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1. XML 形式サンプル 

1.1 住登外ファイル 
 

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

<_03_住登外管理_1_住登外ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <住民種別>3</住民種別> 

    <住民状態>2</住民状態> 

    <個人番号/> 

    <世帯番号>234567890123456</世帯番号> 

    <氏名> 

        <氏名>佐藤 二郎</氏名> 

        <フリガナ>サトウ ジロウ</フリガナ> 

    </氏名> 

    <性別>1</性別> 

    <生年月日> 

        <年号>03</年号> 

        <日付>19750310</日付> 

    </生年月日> 

    <生年月日不詳コード>219251225</生年月日不詳コード> 

    <生年月日不詳文字/> 

    <続柄> 

        <続柄 1>02</続柄 1> 

        <続柄 2/> 

        <続柄 3/> 

        <続柄 4/> 

    </続柄> 

    <世帯主氏名> 

        <氏名>佐藤 二郎</氏名> 

        <フリガナ>サトウ ジロウ</フリガナ> 

    </世帯主氏名> 

    <現住所> 

        <住所コード>139999</住所コード> 

        <住所>東京都東西市西町中央１－１－１</住所> 

        <方書/> 

        <カナ方書/> 

        <郵便番号/> 

    </現住所> 

    <前住所> 

        <住所コード>139999</住所コード> 

        <住所>東京都東西市西町中央１－１－１</住所> 

        <方書/> 

        <カナ方書/> 

        <郵便番号/> 

    </前住所> 

    <行政区コード/> 

    <外国人短期在留情報> 

        <従前通称名有無フラグ>0</従前通称名有無フラグ> 

        <通称氏名> 

            <氏名>佐藤 一郎</氏名> 

            <フリガナ>サトウ イチロウ</フリガナ> 

        </通称氏名> 

        <併記氏名> 

            <氏名>佐藤 一郎</氏名> 

            <フリガナ>サトウ イチロウ</フリガナ> 

        </併記氏名> 

        <外登法併記名> 
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            <氏名>佐藤 一郎</氏名> 

            <フリガナ>サトウ イチロウ</フリガナ> 

        </外登法併記名> 

        <宛名氏名> 

            <氏名>佐藤 一郎</氏名> 

            <フリガナ>サトウ イチロウ</フリガナ> 

        </宛名氏名> 

        <住居地補正コード>1</住居地補正コード> 

        <住民となった情報> 

            <異動年月日>19750310</異動年月日> 

            <届出年月日>19750310</届出年月日> 

            <増異動事由>02</増異動事由> 

        </住民となった情報> 

        <住民日不詳フラグ/> 

        <住民日不詳文字/> 

        <外国人住民となった情報> 

            <異動年月日>19750310</異動年月日> 

            <届出年月日>19750310</届出年月日> 

        </外国人住民となった情報> 

        <住所を定めた情報> 

            <異動年月日>19750310</異動年月日> 

            <届出年月日>19750310</届出年月日> 

            <異動事由>02</異動事由> 

        </住所を定めた情報> 

        <住所を定めた日不詳フラグ/> 

        <住所を定めた日不詳文字/> 

        <記載理由>02</記載理由> 

        <記載届出日>19750310</記載届出日> 

        <記載日>19750310</記載日> 

        <住民でなくなった情報> 

            <異動年月日>20120304</異動年月日> 

            <届出年月日>20120304</届出年月日> 

            <減異動事由>41</減異動事由> 

        </住民でなくなった情報> 

        <住民でなくなった日不詳フラグ/> 

        <住民でなくなった日不詳文字/> 

        <消除日不詳コード/> 

        <消除日不詳文字/> 

        <在留カード等番号/> 

        <在留カード等番号区分>2</在留カード等番号区分> 

        <国籍コード>392</国籍コード> 

        <国籍名>日本国</国籍名> 

        <第 30条 45規定区分/> 

        <第 30条 45規定区分名称/> 

        <在留資格コード/> 

        <在留資格名称/> 

        <在留期間コード年/> 

        <在留期間コード月/> 

        <在留期間コード日/> 

        <在留期間終日>20120304</在留期間終日> 

    </外国人短期在留情報> 

    <最初登録業務ユニット>05</最初登録業務ユニット> 

    <利用業務ユニット/> 

    <管轄支所コード/> 

    <政令市コード 1>001</政令市コード 1> 

    <政令市コード 2>002</政令市コード 2> 

    <注意情報/> 

    <異動年月日_処理日> 

        <日付>20120304</日付> 

        <時>05</時> 

        <分>06</分> 
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        <秒>07</秒> 

