yyyymmdd） 

   <SalesAmount> 

○ 半角数字 

7バイト以下 注文金額 

※iD 決済 1円以上 9,999,999 円以下 

※楽天 Edy 決済 1円以上 50,000 円以下 

   <TmnyAutoFlg> 

△ 半角数字 

1バイト以下 手数料自動加算フラグ 

※iD 決済時、手数料加算不可 

※楽天 Edy 決済時必須 

※コード定義参照 

   <DueDate> 

△ 半角英数字 

8バイト以下 支払期限 ※当日以降 

（yyyymmdd） 

※決済開始メール送信時必須 

   <EmKind> ○ 半角英数字 3バイト固定 電子マネー決済種別 ※コード定義参照 

   <EdyKind> 

△ 半角英数字 

1バイト以下 楽天 Edy取引種別 

※楽天 Edy 決済時必須 

※コード定義参照 

   <Actimin> 

 半角数字 

5バイト以下 処理継続時間(分)指定 

※iD 決済時 10～60で指定 

※最大 86400 分(60 日) 

   <FreeData> 
 

半角英数記号 

（- . _ ） 

32バイト以下 任意設定項目 

   <Termurl> 

△ 半角英数字 

256バイト以下 加盟店戻り URL 

※決済開始メール送信フラグ送信しない場

合設定 
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※iD（0-50 文字）/Cyber Edy(0-256 文字)  

Mobile Edy 設定不要 

※http(s):// より始まる URL 

iD 決済時は https のみ 

       
※iD 決済時は半角英数記号（./-?&%_=） 

   <Retry> 
○ 半角英数字 

1バイト固定 決済リトライフラグ 

※コード定義参照 

  <ClientInfo> 購入者情報 

   <ClientName> ○ 全角文字 40バイト以下 購入者名 

   <Tel> 
○ 半角数字 

9バイト以上 

11バイト以下 

購入者電話番号 

   <MailAddress> 
△ 半角英数字 

100バイト以下 購入者メールアドレス 

※決済開始メール送信フラグ送信時必須 

   <EdyMailAddress> 

△ 半角英数字 

100バイト以下 Mobile Edy メールアドレス 

※決済開始メール送信フラグ送信しない、

Mobile Edy 選択時必須 

   <MailSend> 
○ 半角英数字 

1バイト固定 決済開始メール送信フラグ 

※コード定義参照 
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2.6.2 resE-Money.xml 

電子マネー決済の決済依頼・iD入金取消のレスポンスは、以下の xml形式の電文を取得する。 

エレメントタグ 属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <Storecd> 半角数字 10バイト以下 店舗コード 

 <Result> 結果情報 

  <SettlementInfo> 決済情報 

   <OrderNo> 半角英数記号 

（- . _ ） 

32バイト以下 受注番号 

   <VerboseCd> 

半角数字 

6バイト以下 詳細エラーコード 

※エラーコード定義参照 

※楽天 Edy 決済： Edy 決済詳細エラーコー

ド参照 

   <Status> 
半角数字 

3バイト以下 決済ステータス 

※コード定義参照 

   <EventDate> 
半角数字 

14バイト以下 取引日時 

(yyyymmddhhmiss) 

   <CmnErrorCd> 
半角数字 

6バイト以下 共通エラーコード 

※エラーコード定義参照 

   <URL> 半角英数字 256バイト以下 決済 URL 

  <iD> iD 情報 ※iD 決済時表示 

   <URL> 半角英数字 256バイト以下 接続先 URL 

   <Termurl> 半角英数字 50バイト以下 加盟店戻り URL 

   <Shopid> 半角数字 10バイト以下 ショップ ID 

   <Shoppw> 半角英数字 20バイト以下 ショップパスワード 

   <Ordt> 半角数字 17バイト以下 注文受付日時 

   <Ordno> 半角英数字 50バイト以下 注文番号 

   <Amt> 半角数字 7バイト以下 売上金額 

   <Tax> 半角数字 7バイト以下 税・その他 

   <Paymode> 半角数字 2バイト以下 支払区分 

   <Startmon> 半角数字 2バイト以下 支払開始月 

   <Paycnt> 半角数字 2バイト以下 分割回数 
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   <Iniamt> 半角数字 8バイト以下 初回金額 

