
Sansan Data Hub ⼈物エクスポート項⽬⼀覧

※2021/08/19 更新
オブジェクト ヘッダ名 項⽬名 説明 データ型 サイズ

1 SansanCI（⼈物） personId CI⼈物ID Sansan Data Hubが各⼈物へ割振る識別コード。 テキスト 31
2 SansanCI（組織） soc SOC Sansan Data Hubが各会社へ割り振る識別コード。 テキスト 13
3 SansanCI（拠点） slc SLC Sansan Data Hubが各拠点へ割り振る識別コード。 テキスト 13
4 SansanCI（⼈物） organizationName 組織名 テキスト 上限なし
5 SansanCI（⼈物） firstName 名 テキスト 上限なし
6 SansanCI（⼈物） lastName 姓 テキスト 上限なし
7 SansanCI（⼈物） division 部署 テキスト 上限なし
8 SansanCI（⼈物） position 役職 テキスト 上限なし

9 SansanCI（⼈物） positionRank 役職ランク

"1"：役員級
"2"：本部⻑級
"3"：部⻑級
"4"：課⻑級
"5"：主任級
"6"：役職なし

テキスト 2

10 SansanCI（⼈物） occupationJpName 部署・職種分類

様々な表記で記載されている部署情報をSansan独⾃に構築した33
の区分で分類したもの。
詳細についてはヘルプサイトの「部署・職種分類⼀覧」を参照。
https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/360017408814

テキスト 255

11 SansanCI（⼈物） address_zipCode 郵便番号 テキスト 上限なし
12 SansanCI（⼈物） address 住所 テキスト 上限なし
13 SansanCI（⼈物） address_prefecture 都道府県 テキスト 上限なし
14 SansanCI（⼈物） address_city 市区町村 テキスト 上限なし
15 SansanCI（⼈物） address_street 地名番地 テキスト 上限なし
16 SansanCI（⼈物） address_building 建物名 テキスト 上限なし
17 SansanCI（⼈物） tel 電話番号 テキスト 上限なし
18 SansanCI（⼈物） fax FAX番号 テキスト 上限なし
19 SansanCI（⼈物） mobile 携帯電話番号 テキスト 上限なし
20 SansanCI（⼈物） email メールアドレス テキスト 上限なし
21 SansanCI（⼈物） tag タグ テキスト 上限なし
22 SansanCI（⼈物） url URL テキスト 上限なし

23 SansanCI（組織） publicUrl 公開URL
Sansan Data Hubにより判定されたもっとも確からしいURLを表
⽰。

テキスト 255

24 SansanCI（組織） organization_ci_keywords キーワード 企業の属性や事業内容を表すキーワードを表⽰。 テキスト 上限なし
25 SansanCI（⼈物） createdAt 作成⽇時 テキスト 40
26 SansanCI（⼈物） updatedAt 更新⽇時 テキスト 40
27 国税庁 organization_registration_corporateNumber 法⼈番号 テキスト 13
28 国税庁 organization_registration_name 商号⼜は名称 テキスト 255
29 国税庁 organization_registration_addressInside 国内住所 テキスト 255
30 国税庁 organization_registration_addressInside_zipCode 国内住所の郵便番号 テキスト 255
31 国税庁 organization_registration_addressInside_prefecture 国内住所の都道府県 テキスト 255
32 国税庁 organization_registration_addressInside_city 国内住所の市区町村 テキスト 255
33 国税庁 organization_registration_addressInside_street 国内住所の地名番地 テキスト 255
34 国税庁 organization_registration_addressInside_building 国内住所の建物名 テキスト 255
35 国税庁 organization_registration_addressOutside 国外住所 テキスト 255
36 国税庁 organization_registration_createdAt 作成⽇時 テキスト 40
37 国税庁 organization_registration_updatedAt 更新⽇時 テキスト 40
38 帝国データバンク organization_tdb_tdbCorporationCode 企業コード テキスト 255

