
【キャンペーンサイトとの連携方法_JSON連携】

-SmartHash ver5.0以降 2023.1.10

※連絡なく仕様などが変更になる場合がございます。ご了承下さい。
また、社内、社外での取り扱いには十分ご注意下さい。
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貴社のキャンペーンサイトに投稿を表示させる場合、弊社システムにて収集した投稿データをJSONデータで提供します。
表示させたいスタイルのコーディングベースファイルをこの資料からダウンロードしキャンペーンサイトでの表示にご利用
ください。また、JSONデータの取得方法に関してもいくつかご準備しておりますので、必要に応じてご利用ください。

はじめに

※資料以外の連携・取得方法をご希望の場合は、営業担当までお問合せください。（別途費用）

はじめに・注意点・推奨デバイス・OS

・対応拡張子：静止画： JPG/動画：mp4、m3u8
・動画について：テンプレートは動画が自動で再生されません。動画の自動再生の対応につきましは、ご相談ください。
・公開前確認のお願い：弊社配布のテンプレートはあくまで参考のソースであり全ての閲覧環境に対応・動作保証するも
のではございません。公開前に必ず動作・表示確認を行ってください。
・技術支援：サポート対象外です。テンプレートへの質問は場合によって対応料金を請求させていただくことがございま
す。

注意点

推奨デバイス・OS

【パソコン】
• chrome
• Edge
• Safari

【スマートフォン】
• chrome
• Safari

※Ver5.0のリリーステストで稼働を確認しています。



テスト用JSON

テスト用JSON

事前に投稿の表示テストをしたい場合には、こちらのJSONコードをお使いください。

【埋め込みテスト用JSON_通常用】
表示テスト用のJSONはこちらのJSONをお使いください。
https://asp.smartcontest.jp/hashtag/sh2_client/?c=json

【埋め込みテスト用JSON_キャッシュファイル化版】
大量のアクセス用にキャッシュファイル化した表示テストはこちらのJSONをお使いください。
https://asp.smartcontest.jp/hashtag/sh2_client/all.json

※管理画面 /sh2_client/のデータが反映されます。

※資料以外の連携・取得方法をご希望の場合は、営業担当までお問合せください。（別途費用）

https://asp.smartcontest.jp/hashtag/sh2_client/?c=json
https://asp.smartcontest.jp/hashtag/sh2_client/all.json


JSONデータの取得方法



この資料の見方

管理画面設置後に営業担当者からメールにて2つのURLが支給されます。
サイトに表示する準備を行うには、必ず「JSON出力用」のURLをご利用下さい。

①管理画面のURL ：管理画面ログイン用

②JSON出力用URL ：サイトへの投稿表示用 ☚こちら

【JSON URL例】

https://asp.smartcontest.jp/hashtag/sample/?c=json

提供するJSONURLによって変わり
ます。

御社のディレクトリ名が入ります。

【注意】
JSONURLは管理画面URLと一緒に管理画面設置時に

提供されますのでそちらをご確認下さい。
アクセス負荷対応等で、サーバーの設置場所が違う場合は
JSONのURLが表示方法によってそれぞれ異なります。

■例）最新1～30件取得の場合
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/index.cgi?c=json

https://asp.smartcontest.jp/hashtag/sample/index.cgi?c=json



JSONデータの取得方法①～⑧

① 基本取得
弊社管理画面から「公開」に設定した投稿情報を取得します。30件ごとの取得が可能です。

■例）最新1～30件取得
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/index.cgi?c=json
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/index.cgi?c=xml

■例）最新の30件をスキップして31～60件取得 sk=30
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/index.cgi?c=json&sk=30
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/index.cgi?c=xml&sk=30

■例）最新の60件をスキップして61～90件取得 sk=60 
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/index.cgi?c=json&sk=60
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/index.cgi?c=xml&sk=60

② 任意の件数分取得
turn=◎◎の「◎◎」に値を入力するとその数字の件数分、最新の投稿データを取得することが可能です。
4列表示にする場合は4の倍数を指定するとキャンペーンページでの投稿一覧の見栄えが良くなります。
※WWSのテンプレートを使う際には、JS内に表示件数の指定箇所があるので、そちらで設定してください。