   <Bonmo> 半角数字 4バイト以下 ボーナス支払月 

   <Boncnt> 半角数字 1バイト以下 ボーナス回数 

   <Bonamt> 半角数字 8バイト以下 ボーナス支払金額 

   <Actimin> 半角数字 2バイト以下 処理継続時間 

   <Appdisp> 半角英数字 40バイト以下 アプリ表示用任意欄 

   <Optnam> 半角英数字 20バイト以下 加盟店任意欄（項目名） 

   <Optval> 半角英数字 40バイト以下 加盟店任意欄（設定値） 

    <Testflg> 半角数字 1バイト以下 テストフラグ 

  <Edy> 楽天 Edy情報 ※楽天 Edy 決済時表示 

   <URL> 半角英数字 256バイト以下 接続先 URL 

   <Termurl> 半角英数字 50バイト以下 加盟店戻り URL 

   <Ordno> 半角数字 50バイト以下 注文番号 

   <Amt> 半角数字 5バイト以下 支払金額 

   <ReceiptNo> 半角数字 16バイト以下 Edy受付番号 
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2.6.3 resE-MoneyInquiry.xml 

取引照会（詳細）のレスポンスは、以下の xml形式の電文を取得する。 

エレメントタグ 属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <Storecd> 半角数字 10バイト以下 店舗コード 

 <Result> 結果情報 

  <Info> 基本情報 

   <EventDate> 
半角数字 

14バイト以下 取引日時 

(yyyymmddhhmiss) 

   <URL> 半角英数字 256バイト以下 決済開始 URL 

   <VerboseCd> 

半角数字 

6バイト以下 詳細エラーコード 

※エラーコード定義参照 

※iD 決済：カード決済詳細エラーコード参照 

※楽天 Edy 決済： Edy 決済詳細エラーコード

参照 

   <ReceiptNo> 半角数字 16バイト以下 受付番号 ※楽天 Edy決済時 

   <ReceiptDate> 
半角数字 

16バイト以下 受付日時 ※楽天 Edy決済時 

(yyyymmddhhmiss) 

   <Status> 
半角数字 

3バイト以下 決済ステータス 

※コード定義参照 

   <CmnErrorCd> 
半角数字 

6バイト以下 共通エラーコード 

※エラーコード定義参照 

  <Order> 注文情報 

   <OrderNo> 半角英数記号 

（- . _ ） 

32バイト以下 受注番号 

   <ItemName> 全半角文字 44バイト以下 商品名 

   <OrderYMD> 
半角数字 

8バイト以下 注文年月日 

（yyyymmdd） 

   <SalesAmount> 半角数字 7バイト以下 注文金額 

   <EmKind> 
半角数字 

3バイト以下 電子マネー決済種別 

※コード定義参照 

   <PayType> 半角数字 1バイト以下 取引種別 
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※コード定義参照（iD 取引種別・楽天 Edy 取

引種別） 

   <DueDate> 
半角数字 

8バイト以下 支払期限 

（yyyymmdd） 

   <Actimin> 半角数字 5バイト以下 処理継続時間(分)指定 

   <FreeData> 半角英数記号 

（- . _ ） 

32バイト以下 任意設定項目 

  <ClientInfo> 購入者情報 

   <ClientName> 全半角文字 40バイト以下 購入者名 

   <Tel> 半角英数字 11バイト以下 購入者電話番号 

   <MailAddress> 
半角英数字 

100バイト以下 購入者メールアドレス 

※マスキング 

   <MailSend> 
半角数字 

1バイト以下 決済開始メール送信フラグ 

※コード定義参照 

  <History> 履歴情報 

   <EventDate> 
半角数字 

14バイト以下 取引日時 

(yyyymmddhhmiss) 