39 帝国データバンク organization_tdb_juridicalPersonCode 法⼈格コード

"01"：株式会社 "16"：医療法⼈財団
"02"：有限会社 "17"：社団法⼈
"03"：合資会社 "18"：財団法⼈
"04"：合名会社 "19"：監査法⼈
"05"：相互会社 "20"：企業組合
"06"：信⽤⾦庫 "21"：学校法⼈
"07"：信⽤組合 "22"：宗教法⼈
"08"：労働⾦庫 "23"：⽣産組合
"09"：協同組合 "24"：事業団
"10"：協同組合連合会 "25"：農事組合法⼈
"11"：協業組合 "26"：森林組合
"12"：共済組合 "27"：社会福祉法⼈
"13"：商⼯組合 "28"：商⼯組合連合会
"14"：医療法⼈ "90"：その他の法⼈
"15"：医療法⼈社団 "00"：個⼈営業

テキスト 255

40 帝国データバンク organization_tdb_kanaTradeNameForSearch 検索⽤カナ企業名 テキスト 255
41 帝国データバンク organization_tdb_kanjiTradeNameForSearch 検索⽤漢字企業名 テキスト 255
42 帝国データバンク organization_tdb_tradeName 企業名 テキスト 255
43 帝国データバンク organization_tdb_postalCode 郵便番号 テキスト 255

44 帝国データバンク organization_tdb_locationBarcodeNumber ロケーションバーコードナンバー
郵便物⽤カスタマーバーコード作成のための番号。本社所在地の郵
便番号と住所から、⽇本郵便株式会社の規格にあわせて表⽰。

テキスト 255

45 帝国データバンク organization_tdb_teikokuAddressCode 住所コード テキスト 255
46 帝国データバンク organization_tdb_location 住所 テキスト 255
47 帝国データバンク organization_tdb_location_prefecture 都道府県 テキスト 255
48 帝国データバンク organization_tdb_location_city 市区町村 テキスト 255
49 帝国データバンク organization_tdb_location_street 地名番地 テキスト 255
50 帝国データバンク organization_tdb_location_building 建物名 テキスト 255
51 帝国データバンク organization_tdb_phoneNumber 電話番号 テキスト 255

52 帝国データバンク organization_tdb_tdbMainIndustrialClassCode 主業コード テキスト 255

53 帝国データバンク organization_tdb_tdbMainIndustrialClassName 主業 テキスト 255

54 帝国データバンク organization_tdb_tdbSubIndustrialClassCode 従業コード テキスト 255

55 帝国データバンク organization_tdb_tdbSubIndustrialClassName 従業 テキスト 255

分割された住所を結合したとき、⽂字数が255⽂字を超えないよう
にすること

帝国データバンクの産業分類に基づく。産業分類表のダウンロード
は以下から。
https://www.tdb.co.jp/lineup/cosmos2/index.html
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オブジェクト ヘッダ名 項⽬名 説明 データ型 サイズ

56 帝国データバンク organization_tdb_legalCapitalRange_ge 資本⾦レンジ（千円）⼩ 数値 18

57 帝国データバンク organization_tdb_legalCapitalRange_lt 資本⾦レンジ（千円）⼤ 数値 18

58 帝国データバンク organization_tdb_employeeNumberRange_ge 従業員レンジ⼩ 数値 18

59 帝国データバンク organization_tdb_employeeNumberRange_lt 従業員レンジ⼤ 数値 18

60 帝国データバンク organization_tdb_foundedIn 創業 テキスト 7
61 帝国データバンク organization_tdb_establishedIn 設⽴ テキスト 7
62 帝国データバンク organization_tdb_latestSalesAccountingTerm 最新決算期 テキスト 7

63 帝国データバンク organization_tdb_latestSalesAccountingTermSalesRange_ge 最新期業績売上⾼レンジ(百万円) 小 数値 14

64 帝国データバンク organization_tdb_latestSalesAccountingTermSalesRange_lt 最新期業績売上⾼レンジ(百万円) 大 数値 14

