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CEFACT 標準・商品情報の出力一覧 

13/06/12 v0.5.1 飯田善久 

 

赤字のエレメント CEFACT 標準を制定後に、追加したエレメント 
タグ欄 

青字のエレメント 必須エレメント 

内容欄 【・・・・】 
子タグで記述する内容の説明であり、このタグに対するテキストデー

タは記述しない。 

1..1 必須エレメント（太字で示す） 

1..* 繰り返し可能なエレメントであることを示す（1つは必須） 

0..* 繰り返し可能なエレメントであることを示す（記載しなくてもよい）
繰返し回数欄 

0..1 記載してもしなくてもよい（記載する場合は 1個のみ） 

 

 

 

タグ 内容 繰返し

LodgingHouseTravelProductInformation 【トップレベルのタグ】 1..1

トップレベルに記述する名前空間 

xsi:schemaLocation="urn:un:unece:uncefact:data:standard:LodgingHouseTravelProductInformation:1  

http://www.unece.org/uncefact/data/standard/LodgingHouseTravelProductInformation_1p0.xsd" 

xmlns="urn:un:unece:uncefact:data:standard:LodgingHouseTravelProductInformation:1"  

xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:standard:CoreComponentsTechnicalSpecification:2" 
xmlns:qdt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:7"  
xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:7"  

xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:8"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 LodgingHouseOrganization 【施設全般に関する情報】（下表参照） 1..1

 LodgingHouseTravelProduct 【商品情報】（下表参照） 1..1

 ReservationRequirement 使用せず 0..*

 LodgingHouseContact 【施設の連絡先】（下表参照） 0..1

 

§ 凡例 

§ CEFACT 標準・商品情報 

 ○ Top レベル 
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タグ 内容 繰返し

LodgingHouseOrganization 【施設全般に関する情報】 1..1

 ram:ID 施設 ID 1..1

 ram:ChainName チェーン名 0..*

 ram:BrandName ブランド名 0..*

 ram:Name 施設名称 1..1

 ram:BusinessTypeCode 宿泊施設タイプコード（ホテル、旅館、簡易

宿所) 

1..1

 ram:AssociationMembershipName 加盟団体 0..*

 ram:AllianceName 提携先 0..*

 ram:OwnerName 所有法人名 1..1

 ram:Description 備考 0..1

 

LodgingHouseTravelProduct                   【商品情報】 1..1

 ram:TypeCode                商品タイプコード（個人、団体、オプション） 1..1

 ram:CategoryCode                          商品カテゴリコード（宿泊単品、宿泊セット等) 1..1

 ram:ID                                    商品 ID 1..1

 ram:BrandName ブランド名 0..1

 ram:Name 商品名称 0..1

 ram:SupplierName 商品提供会社 0..1

 ram:SupplierID                            商品提供会社 ID 0..1

 ram:SalesMaagerName 取扱責任者 0..1

 ram:TravelLicenceID               取扱責任者ライセンス番号 0..1

 ram:ReservationGuaranteeIndicater     予約保証要否 0..1

 ram:ReservationGuarantee 予約申込金と契約成立条件 0..1

 ram:IndemnityClause 責任と損害賠償・免責事項 0..1

 ram:CancellationPolicy 取消料課金ルール 0..1

 ram:SalesOfficeInformation 取扱箇所記述 0..1

 ram:Description 備考 0..1

 ram:ApplicableCustomerClass 【顧客区分】 0..*

  ram:CategoryCode 顧客区分コード 0..1

  ram:CategoryName 顧客区分名称(大人、中人、小人) 0..1

  ram:UpperAgeLimitNumeric 開始年齢 0..1

  ram:LowerAgeLimitNumeric 終了年齢 0..1

  ram:GenderCode 性別コード 0..1

  ram:MealServiceCategoryCode 食事種別コード 0..1

  ram:SpecialBeddingServiceOfferedIndicator 寝具提供の有無 0..1

 ram:SpecifiedReservationRestriction 【予約条件】 0..1

  ram:TypeCode 未使用 0..1

  ram:MinimumQuantity 最小予約数量（属性：unitCode） 0..1

  ram:MaximumQuantity 最大予約数量（属性：unitCode） 0..1

  ram:Description 予約条件備考 0..1

 ram:SpecifiedIntermediarySale 【取次店条件】 0..1

  ram:GuaranteeRequiredIndicator 保証要否 0..1

○ 第 2レベル以下のタグ 
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  ram:Guarantee 受付可能保証要求記述 0..1