   <Status> 
半角数字 

3バイト以下 決済ステータス 

※コード定義参照 
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2.7 会員 ID決済 

2.7.1 reqMid.xml 

会員情報登録/会員情報変更のリクエスト時に、以下の xml形式に従って電文を送る。 

エレメントタグ 
必

須 
属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <MemberId> 会員情報 

   <MemberId> ○ 半角英数字と記

号 19種類 

(#$&'*+-

./=?@^_`{|}~) 

256バイト以下 会員 ID 

※メールアドレス形式も可能 

   <MemberPassword> 

○ 半角英数記号 

6バイト以上 

128バイト以下 

会員 ID パスワード 

※会員情報変更時は認証の際利用 

 会員 ID と異なる値を設定すること 

   <MemberNewPasswor

d> 
 半角英数記号 

6バイト以上 

128バイト以下 

会員 ID 新パスワード 

※会員情報登録時は使用しない 

 会員 ID と異なる値を設定すること 

 パスワード変更時のみ設定すること 

   <MemberName> ○

※1 
全角文字 

40バイト以下 会員 ID_氏名 

   <MemberKana> ※1 全角英数カナ 128バイト以下 会員 ID_氏名カナ 

   <CardNo> ○

※1 
半角数字 

13バイト以上 

16バイト以下 

カード番号 

   <CardYm> ○

※1 
半角数字 

4バイト固定 カード有効期限年月 

   <CardName> ○

※1 

半角英数記号 

（- . _） 

42バイト以下 カード名義人 

   <MemberMailAddress> ○

※1 
半角英数記号 

256バイト以下 会員 ID_メールアドレス 

※メールアドレス形式であること 

   <MemberTelNo> ※1 半角数字 11バイト以下 会員 ID_電話番号 

   <MemberPostNo1> ※1 半角数字 3バイト以下 会員 ID_郵便番号 1 ※2 

   <MemberPostNo2> ※1 半角数字 4バイト以下 会員 ID_郵便番号 2 ※2 
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   <MemberAddress1> 

※1 全半角文字 

100バイト以下 会員 ID_住所_都道府県・市区町村・丁

目 ※2 

※住所_都道府県・市区町村・丁目を

設定 

   <MemberAddress2> 
※1 全半角文字 

150バイト以下 会員 ID_住所_その他 ※2 

※丁目以降の住所を設定 

   <Spare1> ※1 全半角文字 256バイト以下 予備 1 

   <Spare2> ※1 全半角文字 256バイト以下 予備 2 

   <Spare3> ※1 全半角文字 256バイト以下 予備 3 

   <Spare4> ※1 全半角文字 256バイト以下 予備 4 

   <Spare5> ※1 全半角文字 256バイト以下 予備 5 

 ※１ 会員情報更新時は変更した項目のみ値を設定する為任意入力とする。 

 ※２ 会員情報登録時、会員 ID_郵便番号 1、会員 ID_郵便番号 2、会員 ID_住所_都道府県・市区町村・丁目、会員 ID_住所_その他の 

 いずれかを設定する場合は、すべて必須入力とする。 

            会員情報更新時、初回設定する際は、会員情報登録時と同様いずれかの値が設定されている場合に必須入力とする。 
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2.7.2 resMid.xml 

会員情報登録/会員情報更新のレスポンスは、以下の xml形式の電文を取得する。 

エレメントタグ 属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <Storecd> 半角数字 10バイト以下 店舗コード 

  <MemberId> 半角英数字と記

号 19種類 

(#$&'*+-

./=?@^_`{|}~) 

256バイト以下 会員 ID 

 <Result> 結果情報 

  <Info> 基本情報 

   <CardErrorCd> 
半角英数字 

6バイト以下 カード決済詳細エラーコード 

※エラーコード定義参照 

   <CmnErrorCd> 

半角英数字 

6バイト以下 共通エラーコード 

※エラーコード定義参照 
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2.7.3 reqMidInquiry.xml 