■例）最新56件の情報を取得 turn=56 
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/index.cgi?c=json&turn=56

③ 最新の数件をスキップ×任意の件数分取得
取得したい件数： turn=◆◆／スキップしたい件数： sk=◆◆を入力することで、最新の数件をスキップしスキップ後の
投稿データを任意の件数取得することが可能です。引数を組み合わせたい場合は「＆」を使用してください。

■例）最新56件をスキップし57件目～76件目（20件分）を取得 turn20&sk=56
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/index.cgi?c=json&turn=20&sk=56



JSONデータの取得方法①～⑧

④ 特定ハッシュタグ投稿取得
APIレスポンスに関して複数のハッシュタグを登録した場合、そのうちの1つのハッシュタグでレスポンスを行いたい場合
（下記ペン図：1,2,3,4対象）はhash_tag=■■の「■■」に取得したいタグを入力してください。複数タグを「or検索」で
出力したい場合はハッシュタグの間に「,」、「and検索」の場合には「|」を利用してください。
※「or検索」と「and検索」を混合で取得することはできません。
※ハッシュタグが日本語の場合、utf8でURlエスケープしてください。https://www.tagindex.com/tool/url.html

■例１）or検索「AもしくはB」のハッシュタグで投稿された情報hash_tag=A,B （下記ペン図：投稿1,2,3,4,5,6対象）
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/?c=json&hash_tag=A,B
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/?c=xml&hash_tag=A,B

■例２）and検索「AかつB」のハッシュタグで投稿された情報hash_tag=A|B （下記ペン図：投稿2,3対象）
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/?c=json&hash_tag=A|B
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/?c=xml&hash_tag=A|B

■Instagramの投稿のみ取得 site=2
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/?c=json&site=2
■Twitterの投稿のみ取得 site=3
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/?c=json&site=3

■注意： 「Aのみ」 （ペン図：1対象） での絞り込み
はカスタマイズになります。

https://www.tagindex.com/tool/url.html


JSONデータの取得方法①～⑧

⑤ 任意の件数分取得とハッシュタグの指定
■例）「#地中海」の最新56件の投稿を取得
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/index.cgi?c=json&turn=56&hash_tag=%e5%9c%b0%e4%b8%ad%e6%b5%b7
※取得件数指定を100件以上に設定すると、スマートフォンなどで閲覧する際に読み込みに時間がかかる恐れがあります。

⑥ ⑤の条件で57～76件目を取得する場合
■例）任意の件数分取得とハッシュタグ「#地中海」の指定で57～76件目を取得
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/index.cgi?c=json&turn=20&sk=56&hash_tag=%E3%82%B7%E3%83%99%E3%
83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC

⑦ 公開に設定した特定の1投稿のみ取得
ID「◆◆」の投稿を取得：投稿の編集から「post_id」をコピーし、◆◆に入れることで特定の投稿を取得することができます。
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/index.cgi?c=json&post_id=◆◆

⑧ 昇順の指定
標準では降順（新→古）取得ですが、昇順（古→新）で取得したい場合、こちらをご活用ください。
https://▲▲▲▲▲/hashtag/●●●●●/index.cgi?c=json&order=ASC



PC/SP表示用テンプレート



テンプレートデザインコーディングベース

01.4列表示/一覧に内容表示 02.4列表示/カーソルオンで内容表示

03.スナップチック：写真フレーム風表示/一覧に内容表示 04.インスタチック：インスタ風3列表示/カーソルオンでSNSアイコン表示

カーソルオン

カーソルオン

https://hash.smartpr.jp/docs/sh2_03_UTF-8.zip
https://hash.smartpr.jp/docs/sh2_04_UTF-8.zip
https://hash.smartpr.jp/docs/sh2_01_UTF-8.zip
https://hash.smartpr.jp/docs/sh2_02_UTF-8.zip


テンプレートデザインコーディングベース

05.ハッシュタグ別表示 06.ランダムサイズ表示

https://hash.smartpr.jp/docs/sh2_05_UTF-8.zip
https://hash.smartpr.jp/docs/sh2_06_UTF-8.zip