65 帝国データバンク organization_tdb_latestIncomeAccountingTerm 最新法⼈申告所得決算期年⽉ 年⽉が表⽰（例："2018/7"） テキスト 7
66 帝国データバンク organization_tdb_latestIncomeAccountingTermSales 最新法⼈申告所得申告所得額(千円) 数値 20
67 帝国データバンク organization_tdb_representativeTitle 代表者役職 テキスト 255
68 帝国データバンク organization_tdb_representativeKanaName 代表者名カナ テキスト 255
69 帝国データバンク organization_tdb_representativeName 代表者名 テキスト 255

70 帝国データバンク organization_tdb_publicOffering 株式公開区分
"0"：⾮公開
"1"：公開

数値 1

71 帝国データバンク organization_tdb_source TDB情報ソース
"company_overview_layout_c" : TDBのレイアウトCを情報源とし
て利⽤していることを⽰します
"index" : TDB Indexを情報源として利⽤していることを⽰します

テキスト 255

72 帝国データバンク organization_tdb_createdAt データ作成⽇時 テキスト 40
73 帝国データバンク organization_tdb_updatedAt データ更新⽇時 テキスト 40

※ サイズは⼊⼒ソースの最⼤サイズに合わせて調整してください。また、サイズは弊社の都合で変更を⾏う可能性があります。

各オブジェクトの説明
・SansanCI（⼈物）

・SansanCI（組織）

・SansanCI（拠点）

・国税庁

・帝国データバンク

情報が付与される項⽬は、当該企業の名刺をSansanでデータ化し、Sansan Data Hubに連携されているか否かで異なります。
詳細は、https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/4404280831257をご覧ください。

SansanCI（⼈物）とは、名刺情報から⼈物に関わる情報を抜き出して名寄せした情報です。特徴としては、「常に最新の情報が反映され続ける」ことです。
例） 「Sansan株式会社 佐藤⼀郎」の名刺を1⽉1⽇に取り込み、「Yonyon株式会社 佐藤⼀郎」の名刺を6⽉1⽇に取り込んだ場合、
SansanCI（⼈物）の佐藤⼀郎は「Yonyon株式会社佐藤⼀郎」の情報として取り込まれます。

SansanCI（組織）とは、名刺情報から会社・組織情報を抜き出して名寄せした情報です。特徴としては、「常に最新の情報が反映され続ける」ことです。
例）「Sansan株式会社 本社 佐藤⼀郎」の名刺を1⽉1⽇に取り込み、「Sansan株式会社 関⻄⽀店 鈴⽊次郎」の名刺を1⽉2⽇に取り込んだ場合、
SansanCI（組織）の「Sansan株式会社」の住所情報は関⻄⽀店の住所が取り込まれます。

SansanCI（拠点）とは、名刺情報から会社・組織情報を抜き出し、さらに住所単位で名寄せした情報です。
会社・組織情報の名寄せができた情報に対してのみ、住所単位の名寄せが可能です。

国税庁に登録されている企業情報です。Sansan Data Hubは国税庁の情報DBとAPI連携しており、毎⽇最新の情報を反映させております。
なお、項⽬の中には⼀部Sansanが独⾃に収集した情報も含まれます。

帝国データバンクに登録されている企業情報です。

以下のレンジで表⽰。
・0〜5,000万円未満
・〜1億円未満
・〜3億円未満
・〜5億円未満
・〜10億円未満
・〜30億円未満
・〜50億円未満
・〜100億円未満
・〜300億円未満
・〜500億円未満
・〜1,000億円未満
・〜3,000億円未満
・〜5,000億円未満
・〜1兆円未満
・〜1兆円以上

以下のレンジで表⽰。
・0〜1,000万円未満
・〜5,000万円未満
・〜1億件未満
・〜10億円未満
・〜100億円未満
・〜1,000億円未満
・1,000億円以上

以下のレンジで表⽰。
・0〜5⼈未満
・〜10⼈未満
・〜30⼈未満
・〜100⼈未満
・〜200⼈未満
・〜300⼈未満
・〜500⼈未満
・〜1,000⼈未満
・〜3,000⼈未満
・〜5,000⼈未満
・〜10,000⼈未満
・〜1万⼈以上

年⽉が表⽰（例："2018/7"）