会員情報照会のリクエストは、以下の xml形式の電文を取得する。 

エレメントタグ 
必

須 
属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <MemberId> 会員情報 

   <MemberId> ○ 半角英数字と記

号 19種類 

(#$&'*+-

./=?@^_`{|}~) 

256バイト以下 会員 ID 

   <MemberPassword> 
○ 半角英数記号 

6バイト以上 

128バイト以下 

会員 ID パスワード 

※半角英数混合 7 文字以上 
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2.7.4 resMidInquiry.xml 

会員情報照会のレスポンスは、以下の xml形式の電文を取得する。 

エレメントタグ 属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <Storecd> 半角数字 10バイト以下 店舗コード 

  <MemberId> 半角英数字と記

号 19種類 

(#$&'*+-

./=?@^_`{|}~) 

256バイト以下 会員 ID 

 <Result> 結果情報 

  <Info> 基本情報 

   <CmnErrorCd> 
半角英数字 

6バイト以下 共通エラーコード 

※エラーコード定義参照 

  <MemberId> 会員情報 

   <StoreCd> 
半角数字 

10バイト固定 店舗コード 

   <MemberId> 半角英数字と記

号 19種類 

(#$&'*+-

./=?@^_`{|}~) 

256バイト以下 会員 ID 

   <MemberName> 全角文字 40バイト以下 会員 ID_氏名 

   <MemberKana> 全角英数カナ 128バイト以下 会員 ID_氏名カナ 

   <CardNo> 
半角数字 

13バイト以上 

16バイト以下 

カード番号 

※マスキング 

   <CardYm> 半角数字 4バイト固定 カード有効期限年月 

   <CardName> 半角英数記号 

（- . _） 

42バイト以下 カード名義人 

   <MemberMailAddress> 半角英数記号 256バイト以下 会員 ID_メールアドレス 

   <MemberTelNo> 半角数字 11バイト以下 会員 ID_電話番号 

   <MemberPostNo1> 半角数字 3バイト以下 会員 ID_郵便番号 1 

   <MemberPostNo2> 半角数字 4バイト以下 会員 ID_郵便番号 2 

   <MemberAddress1> 全半角文字 100バイト以下 会員 ID_住所_都道府県・市区町村・丁
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目 

   <MemberAddress2> 全半角文字 150バイト以下 会員 ID_住所_その他 

   <Spare1> 全半角文字 256バイト以下 予備 1 

   <Spare2> 全半角文字 256バイト以下 予備 2 

   <Spare3> 全半角文字 256バイト以下 予備 3 

   <Spare4> 全半角文字 256バイト以下 予備 4 

   <Spare5> 全半角文字 256バイト以下 予備 5 

  <MemberIdC

ontinue> 

継続課金情報 
 

  

   <ShohinName> 全半角文字 44バイト以下 商品名 

   <Amount> 半角数字 7バイト以下 決済金額 

   <BillingFlg> 
半角数字 

１バイト固定 課金日区分 

※コード定義参照 

   <BillingM> 半角数字 2バイト以下 課金日 M 

   <BillingD> 半角数字 2バイト以下 課金日 D 

   <UsePeriodFlg> 
半角数字 

1バイト固定 対象期間指定フラグ 

※コード定義参照 

   <StartYmd> 半角数字 8バイト以下 開始年月日 

   <EndYmd> 半角数字 8バイト以下 終了年月日 

   <FreeData> 全半角文字 32バイト以下 任意項目 
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2.7.5 reqMidCard.xml（会員 ID利用カード有効性チェック） 

会員 ID利用カード有効性チェックのリクエスト時に、以下の xml形式に従って電文を送る。 

エレメントタグ 
必

須 
属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Auth> オーソリ情報 

  <MemberId> 会員情報 

   <MemberId> ○ 半角英数字と記

号 19 種類 

(#$&'*+-

./=?@^_`{|}~) 

