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 購入履歴データの作成方法（Windows版） 

 

■ 必要な環境： 

・Windows10 もしくは Windows11 PC 

・Microsoft Excel (Office365もしくは Excel2013 以降のバージョン) 

・インターネットブラウザ (Google Chrome, Microsoft Edgeのいずれか) 

・Amazon.co.jpのアカウント (購入履歴があるもの) ※1 

・楽天市場のアカウント (購入履歴があるもの) ※1 

・ProcessingTool 一式（弊社の用意するファイル加工プログラムツール） 

 

※1 Amazon、楽天市場のアカウントはどちらか一つのみでも作成可能です。 

 

■ 作成するデータ： 

・Amazon.co.jpの個人情報削除済み購入履歴データ（CSV形式） 

・楽天市場の個人情報削除済み購入履歴データ（CSV形式） 

 

■ 内容 

データ出力手順 ................................................................................................................ 2 

1. 事前準備 ............................................................................................................. 2 
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4. 楽天市場へログイン ........................................................................................... 6 

5. 楽天購入履歴データの出力 ................................................................................ 6 

6. mhtmlファイルの加工 ........................................................................................ 9 

7. ファイルのアップロード .................................................................................. 13 
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データ出力手順 

  

1. 事前準備 

① ホームページ(https://www.jasmy.co.jp/interestai/)より、「【購入履歴】加工ツ

ール」ボタンからダウンロードを行います。 

  

ダウンロードフォルダ： 

C:\Users\xxxxx(ユーザ名)\PC\ダウンロード 

 

② ダウンロードした ProcessingToolを解凍します。 

 

解凍した場合のフォルダパス： 

C:\Users\xxxxx(ユーザ名)\PC\ダウンロード\ProcessingTool\ProcessingTool-

20220607-signed 

 

例：Windows11の場合 

 

※必ず zipファイルを解凍してください。 

※ファイルの解凍先は、ダウンロードフォルダを指定してください。 

ProcessingTool.zip 

https://www.jasmy.co.jp/interestai/
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ProcessingTool-20220607-signedのフォルダは以下の通りになります。 

 

ProcessingTool-20220607-signedフォルダ 

 

内容 

フォルダ / ファイル名 内容 

Input ブラウザから保存した mhtmlファイルの格納先 

log エラーログなどの格納先 

Output 完成した csvファイルの出力先 

Program 加工用プログラムの格納先 

start.Bat プログラム実行のバッチファイル 

 ※フォルダ名の変更やフォルダの移動等は行わないでください。 

 

2. Amazon.co.jpへログイン 

Amazon.co.jp でのご購入がない場合は、▪4 楽天市場へログイン 手順から実施してく

ださい。 

① 各種ブラウザで Amazon.co.jpにログインし、注文履歴画面を開きます。 

 

 

3. Amazon購入履歴データの出力 

① 以下の画面の購入履歴表示期間について、「2019 年」、「2020 年」、「2021 年」、

「2022年」を選択し、購入履歴を表示してください。 

2019 年、2020 年、2021 年、2022 年の各年分を繰り返し出力 
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※注文履歴が 10件以上ある場合には、ページ下部に表示範囲選択ボタンが表示さ

れますので、全てのページを保存してください。 

 

② 表示した全てのページについて、各種ブラウザ(Google Chrome, Microsoft Edge

のどちらか)の設定画面から名前を付けて保存を行います。 

保存ボタンの場所は下記画像を参考にしてください。 

 

< Google Chrome > 

 

< Microsoft Edge > 
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③ ファイル名、ファイルの種類、ファイルの保存場所は下記のように設定し、「保存

(S)」を行います。保存先は、1-②で解凍した ProcessingToolの[Input]フォルダ

に格納します。 

 

ファイル名は、以下のように注文履歴の部分は変更せずに、重複が無いように文

字列を加えて保存してください。 

 

 

 

 

※「注文履歴」の文字列は、変更や削除しないでください。 

※ 任意の文字列は、半角英数字を用いてください。 

 