テンプレートデザインコーディングベースー編集方法

【一覧表示において表示情報をカスタマイズできます】 common/js/smarthash.js

ブラウザ上での表示

ユーザー名などの情報は表示・非表示を設定できます。
表示したい場合は「true」を、非表示にしたい場合は「false」を入力してください。

SmartHashで取得した情報の表示・非表示や一覧表示のレイアウト、クリック時の挙動をカスタマイズできます。
変更可能箇所は下記を参照ください。



テンプレートデザインコーディングベースー編集方法

【一覧表示をタイル状に敷き詰めるか選択できます】

【詳細画面をモーダルで表示するか選択できます】

common/js/smarthash.js

common/js/smarthash.js

ブラウザ上での表示

ブラウザ上での表示

一覧表示をタイル状に表示するかを選択できます。タイル
状に表示したい時は「true」横並びに表示したい場合は
「false」を入力してください。

横並び時はこのように表示されます。

一覧表示をクリックしたときモーダルで詳細を表示するか、
直接SNSの投稿ページへリンクするか選択できます。モー
ダルで表示したい場合は「true」直接SNSへリンクしたい場
合は「false」を入力してください。



テンプレートデザインコーディングベースー編集方法

common/js/smarthash.js

【複数のハッシュを出し分けることができます。(sh2_05 テンプレート)】

ブラウザ上での表示 Index.html

出し分けるハッシュタグを該当箇
所に入力してください。

HTMLにて記述されている
class=“hash”と
class=“hash2”
へそれぞれ表示されます。



テンプレートデザインコーディングベースー編集方法

【一覧に表示する件数を変更することができます】

common/js/smarthash.js

初期の設定は30件表示です。
※テンプレートを使う場合には、
JS上で表示件数の記載をしてください。



サイネージ用テンプレート



サイネージ用テンプレートデザインコーディングベース

01.敷き詰めタイプ（12投稿＋１） 02.ランダムサイズ

03.1投稿ずつ表示

カーソルオン

カーソルオン

https://hash.smartpr.jp/docs/sh2_signage03_UTF-8.zip
https://hash.smartpr.jp/docs/sh2_signage01_UTF-8.zip
https://hash.smartpr.jp/docs/sh2_signage02_UTF-8.zip


テンプレートデザインコーディングベースー編集方法

【サイネージ用共通｜項目表示設定】

turn_count：大きな画像を含まないメディアの枚数です。変更すると表示が崩れてしまうのでご注意ください。
slide_count：スライド（1セット）何枚入れ替わるか設定できます。
slide_speed：次のスライド（1セット）に何秒で入れ替わるか設定できます。

common/js/smarthash.js



テンプレートデザインコーディングベースー編集方法

【サイネージ用共通｜モーダルの有無/縦画面横画面の設定】

sh_mdl：一覧に表示された写真をクリックするとモーダルが開く（true）もしくはSNSの投稿に遷移（false）の設定ができます。
sh_holizontal：true の場合は横長用の表示、false の場合は縦長用の表示になります。trueの場合には横に並ぶ画像数が多くなります。Falseの場合には、少

なくなります。

Sh_holizontalを“true”の状態で
縦長画面にした場合、左図のよ
うな表示になります。

sh_holizontalを“false”の状態で
縦長画面にした場合、このよう
な表示になります。



テンプレートデザインコーディングベースー編集方法

【サイネージ用tmpl01｜表示スライド数/表示秒数設定】

turn_count：大きな画像を含まないメディアの枚数です。変更すると表示が崩れてしまうのでご注意ください。
slide_count：何スライド（1セット）入れ替わるか設定できます。
turn_round：端数の画像があった場合に切り捨てるか設定できます。
slide_speed：次のスライド（1セット）に何秒で入れ替わるか設定できます。

下記の表記の場合、３スライド（３セット）が６秒（6,000）で入れ替わります。一覧では動画音声は再生されません。モーダルを開くと再生されます。

sh_holizontalを“false”の状態で
縦長画面にした場合、このよう
な表示になります。

公開設定をした投稿数が１スライド内に収まらない場合
・true→切り捨て
・false→ダミーデータ（imgフォルダ内にある

「noimg.png」の画像）を表示します。

次のスライドに切り替わる時間を設定できます。
この場合、6秒で切り替わります。



テンプレートデザインコーディングベースー編集方法

【サイネージ用tmpl02｜表示スライド数/表示秒数設定】

turn_count：一度に表示するメディアの枚数です。変更すると表示が崩れてしまうのでご注意ください。
slide_count：何スライド（1セット）入れ替わるか設定できます。
turn_round：端数の画像があった場合に切り捨てるか設定できます。
slide_speed：次のスライド（1セット）に何秒で入れ替わるか設定できます。