256バイト以下 会員 ID 

   <MemberPassword> ○ 
半角英数記号 

6バイト以上 

128バイト以下 

会員 ID パスワード 

  <Order> 注文情報 

   <ItemCd> 
 半角英数字 

3バイト固定 商品コード 

※コード定義参照 

   <ItemName>  全半角文字 44バイト以下 商品名 

   <OrderYMD> 
 半角数字 

8バイト固定 注文年月日 ※当日以前 

(yyyymmdd) 

   <SalesAmount>  
半角数字 

7バイト以下 売上金額 

※0円以上 9,999,999円以下 

   <TaxCarriage>  
半角数字 

7バイト以下 税送料 

※税送料を設定しない場合 0を設定 

   <FreeData>  半角英数記号 

（- . _ ） 

32バイト以下 任意設定項目 

   <ClientName>  全角文字 40バイト以下 購入者名 ※全角文字である 

   <MailSend> 
 半角数字 

1バイト固定 メール送信フラグ 

※コード定義参照 

  <Card> カード情報 

   <PayKindCd>  
半角数字 

2バイト以下 支払区分コード 

※コード定義参照 

   <PayCount> 
 半角数字 

2バイト以下 支払回数 

※支払区分コードが「61：分割」の場合に必須 
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※コード定義参照 

   <SecureKind> 
○ 半角数字 

1バイト固定 セキュリティ認証方式 

※コード定義参照 

  <SecureCd> セキュリティコード認証 

※CVV2/CVC2/CAV2/4DBC を利用する場合に設定 

   <Code> 
 半角数字 

3バイト以上 

4バイト以下 

セキュリティコード 

  <Secure3D> 3D セキュア認証項目 

※３D セキュア認証を利用する場合に設定 

   <Mvn>  半角数字 10バイト固定 メッセージバージョンナンバ 

   <Xid>  半角数字 28バイト固定 トランザクション ID 

   <Ts>  半角数字 1バイト固定 トランザクションステータス 

   <ECI>  半角数字 2バイト固定 ECI 

   <CAVV>  半角数字 28バイト固定 CAVV 

   <CavvAlgorithm>  半角数字 1バイト固定 CAVV アルゴリズム 
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2.7.6 reqMidCard.xml（会員 ID利用オーソリ） 

会員 ID利用オーソリのリクエスト時に、以下の xml形式に従って電文を送る。 

エレメントタグ 
必

須 
属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Auth> オーソリ情報 

  <MemberId> 会員情報 

   <MemberId> ○ 半角英数字と記

号 19 種類 

(#$&'*+-

./=?@^_`{|}~) 

256バイト以下 会員 ID 

   <MemberPassword> ○ 
半角英数記号 

6バイト以上 

128バイト以下 

会員 ID パスワード 

  <Order> 注文情報 

   <ItemCd> 
 半角英数字 

3バイト固定 商品コード 

※コード定義参照 

   <ItemName>  全半角文字 44バイト以下 商品名 

   <OrderYMD> 
○ 半角数字 

8バイト固定 注文年月日 ※当日以前 

(yyyymmdd) 

   <SalesAmount> ○ 
半角数字 

7バイト以下 売上金額 

※1円以上 9,999,999円以下 

   <TaxCarriage>  
半角数字 

7バイト以下 税送料 

※税送料を設定しない場合 0を設定 

   <FreeData>  半角英数記号 

（- . _ ） 

32バイト以下 任意設定項目 

   <MailSend> 
○ 半角数字 

1バイト固定 メール送信フラグ 

※コード定義参照 

  <Card> カード情報 

   <CardNo> 
△ 半角数字 

13バイト以上 

16バイト以下 

カード番号 

※登録外カードで決済する場合に設定 

   <CardLimit> 
△ 半角数字 

4バイト固定 カード有効期限 

※登録外カードで決済する場合に設定 

   <CardHolderName> △ 英数大文字記号 42バイト以下 カード名義人 
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( . / - [SPACE] ) ※登録外カードで決済する場合に設定 