  ram:CommissionPayableIndicator コミッション区分(料率、金額) ※１ 0..1

  ram:CommissionPercent コミッション料率 0..1

  ram:CommissionAmount コミッション金額 0..1

  ram:DeadlineCode 手仕舞い日時コード 0..1

  ram:Description 取次店記述 0..1

 ram:DefinedTravelProductFeature 【商品特徴】 0..1

  ram:KeywordMarketingPhrase キーワード 0..*

  ram:MarketingPhrase キャッチフレーズ 0..1

  ram:Description 備考 0..1

 ram:ApplicableTravelProductPeriod 【適用期間】 0..3

  ram:PurposeCode 期間区分コード(有効日、予約日、利用日) 0..1

  ram:StartDateTime 開始日 ※２ 0..1

  ram:EndDateTime 終了日 ※２ 0..1

 ram:IncludedLodgingHouseTravelProductComponent 【構成素材】 0..*

  ram:CategoryCode 構成素材・種別コード 0..1

  ram:CategoryName 構成素材・種別(客室、料理飲食、・・) 0..1

  ram:ID 構成素材 ID 0..1

  ram:ChoiceAllowedIndicator 選択可否(個人別の選択を許すかどうか) 0..1

  ram:Name 構成素材名称 0..1

  ram:Description 構成素材記述 0..1

  ram:SpecifiedProductComponentItinerary 【アイテナリ】 0..*

   ram:DayNumeric 利用日次(type=udt:NumericType) 0..1

   ram:ProductStartTime 開始時刻(type=udt:TimeType) 0..1

   ram:ProductEndTime 終了時刻(type=udt:TimeType) 0..1

   ram:SpecifiedArea 提供場所 0..1

   ram:IncludedLodgingHouseTravelProductSubComponent 【素材】 0..1

    ram:CategoryCode 素材種別コード（客室、料理飲食、浴場、・・) 0..1

    ram:CategoryTypeCode 素材タイプ(部屋タイプ、和食、洋食、夕食、・・) 0..1

    ram:ID 素材 ID 0..1

    ram:Name 素材名称 0..1

    ram:SupplierID 提供会社 ID 0..1

    ram:SupplierName 提供会社名 0..1

    ram:ApplicableUnitQuantity 提供数量(属性：unitCode) 0..1

    ram:Description 素材記述 0..1

    ram:DistinctiveTravelProductFeature 【特徴】 0..1

     ram:MarketingPhrase キャッチフレーズ 0..1

    ram: SpecifiedServiceOption 使用せず 0..*

    ram:ActualPicture 【写真】 0..*

     ram:DigitalImageBinaryObject (v0.2.3 では仮にファイル名を記憶) 0..1

     ram:TitleName タイトル名 0..1

 ram: ApplicableProductAvailability 使用せず 0..*

 ram:ApplicableBasicPrice 【基本料金】 0..*

  ram:TypeCode 基本料金タイプコード 0..1

  ram:Type 基本料金タイプ(税別サ別、・・・) 0..1
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  ram:SeasonalRankCode 料金ランクコード 0..1

