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（１）病院 
項目名 形式 内容 備考 

施設 ID 文字列 施設 ID  
名称 文字列 施設の名称  
所在地 文字列 施設の所在地  
電話番号 文字列 施設の電話番号  
緯度経度桁数コード コード 1:1/10 秒単位、2:1/100 秒単位、3:1/1,000 秒単

位のいずれか 
 

緯度 文字列 中心位置の緯度 
小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

経度 文字列 中心位置の経度 
小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

階層 文字列 階層数  
診療科目 文字列 1:内科、2:小児科、3:外科、4:産婦人科、8:その

他 
複数科の場合は数字の小さい順に続けて表記 

 

休診日 文字列 休診日のある場合、休診する曜日を数字に変換

（1:月曜日～7:日曜日）し、複数曜日ある場合

は数字の小さい順に続けて表記（診療科目ごと

に休診日が異なる場合は別施設とする） 

 

多目的トイレ コード 0:なし、1:あり（オストメイト対応なし）、2:あ
り（オストメイト対応あり） 

 

受付開始時間 文字列 受付開始時間。形式は、HH-MM。  
受付終了時間 文字列 受付終了時間。形式は、HH-MM。  
 

 
（２）AED 

項目名 形式 内容 備考 
施設 ID 文字列 施設 ID  
名称 文字列 AED 設置施設の名称  
所在地 文字列 AED 設置施設の所在地  
緯度経度桁数コード コード 1:1/10 秒単位、2:1/100 秒単位、3:1/1,000 秒単

位のいずれか 
 

緯度 文字列 中心位置の緯度 
小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

経度 文字列 中心位置の経度 
小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 
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（３）銀行 
項目名 形式 内容 備考 

施設 ID 文字列 施設 ID  
名称 文字列 施設の名称  
所在地 文字列 施設の所在地  
電話番号 文字列 施設の電話番号  
緯度経度桁数コード コード 1:1/10 秒単位、2:1/100 秒単位、3:1/1,000 秒単

位のいずれか 
 

緯度 文字列 中心位置の緯度 
小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

経度 文字列 中心位置の経度 
小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

階層 文字列 階層数  
供用開始時間 文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

窓口営業時間 

供用終了時間 文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

窓口営業時間 

ATM 供用開始時間 
（平日） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

ATM 供用終了時間 
（平日） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

ATM 供用開始時間 
（土曜） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

ATM 供用終了時間 
（土曜） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

ATM 供用開始時間 
（日曜・祝日） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

ATM 供用終了時間 
（日曜・祝日） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

供用制限曜日 文字列 供用曜日制限のある場合、供用しない曜日を記

入。供用曜日制限のない場合、省略。曜日を数

字に変換（1:月曜日～7:日曜日）し、複数曜日

ある場合は数字の小さい順に続けて表記。 

 

外貨送金取扱店 コード 0:取扱店ではない、1:取扱店  
外貨両替取扱店 コード 0:取扱店ではない、1:取扱店  
視 覚 障 が い 者 対 応

ATM 
コード 0:なし、1:あり  
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（４）郵便局 
項目名 形式 内容 備考 

施設 ID 文字列 施設 ID  
名称 文字列 施設の名称  
所在地 文字列 施設の所在地  
電話番号 文字列 施設の電話番号  
緯度経度桁数コード コード 1:1/10 秒単位、2:1/100 秒単位、3:1/1,000 秒単

位のいずれか 
 

緯度 文字列 中心位置の緯度 
小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

経度 文字列 中心位置の経度 
小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

階層 文字列 階層数  
郵便窓口 供用開始時

間（平日） 
文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

郵便窓口 供用終了時

間（平日） 
文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

貯金窓口 供用開始時

間（平日） 
文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

貯金窓口 供用終了時

間（平日） 
文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

ATM 供用開始時間 
（平日） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

ATM 供用終了時間 
（平日） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

ATM 供用開始時間 
（土曜、日曜、祝日） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

ATM 供用終了時間 
（土曜、日曜、祝日） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

保険窓口 供用開始時

間（平日） 
文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

保険窓口 供用終了時

間（平日） 
文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

供用制限曜日 文字列 供用曜日制限のある場合、供用しない曜日を記

入。供用曜日制限のない場合、省略。曜日を数

字に変換（1:月曜日～7:日曜日）し、複数曜日

ある場合は数字の小さい順に続けて表記。 

 

視 覚 障 が い 者 対 応

ATM 
コード 0:なし、1:あり  
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（５）観光施設 
項目名 形式 内容 備考 

施設 ID 文字列 施設 ID  
名称 文字列 施設の名称  
所在地 文字列 施設の所在地  
電話番号 文字列 施設の電話番号  
緯度経度桁数コード コード 1:1/10 秒単位、2:1/100 秒単位、3:1/1,000 秒単

位のいずれか 
 

緯度 文字列 中心位置の緯度 
小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

経度 文字列 中心位置の経度 
小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

階層 文字列 階層数  
供用開始時間 文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

供用終了時間 文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

供用制限曜日 文字列 供用曜日制限のある場合、供用しない曜日を記

入。供用曜日制限のない場合、省略。曜日を数

字に変換（1:月曜日～7:日曜日）し、複数曜日

ある場合は数字の小さい順に続けて表記。 

 

 
（６）宿泊施設 

項目名 形式 内容 備考 
施設 ID 文字列 施設 ID  
名称 文字列 施設の名称  
所在地 文字列 施設の所在地  
電話番号 文字列 施設の電話番号  
緯度経度桁数コード コード 1:1/10 秒単位、2:1/100 秒単位、3:1/1,000 秒単