    </異動年月日_処理日> 

</_03_住登外管理_1_住登外ファイル> 

 

1.2 法人ファイル 
 

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

<_03_住登外管理_2_法人ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <住民種別>3</住民種別> 

    <法人状態/> 

    <法人番号/> 

    <異動年月日/> 

    <本店支店区分>1</本店支店区分> 

    <名称> 

        <法人名称>日本商事</法人名称> 

        <法人名称カナ/> 

        <法人名称 2/> 

        <法人名称カナ 2/> 

        <法人区分>01</法人区分> 

        <法人名編集区分>1</法人名編集区分> 

    </名称> 

    <住所> 

        <住所コード>139999</住所コード> 

        <住所>東京都東西市南町中央１－１０－１</住所> 

        <方書/> 

        <カナ方書/> 

        <郵便番号/> 

    </住所> 

    <行政区コード/> 

    <最初登録業務ユニット>07</最初登録業務ユニット> 

    <利用業務ユニット/> 

    <特徴指定番号/> 

    <認可地縁情報> 

        <代表者識別番号/> 

        <登録資格区分/> 

        <認可年月日>20120304</認可年月日> 

    </認可地縁情報> 

    <異動年月日_処理日> 

        <日付>20120304</日付> 

        <時>05</時> 

        <分>06</分> 

        <秒>07</秒> 

    </異動年月日_処理日> 

</_03_住登外管理_2_法人ファイル> 

 

1.3 口座ファイル 
 

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

<_03_住登外管理_3_口座ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <利用業務ユニット/> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <口座登録区分>1</口座登録区分> 

    <振替区分>1</振替区分> 

    <振替開始年月日>20120304</振替開始年月日> 

    <振替終了年月日>20120304</振替終了年月日> 
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    <口座停止開始年月日>20120304</口座停止開始年月日> 

    <口座停止終了年月日>20120304</口座停止終了年月日> 

    <金融機関コード>1234</金融機関コード> 

    <支店コード>123</支店コード> 

    <口座番号>12345678</口座番号> 

    <通帳連番/> 

    <口座種別>1</口座種別> 

    <口座名義人カナ>サトウ タロウ</口座名義人カナ> 

    <口座名義人名>佐藤 太郎</口座名義人名> 

    <掲載希望区分/> 

    <領収書作成区分/> 

</_03_住登外管理_3_口座ファイル> 

 

1.4 送付先情報ファイル 
 

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

<_03_住登外管理_4_送付先情報ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <利用業務ユニット>05</利用業務ユニット> 

    <開始年月>201201</開始年月> 

    <終了年月>201201</終了年月> 

    <送付先情報> 

        <住所情報> 

            <住所コード>139999</住所コード> 

            <住所>東京都東西市南町中央１－１－１</住所> 

            <方書>東西アパート２０１号</方書> 

            <郵便番号>1234567</郵便番号> 

        </住所情報> 

        <送付先名称>佐藤 花子</送付先名称> 

        <送付先名称カナ>サトウ ハナコ</送付先名称カナ> 

    </送付先情報> 

</_03_住登外管理_4_送付先情報ファイル> 

 