  ram:BracketTypeCode ブラケットタイプコード(1,2,3,･･･,ALL) 0..1

  ram:BasisQuantity 基本料金計算基準(属性：unitCode) 0..1

  ram:NetPriceIndicator 料金表示（ネット料金か？） 0..1

  ram:ChargeAmount 基本料金(属性：currencyID) 0..1

  ram:ServiceChargeApplicableIndicator サービス料金計算の対象か？ 0..1

  ram:TaxChargeApplicableIndicator 税金計算の対象か？ 0..1

  ram:CancellationChargeApplicableIndicator 取消料金計算の対象か? 0..1

  ram:CommissionPaidIndicator コミッション計算の対象か? 0..1

  ram:ValidityTravelProductPeriod 【適用期間】 0..3

   ram:PurposeCode 期間区分コード(有効日、予約日、利用日) 0..1

   ram:StartDateTime 開始日 ※２ 0..1

   ram:EndDateTime 終了日 ※２ 0..1

  ram:ValiditySeasonalPeriod 【有効シーズナリティ期間】 0..*

   ram:StartDateTime 開始日 ※２ 0..1

   ram:EndDateTime 終了日 ※２ 0..1

   ram:DayOfWeekCode 適用曜日コード 0..*

  ram:AdditionalInformationTravelProductNote 【特記事項】 0..*

   ram:Content 特記事項の内容 0..1

   ram:CreationDateTime 生成日時 0..1

   ram:ID 特記事項 ID 0..1

   ram:Name 特記事項名称 0..1

  ram:ApplicableCustomerClass 【適用顧客区分】 0..*

   ram:CategoryCode 顧客区分コード 0..1

 ram:ApplicableExtraPrice 【割増料金】 0..*

  ram:ID 割増料金 ID ※３ 0..1

  ram:TypeCode 割増料金タイプコード 0..1

  ram:Type 割増料金タイプ(税別サ別、・・・) 0..1

  ram:SeasonalRankCode 料金ランクコード 0..1

  ram:BasisQuantity 割増料金計算基準(属性：unitCode) 0..1

  ram:NetPriceIndicator 料金表示（ネット料金か？） 0..1

  ram:ChargeAmount 割増料金(属性：currencyID) 0..1

  ram:CalculationPercent 割増料率 0..1

  ram:ServiceChargeApplicableIndicator サービス料金計算の対象か？ 0..1

  ram:TaxChargeApplicableIndicator 税金計算の対象か？ 0..1

  ram:CancellationChargeApplicableIndicator 取消料金計算の対象か? 0..1

  ram:CommissionPaidIndicator コミッション計算の対象か? 0..1

  ram:ReasonCode 割増料金種別コード 

(アーリーチェックイン、・・) 

0..1

  ram:ReasonApplicableQuantity  適用条件(属性：unitCode) 0..1

  ram:MultipleReasonIndicator 併用禁止割増料金 ID ※４ 0..*

  ram:ValidityTravelProductPeriod 【適用期間】 0..3

   ram:PurposeCode 期間区分コード(有効日、予約日、利用日) 0..1

   ram:StartDateTime 開始日 ※２ 0..1

   ram:EndDateTime 終了日 ※２ 0..1
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  ram:ValiditySeasonalPeriod 【有効シーズナリティ期間】 0..*

   ram:StartDateTime 開始日 ※２ 0..1

   ram:EndDateTime 終了日 ※２ 0..1

   ram:DayOfWeekCode 適用曜日コード 0..*

  ram:AdditionalInformationTravelProductNote 【特記事項】 0..*

   ram:Content 特記事項の内容 0..1

   ram:CreationDateTime 生成日時 0..1

   ram:ID 特記事項 ID 0..1

   ram:Name 特記事項名称 0..1

  ram:ApplicableCustomerClass 【適用顧客区分】 0..*

   ram:CategoryCode 顧客区分コード 0..1

 ram:ApplicableDiscountPrice 【割引料金】 0..*

  ram:ID 割引料金 ID ※３ 0..1

  ram:TypeCode 割引料金タイプコード 0..1

  ram:Type 割引料金タイプ(税別サ別、・・・) 0..1

  ram:SeasonalRankCode 料金ランクコード 0..1

  ram:BasisQuantity 割引料金計算基準(属性：unitCode) 0..1

  ram:NetPriceIndicator 料金表示（ネット料金か） 0..1

  ram:ChargeAmount 割引料金(属性：currencyID) 0..1

  ram:CalculationPercent 割引料率 0..1

  ram:ServiceChargeApplicableIndicator サービス料金計算の対象か 0..1

  ram:TaxChargeApplicableIndicator 税金計算の対象か 0..1

  ram:CancellationChargeApplicableIndicator 取消料金計算の対象か 0..1

  ram:CommissionPaidIndicator コミッション計算の対象か 0..1

  ram:ReasonCode 割引料金種別コード(連泊割引、メンバー割

引、・・) 