位のいずれか 
 

緯度 文字列 中心位置の緯度 
小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

経度 文字列 中心位置の経度 
小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 
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（７）商業施設 
項目名 形式 内容 備考 

施設 ID 文字列 施設 ID  
名称 文字列 施設の名称  
所在地 文字列 施設の所在地  
電話番号 文字列 施設の電話番号  
緯度経度桁数コード コード 1:1/10 秒単位、2:1/100 秒単位、3:1/1,000 秒単

位のいずれか 
 

緯度 文字列 中心位置の緯度 
小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

経度 文字列 中心位置の経度 
小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

階層 文字列 階層数  
供用開始時間 文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

供用終了時間 文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

供用制限曜日 文字列 供用曜日制限のある場合、供用しない曜日を記

入。供用曜日制限のない場合、省略。曜日を数

字に変換（1:月曜日～7:日曜日）し、複数曜日

ある場合は数字の小さい順に続けて表記。 
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（８）交通施設（鉄道駅） 
項目名 形式 内容 備考 

施設 ID 文字列 施設 ID  
名称 文字列 施設の名称  
所在地 文字列 施設の所在地  
電話番号 文字列 施設の電話番号  
緯度経度桁数コード コード 1:1/10 秒単位、2:1/100 秒単位、3:1/1,000 秒単

位のいずれか 
 

緯度 文字列 中心位置の緯度 
小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

経度 文字列 中心位置の経度 
小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

時刻表 文字列 関連サイトの URL  
音響・音声案内 コード 0:なし、1:あり  
点字案内 コード 0:なし、1:あり  
 
（９）交通施設（タクシー乗り場） 

項目名 形式 内容 備考 
施設 ID 文字列 施設 ID  
名称 文字列 施設の名称  
所在地 文字列 施設の所在地  
緯度経度桁数コード コード 1:1/10 秒単位、2:1/100 秒単位、3:1/1,000 秒単

位のいずれか 
 

緯度 文字列 中心位置の緯度 
小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

経度 文字列 中心位置の経度 
小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

 
（１０）交通施設（バス停） 

項目名 形式 内容 備考 
施設 ID 文字列 施設 ID  
停留所名 文字列 停留所の名称  
所在地 文字列 停留所の所在地  
緯度経度桁数コード コード 1:1/10 秒単位、2:1/100 秒単位、3:1/1,000 秒単

位のいずれか 
 

緯度 文字列 中心位置の緯度 
小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

経度 文字列 中心位置の経度 
小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

系統 文字列 系統  
行先 文字列 行先  
時刻表 文字列 関連サイトの URL  
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（１１）公共トイレ 
項目名 形式 内容 備考 

施設 ID 文字列 施設 ID  
名称 文字列 施設の名称  
所在地 文字列 施設の所在地  
緯度経度桁数コード コード 1:1/10 秒単位、2:1/100 秒単位、3:1/1,000 秒単

位のいずれか 
 

緯度 文字列 中心位置の緯度 
小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

経度 文字列 中心位置の経度 
小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

階層 文字列 階層数  
男女別 コード 1:男、2:女、3:共用 

（男女別の場合は施設を 2 つに分ける） 
 

有料無料の別 コード 1:無料、2:有料  
多目的トイレ コード 0:なし、1:あり（オストメイト対応なし）、2:あ

り（オストメイト対応あり） 
 

ベビーベッド コード 0:なし、1:あり  
供用開始時間 文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM。 

 

供用終了時刻 文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM。 

 

供用制限曜日 文字列 供用曜日制限のある場合、供用しない曜日を記

入。供用曜日制限のない場合、省略。曜日を数

字に変換（1:月曜日～7:日曜日）し、複数曜日

ある場合は数字の小さい順に続けて表記。 
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（１２）飲食店（外国語メニュー取扱い店） 
項目名 形式 内容 備考 

施設 ID 文字列 施設 ID  
名称 文字列 施設の名称  
所在地 文字列 施設の所在地  
電話番号 文字列 施設の電話番号  
緯度経度桁数コード コード 1:1/10 秒単位、2:1/100 秒単位、3:1/1,000 秒単

位のいずれか 
 

緯度 文字列 中心位置の緯度 
小数点形式（DD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

経度 文字列 中心位置の経度 
小数点形式（DDD°MM′SS″SSSS）とする 
（座標系は世界測地系とする） 

 

階層 文字列 階層数  
供用開始時間 
（平日ランチ） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

供用終了時間 
（平日ランチ） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

供用開始時間 
（平日ディナー） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

供用終了時間 
（平日ディナー） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

供用開始時間 
（土・日・祝ランチ） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

供用終了時間 
（土・日・祝ランチ） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

供用開始時間 
（土・日・祝ディナー） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用開始時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

供用終了時間 
（土・日・祝ディナー） 

文字列 供用時間制限のある場合、供用終了時刻を記

入。供用時間制限のない場合、省略。形式は

HH-MM 

 

供用制限曜日 文字列 供用曜日制限のある場合、供用しない曜日を記

入。供用曜日制限のない場合、省略。曜日を数

字に変換（1:月曜日～7:日曜日、8：祝日、9：
第 1 土曜日～12：第 4 土曜日、13：年末年始）

し、複数曜日ある場合は数字の小さい順に、「、」

で区切って表記。 

注：他の施設の

「 供 用 制 限 曜

日」と表記方法

が異なる 

外国語メニュー 文字列 メニューの対応言語を記入。  
 

 