   <PayKindCd> ○ 
半角数字 

2バイト以下 支払区分コード 

※コード定義参照 

   <PayCount> 

△ 半角数字 

2バイト以下 支払回数 

※支払区分コードが「61：分割」の場合に必須 

※コード定義参照 

   <SecureKind> 
○ 半角数字 

1バイト固定 セキュリティ認証方式 

※コード定義参照 

  <SecureCd> セキュリティコード認証 

※CVV2/CVC2/CAV2/4DBC を利用する場合に設定 

   <Code> 
△ 半角数字 

3バイト以上 

4バイト以下 

セキュリティコード 

  <Secure3D> 3D セキュア認証項目 

※３D セキュア認証を利用する場合に設定 

   <Mvn> △ 半角数字 10バイト固定 メッセージバージョンナンバ 

   <Xid> △ 半角数字 28バイト固定 トランザクション ID 

   <Ts> △ 半角数字 1バイト固定 トランザクションステータス 

   <ECI> △ 半角数字 2バイト固定 ECI 

   <CAVV> △ 半角数字 28バイト固定 CAVV 

   <CavvAlgorithm> △ 半角数字 1バイト固定 CAVV アルゴリズム 

   <CardNo> 
△ 半角数字 

13バイト以上 

16バイト以下 

カード番号 

※登録外カードで決済する場合に設定 
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2.7.7 resMidCard.xml 

会員 ID利用カード有効性チェック/会員 ID利用オーソリのレスポンスは、以下の xml形式の電文を取得する。 

エレメントタグ 属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <BizClassCd> 
半角英数字 

2バイト以下 業務分類コード 

※コード定義参照 

  <Storecd> 半角数字 10バイト以下 店舗コード 

  <MemberId> 半角英数字と記号 19

種類 

(#$&'*+-./=?@^_`{|}~) 

256バイト以下 会員 ID 

 <Result> 結果情報 

  <SettlementInfo> 決済情報 

   <OrderNo> 
半角英数記号 

32バイト以下 受注番号 

※オーソリ時のみ設定されます 

   <Status> 
半角英数字 

3バイト以下 決済ステータス 

※コード定義参照 

   <PublicTranId> 半角数字 25バイト以下 トランザクション ID 

   <AheadComCd> 
半角英数字 

7バイト以下 仕向先会社コード 

※コード定義参照 

   <ApprovalNo> 半角数字 7バイト以下 承認番号 

   <CardErrorCd> 
半角英数字 

6バイト以下 カード決済詳細エラーコード 

※エラーコード定義参照 

   <ReqYmd> 
半角数字 

8バイト以下 依頼年月日 

(yyyymmdd) 

   <CmnErrorCd> 
半角英数字 

6バイト以下 共通エラーコード 

※エラーコード定義参照 
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2.7.8 reqMidAuth3d.xml 

会員 ID利用３D認証可否確認のリクエスト時に、以下の xml形式に従って電文を送る。 

エレメントタグ 
必

須 
属性 桁数 備考 

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

<Message> 

 <Auth> 3D 認証情報 

  <MemberId> 

○ 

半角英数字と記

号 19種類 

(#$&'*+-

./=?@^_`{|}~) 

256バイト以下 会員 ID 

  <MemberPassword> 
○ 半角英数記号 

6バイト以上 

128バイト以下 

会員パスワード 

  <TotalAmount> 
○ 半角数字 7バイト以下 

決済金額の総額 

※オーソリ時の金額と同額であること 

  <Currency> ○ 半角数字 3バイト以下 392を設定 
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2.7.9 resMidAuth3d.xml 

会員 ID利用３D認証可否確認のレスポンスは、以下の xml形式の電文を取得する。 

エレメントタグ 属性 桁数 備考 

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

<Message> 

 <Request> 依頼情報 

  <Storecd> 半角数字 10バイト以下 店舗コード 

  <MemberId> 半角英数字と記号 19 種類 

(#$&'*+-./=?@^_`{|}~) 