0..1

  ram:ReasonApplicableQuantity  適用条件(属性：unitCode) 0..1

  ram:MultipleReasonIndicator 併用禁止割引料金 ID ※４ 0..*

  ram:ValidityTravelProductPeriod 【適用期間】 0..3

   ram:PurposeCode 期間区分コード(有効日、予約日、利用日) 0..1

   ram:StartDateTime 開始日 ※２ 0..1

   ram:EndDateTime 終了日 ※２ 0..1

  ram:ValiditySeasonalPeriod 【有効シーズナリティ期間】 0..*

   ram:StartDateTime 開始日 ※２ 0..1

   ram:EndDateTime 終了日 ※２ 0..1

   ram:DayOfWeekCode 適用曜日コード 0..*

  ram:AdditionalInformationTravelProductNote 【特記事項】 0..*

   ram:Content 特記事項の内容 0..1

   ram:CreationDateTime 生成日時 0..1

   ram:ID 特記事項 ID 0..1

   ram:Name 特記事項名称 0..1

  ram:ApplicableCustomerClass 【適用顧客区分】 0..*

   ram:CategoryCode 顧客区分コード 0..1

 ram:ApplicableServicePrice 【サービス料金】 0..*

  ram:ID サービス料金 ID ※３ 0..1
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  ram:SeasonalRankCode 料金ランクコード 0..1

  ram:BasisQuantity サービス料金計算基準(属性：unitCode) 0..1

  ram:NetPriceIndicator 料金表示（ネット料金か） 0..1

  ram:ChargeAmount サービス料金(属性：currencyID) 0..1

  ram:CalculationPercent サービス料率 0..1

  ram:TaxChargeApplicableIndicator 税金計算の対象か 0..1

  ram:CancellationChargeApplicableIndicator 取消料金計算の対象か ※５ 0..1

  ram:CommissionPaidIndicator コミッション計算の対象か 0..1

  ram:ValidityTravelProductPeriod 【適用期間】 0..3

   ram:PurposeCode 期間区分コード(有効日、予約日、利用日) 0..1

   ram:StartDateTime 開始日 ※２ 0..1

   ram:EndDateTime 終了日 ※２ 0..1

  ram:ValiditySeasonalPeriod 【有効シーズナリティ期間】 0..*

   ram:StartDateTime 開始日 ※２ 0..1

   ram:EndDateTime 終了日 ※２ 0..1

   ram:DayOfWeekCode 適用曜日コード 0..*

  ram:AdditionalInformationTravelProductNote 【特記事項】 0..*

   ram:Content 特記事項の内容 0..1

   ram:CreationDateTime 生成日時 0..1

   ram:ID 特記事項 ID 0..1

   ram:Name 特記事項名称 0..1

  ram:ApplicableCustomerClass 【適用顧客区分】 0..*

   ram:CategoryCode 顧客区分コード 0..1

 ram:ApplicableTravelProductTax 【税金】 0..*

  ram:ID 税金 ID ※３ 0..1

  ram:TypeCode 使用せず 0..1

  ram:CategoryCode 税金種別（宿泊税、・・・） 0..1

  ram:BasisCode 使用せず 0..1

  ram:BasisQuantity 税金計算基準(属性：unitCode) ※６ 0..1

  ram:ChargeAmount 税金(属性：currencyID) 0..1

  ram:CalculationPercent 税率 0..1

  ram: TaxFreeAmount 課税最低額(属性：currencyID) 0..1

  ram:ValidityTravelProductPeriod 【適用期間】 0..3

   ram:PurposeCode 期間区分コード(有効日、予約日、利用日) 0..1

   ram:StartDateTime 開始日 ※２ 0..1

   ram:EndDateTime 終了日 ※２ 0..1

  ram:AdditionalInformationTravelProductNote 【特記事項】 0..*

   ram:Content 特記事項の内容 0..1

   ram:CreationDateTime 生成日時 0..1

   ram:ID 特記事項 ID 0..1

   ram:Name 特記事項名称 0..1

  ram:ApplicableCustomerClass 【適用顧客区分】 ※７ 0..*

   ram:CategoryCode 顧客区分コード 0..1

 ram:ApplicableCancellationPrice 【取消料金】 0..*

  ram:ID 取消料金 ID ※３ 0..1
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  ram:SeasonalRankCode 料金ランクコード 0..1