下記の表記の場合、４スライド（４セット）が６秒（6,000）で入れ替わります。一覧では動画音声は再生されません。モーダルを開くと再生されます。

sh_holizontalを“false”の状態で
縦長画面にした場合、このよう
な表示になります。

公開設定をした投稿数が１スライド内に収まらない場合
・true→切り捨て
・false→ダミーデータ（imgフォルダ内にある

「noimg.png」の画像）を表示します。

次のスライドに切り替わる時間を設定できます。
この場合、6秒で切り替わります。



テンプレートデザインコーディングベースー編集方法

turn_round 端数の表示について
例えば、35枚をSmartHashの管理画面から公開設定している場合にtemp02 を使う場合、2スライド（15枚×2スライド）＋あま
り5枚となります。

・true→切り捨て（5枚分は表示されません）
・false→ダミーデータ（imgフォルダ内にある「noimg.png」の画像）を表示します。デフォルトの画像の場合下記のような

表示になります。



テンプレートデザインコーディングベースー編集方法

【サイネージ用tmpl03｜表示スライド数/表示秒数設定】

slide_speed：次のスライド（1セット）に何秒で入れ替わるか設定できます。

下記の表記の場合、20スライドが６秒（6,000）で入れ替わります。
※動画の音声は再生されません。



テンプレートデザインコーディングベースーCSS

【サイネージ用｜CSSの編集方法】
color：一覧表示時の文字色を選択します。

background： 一覧表示時の文字の背景色を選択します。
font-size：画面が縦長の場合の文字サイズを設定します。

horizonalがfalseの時（縦長画面）の時の文字サイズを設定
できます。横長画面の時はフォントサイズは変わりません。

メディアがないときの背景画
像・文字色を設定できます。



よくある質問

動画サムネイルアイコンを

変更するにはどうすればいいですか？

各テンプレートimgフォルダ内のvideo.pngをご変更ください。

Questions? Answers!

①管理画面で対象の投稿が｛非公開」のままになっていませんか？収集さ
れたすべての投稿は全て「非公開」で入ってくるので「公開」設定をして
ください。

画像がサイトに表示されません。

②JSONのURLを再度ご確認下さい。半角や余分な文字等が入っていませ
んか？またサブドメインなどもご確認下さい。

画像部分がノーイメージと記載されてしまいます。

１ページに二箇所設置するにはどうすればいいで
すか？

投稿の表示の順番がおかしい。投稿順では？ 通常は投稿順ですが、「Instagramハッシュタグ収集」のパターンの場合、
日付が取得できないためInstagram・Twitter共にpk順になっています。

①APIの仕様上、画像データのリンクが切れてる可能性があります。担当
者にご連絡いただき再取得の手続きをすすめてください。

②ユーザーが元の投稿を削除している可能性があります。元の投稿が削除
されているので再取得はできません。

テンプレート05をご参照ください。

＜ご注意＞この場合JSONデータへの呼び出しが2倍になります。ご契約の
負荷を大幅に超えた場合予告なくサービスを停止したり、対応費用が発生
する可能性があります。このような場合には念のため担当営業にご相談く
ださい。



2021/4/27

＜テンプレート＞

• tmpl01,05 コメントのみの一覧表示対応、Noimage画像非表示対応、一覧画像の表示切替追加

• tmpl04 Twitterアイコン表示対応

＜マニュアル＞

・「テンプレートデザインコーディングベース 編集方法」一覧画像の表示について追加

・「よくある質問」動画サムネイルアイコンについての質問追加

更新履歴

アップデート前にダウンロードされたテンプレートの内容と異なる場合がございます。最新のテンプレートをご利用ください。

2021/12/27
＜マニュアル＞

・推奨デバイス、OSの追加

・テスト用情報の追加

2023/1/10

＜テンプレート＞

・サイネージ用テンプレート3種追加

＜マニュアル＞

・サイネージ用テンプレートの操作マニュアル追加