256バイト以下 会員 ID 

 <Result> 結果情報 

  <Md> 
半角英数字 

無制限 マーチャントデータ 

※3D 認証画面要求時に設定 

  <RetCd> 半角数字 1バイト固定 リターンコード ※4.1.4 後続処理判定を参照 

  <AcsUrl> 
半角英数字 

2,048バイト以

下 

3D 認証画面を要求するための ACSの URL 

  <PaReq> 
半角英数字 

無制限 ACS に送信する電文内容 

 

  <CmnErrorCd> 
半角英数字 

6バイト以下 共通エラーコード 

※エラーコード定義参照 
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2.7.10 reqMidContinue.xml 

継続課金情報登録のリクエスト時に、以下の xml形式に従って電文を送る。 

エレメントタグ 必須 属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <MemberId> 会員情報 

   <MemberId> ○ 半角英数字と記号 19

種類 

(#$&'*+-./=?@^_`{|}~) 

256バイト以下 会員 ID 

   <MemberPassword> ○ 
半角英数記号 

6バイト以上 

128バイト以下 

 

   <ItemName> ○ 全半角文字 44バイト以下 商品名 

   <TotalAmount> ○ 半角数字 7バイト以下 決済金額 

   <BillingFlg> 
○ 半角数字 

１バイト固定 課金日区分 

※コード定義参照 

   <BillingM> △ 
半角数字 

2バイト固定 課金月(MM形式) 

※毎年の場合は必須 

   <BillingD> ○ 半角数字 2バイト固定 課金日（DD 形式） 

   <PeriodFlg> ○ 
半角数字 

1バイト固定 期間指定区分 

※コード定義参照 

   <StartYmd> 

△ 半角数字 

8バイト固定 継続課金開始年月日 

（YYYYMMDD 形式） 

期間を指定する場合は 

開始・終了のいずれかが必須 

   <EndYmd> 

△ 半角数字 

8バイト固定 

 

継続課金終了年月日 

（YYYYMMDD 形式） 

期間を指定する場合は 

開始・終了のいずれかが必須 

   <FreeData> 
 

半角英数記号 

（- . _） 

32バイト以下 任意設定項目 
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2.7.11 resMidContinue.xml 

継続課金情報登録のレスポンスは、以下の xml形式の電文を取得する。 

エレメントタグ 属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <Storecd> 半角数字 10バイト以下 店舗コード 

  <MemberId> 半角英数字と記号 19種類 

(#$&'*+-./=?@^_`{|}~) 

256バイト以下 会員 ID 

 <Result> 結果情報 

  <Info> 基本情報 

   <CmnErrorCd> 
半角英数字 

6バイト以下 共通エラーコード 

※エラーコード定義参照 

 

 

2.7.12 reqMidDelete.xml 

会員情報削除のリクエストは、以下の xml形式の電文を取得する。 

エレメントタグ 
必

須 
属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <MemberId> 会員情報 

   <MemberId> ○ 半角英数字 256バイト以下 会員 ID 

   <MemberPassword> 
○ 半角英数字 

20バイト以下 会員 ID パスワード 

※半角英数混合 7 文字以上 
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2.7.13 resMidDelete.xml 

会員情報削除のレスポンスは、以下の xml形式の電文を取得する。 

エレメントタグ 属性 桁数 備考 

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

<Message> メッセージタグ 

 <Request> 依頼情報 

  <Storecd> 半角数字 10バイト以下 店舗コード 

  <MemberId> 半角英数字 256バイト以下 会員 ID 

 <Result> 結果情報 

  <Info> 基本情報 

   <CardErrorCd> 
半角英数字 

6バイト以下 カード決済詳細エラーコード 

※エラーコード定義参照 

   <CmnErrorCd> 

半角英数字 

6バイト以下 共通エラーコード 

※エラーコード定義参照 

 

 