1.5 住登外世帯情報ファイル 
 

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

<_03_住登外管理_5_住登外世帯情報ファイル> 

    <識別番号>123456789012345</識別番号> 

    <履歴番号>1</履歴番号> 

    <住民種別>3</住民種別> 

    <住民状態>2</住民状態> 

    <個人番号/> 

    <世帯番号>234567890123456</世帯番号> 

    <氏名> 

        <氏名>佐藤 二郎</氏名> 

        <フリガナ>サトウ ジロウ</フリガナ> 

    </氏名> 

    <性別>1</性別> 

    <生年月日> 

        <年号>03</年号> 

        <日付>19750310</日付> 

    </生年月日> 

    <生年月日不詳コード>219251225</生年月日不詳コード> 

    <生年月日不詳文字/> 

    <続柄> 

        <続柄 1>02</続柄 1> 

        <続柄 2/> 

        <続柄 3/> 
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        <続柄 4/> 

    </続柄> 

    <世帯主氏名> 

        <氏名>佐藤 二郎</氏名> 

        <フリガナ>サトウ ジロウ</フリガナ> 

    </世帯主氏名> 

    <現住所> 

        <住所コード>139999</住所コード> 

        <住所>東京都東西市西町中央１－１－１</住所> 

        <方書/> 

        <カナ方書/> 

        <郵便番号/> 

    </現住所> 

    <前住所> 

        <住所コード>139999</住所コード> 

        <住所>東京都東西市西町中央１－１－１</住所> 

        <方書/> 

        <カナ方書/> 

        <郵便番号/> 

    </前住所> 

    <行政区コード/> 

    <外国人短期在留情報> 

        <従前通称名有無フラグ>0</従前通称名有無フラグ> 

        <通称氏名> 

            <氏名>佐藤 一郎</氏名> 

            <フリガナ>サトウ イチロウ</フリガナ> 

        </通称氏名> 

        <併記氏名> 

            <氏名>佐藤 一郎</氏名> 

            <フリガナ>サトウ イチロウ</フリガナ> 

        </併記氏名> 

        <外登法併記名> 

            <氏名>佐藤 一郎</氏名> 

            <フリガナ>サトウ イチロウ</フリガナ> 

        </外登法併記名> 

        <宛名氏名> 

            <氏名>佐藤 一郎</氏名> 

            <フリガナ>サトウ イチロウ</フリガナ> 

        </宛名氏名> 

        <住居地補正コード>1</住居地補正コード> 

        <住民となった情報> 

            <異動年月日>19750310</異動年月日> 

            <届出年月日>19750310</届出年月日> 

            <増異動事由>02</増異動事由> 

        </住民となった情報> 

        <住民日不詳フラグ/> 

        <住民日不詳文字/> 

        <外国人住民となった情報> 

            <異動年月日>19750310</異動年月日> 

            <届出年月日>19750310</届出年月日> 

        </外国人住民となった情報> 

        <住所を定めた情報> 

            <異動年月日>19750310</異動年月日> 

            <届出年月日>19750310</届出年月日> 

            <異動事由>02</異動事由> 

        </住所を定めた情報> 

        <住所を定めた日不詳フラグ/> 

        <住所を定めた日不詳文字/> 

        <記載理由>02</記載理由> 

        <記載届出日>19750310</記載届出日> 

        <記載日>19750310</記載日> 
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        <住民でなくなった情報> 

            <異動年月日>20120304</異動年月日> 

            <届出年月日>20120304</届出年月日> 

            <減異動事由>41</減異動事由> 

        </住民でなくなった情報> 

        <住民でなくなった日不詳フラグ/> 

        <住民でなくなった日不詳文字/> 

        <消除日不詳コード/> 

        <消除日不詳文字/> 

        <在留カード等番号/> 

        <在留カード等番号区分>2</在留カード等番号区分> 

        <国籍コード>392</国籍コード> 

        <国籍名>日本国</国籍名> 

        <第 30条 45規定区分/> 

        <第 30条 45規定区分名称/> 

        <在留資格コード/> 

        <在留資格名称/> 

        <在留期間コード年/> 

        <在留期間コード月/> 

        <在留期間コード日/> 

        <在留期間終日>20120304</在留期間終日> 

    </外国人短期在留情報> 

    <最初登録業務ユニット>05</最初登録業務ユニット> 

    <利用業務ユニット/> 

    <管轄支所コード/> 

    <政令市コード 1>001</政令市コード 1> 

    <政令市コード 2>002</政令市コード 2> 

    <注意情報/> 

    <異動年月日_処理日> 

        <日付>20120304</日付> 

        <時>05</時> 

        <分>06</分> 

        <秒>07</秒> 

    </異動年月日_処理日> 

</_03_住登外管理_5_住登外世帯情報ファイル> 

 