  ram:DeterminationCode 取消料金計算基準日区分コード 0..1

  ram:BasisQuantity 取消料金計算基準(属性：unitCode) 0..1

  ram:NetPriceIndicator 料金表示（ネット料金か？） 0..1

  ram:ChargeAmount 取消料金(属性：currencyID) 0..1

  ram:CalculationPercent 取消料率 0..1

  ram:ServiceChargeApplicableIndicator サービス料金計算の対象か？ 0..1

  ram:TaxChargeApplicableIndicator 税金計算の対象か？ 0..1

  ram:CommissionPaidIndicator コミッション計算の対象か? 0..1

  ram:ValidityTravelProductPeriod 【適用期間】 0..3

   ram:PurposeCode 期間区分コード(有効日、予約日、利用日) 0..1

   ram:StartDateTime 開始日 ※２ 0..1

   ram:EndDateTime 終了日 ※２ 0..1

  ram:ValiditySeasonalPeriod 【有効シーズナリティ期間】 0..1

   ram:StartDateTime 開始日 ※２ 0..1

   ram:EndDateTime 終了日 ※２ 0..1

   ram:DayOfWeekCode 適用曜日コード 0..*

  ram:AdditionalInformationTravelProductNote 【特記事項】 0..*

   ram:Content 特記事項の内容 0..1

   ram:CreationDateTime 生成日時 0..1

   ram:ID 特記事項 ID 0..1

   ram:Name 特記事項名称 0..1

  ram:ApplicableCustomerClass 【適用顧客区分】 0..*

   ram:CategoryCode 顧客区分コード 0..1

 

 

LodgingHouseContact 【宿泊施設の連絡先】 0..1

 ram:ID 0 1..1

 ram:TelephoneUniversalCommunication 【宿泊施設の電話番号】 0..1

  ram:ChannelCode TEL 0..1

  ram:CompleteNumber 電話番号 0..1

  ram:CountryNumberCode 81 0..1

 ram:TelephoneUniversalCommunication 【宿泊施設の FAX 電話番号】 0..1

  ram:ChannelCode FAX 0..1

  ram:CompleteNumber FAX 番号 0..1

  ram:CountryNumberCode 81 0..1

 ram:TelephoneUniversalCommunication 【宿泊施設のホームページ】 0..1

  ram:URIID ホームページの URL 0..1

  ram:ChannelCode “HomePage”と記述 0..1

 ram:TelephoneUniversalCommunication 【この宿泊施設の Eメール】 0..1

  ram:URIID E メールアドレス 0..1

  ram:ChannelCode “Email”と記述 0..1

 ram:PostalStructuredAddress 【この宿泊施設の住所】 0..1

  ram:PostcodeCode 郵便番号 0..1

  ram:CityName 市区町村 0..1
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  ram:CitySubDivisionName 詳細番地 0..1

  ram:CountrySubDivisionName 都道府県 0..1

 

 

下記の部分の UN/VEFACT 標準の XML スキーマを変更した。但し、タグ名はそのまま用いて

いるので、データタイプと整合が取れない場合がある。 

※１ ram:CommissionPayableIndicator 【取次店条件】 

取次店にコミッションを払うかどうかの Indicator であるが、

ここでは、コミッションが金額か料率かを指定した。 

したがって、タイプは udt:TextType または udt:CodeType 

※２ ram:StartDateTime 

ram:EndDateTime 

【適用期間】【有効シーズナリティ期間】 

タイプを udt:DateTimeType から udt:DateType に変更 

※３ ram:ID 【割増料金】【割引料金】【サービス料金】【税金】【取消料金】

併用禁止割増(割引)料金を指定するために、各料金にこのタグ

を追加した。 

※４ ram:MultipleReasonIndicator 【割増料金】【割引料金】 

併用禁止割増(割引)料金を指定するため、 

タイプを udt:IndicatorType から udt:TextType に、 

繰返し回数を「0..1」から「0..*」に変更 

※５ ram:CancellationChargeApplicableIndicator  【サービス料金】 

                                 松岡氏資料「商品画面遷移図」にあるためタグを追加 

※６ ram:BasisQuantity 【税金】 

ram:BasisCode では記載できないので、他の料金と同様にこの

タグを追加（ram:BasisCode は不使用） 

※７ ram:ApplicableCustomerClass 

 ram:CategoryCode 

【税金】 

顧客区分により税額が異なることがあるため、タグを追加 

 

○ スキーマの変更点 