ファイルの種類(T) ブラウザ 

ウェブページ、1つのファイル(*.mhtml) Google Chrome 

Webページ、単一のファイル(*.mhtml) Microsoft Edge 

 

保存先フォルダ： 

C:\Users\xxxxx(ユーザ名)\PC\ダウンロード\ProcessingTool\ProcessingTool-

20220607-signed\Input 

 

注文履歴 abcdefgxyz1289.mhtml 

必須 任意の文字列 

必ず「 1つ(単一)のファイル 」を選択してください。 
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④ ①～③の作業を 2019年、2020年、2021年、2022年の 4回分繰り返して下さい。 

 

4. 楽天市場へログイン 

楽天市場でのご購入がない場合は、▪6 mhtml ファイルの加工 の手順を実施してくださ

い。 

① 各種ブラウザで楽天市場にログインし、購入履歴画面を開きます。 

 

5. 楽天購入履歴データの出力 

① 以下の画面の購入履歴表示期間について、「2019 年」、「2020 年」、「2021 年」、「2022

年」を選択し、購入履歴を表示してください。 

 

※購入履歴が 25件以上ある場合には、ページ下部に表示範囲選択ボタンが表示さ

れますので、全てのページについて保存してください。 

 

② 表示した全てのページについて、各種ブラウザ(Google Chrome, Microsoft Edge

のどちらか)の設定画面から名前を付けて保存を行います。 

保存ボタンの場所は下記画像を参考にしてください。 

 

2019 年、2020 年、2021 年、2022 年の各年分を繰り返し出力 
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< Google Chrome > 

 

< Microsoft Edge > 

  

ｈ 
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③ ファイル名とファイルの種類は以下の形式で保存を行います。 

以下の表通りにファイル名、ファイルの種類を変更後、「保存(S)」を行います。 

保存先は、1-②で解凍した ProcessingToolの[Input]フォルダに格納します。 

 

ファイル名は、以下のように購入履歴一覧の部分は変更せずに、重複が無いよう

に文字列を加えて保存してください。 

 

 

 

 

※「【楽天市場】購入履歴一覧」の文字列は、変更や削除しないでください。 

※ 任意文字列は、半角英数字を用いてください。 

 

 ファイルの種類(T) ブラウザ 

ウェブページ、1つのファイル(*.mhtml) Google Chrome 

Webページ、単一のファイル(*.mhtml) Microsoft Edge 

  

保存先フォルダ： 

C:\Users\xxxxx(ユーザ名)\PC\ダウンロード\ProcessingTool\ProcessingTool-

20220607-signed\Input 

 

【楽天市場】購入履歴一覧 abyz１２３４５.mhtml 

任意の文字列 必須 

必ず「 1つ(単一)のファイル 」を選択してください。 
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④ ①～③の作業を 2019年、2020年、2021年、2022年の 4回分繰り返して下さい。 

 

6. mhtmlファイルの加工 

ProcessingTool を利用して、csvファイルを作成します。 

 

手順 

(ア) 加工ツールの「start.Bat」をダブルクリックし、プログラムを実行します。 

 

※以下のような画面が表示された場合には、下記作業を実施してください。 

1) 「詳細情報」をクリックします。 

 

2) 「実行」をクリックします。 
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(イ) 「ファイルの作成が完了しました。」の確認ダイアログが表示されます。 

 

以下のダイアログが表示された場合は、メッセージに従ってください。 

その後、6-(ア)から再度実施をお願いいたします。 

  

以下の「OneDrive」に関するダイアログが表示された場合は、ダウンロード

フォルダ、または、OneDriveと共有されていないフォルダへ ProcessingTool

を移動し、6-(ア)から再度実施をお願いいたします。 

 

ダウンロードフォルダ： 

C:\Users\xxxxx(ユーザ名)\PC\ダウンロード 
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※「予期せぬエラーが発生しました。」のダイアログが表示された場合には、 

1)日付と時刻の形式 をご確認ください。 

 

 

1) 日付と時刻の形式 

形式(F)を「日本語(日本)」、日付 (短い形式)(S)を「yyyy/MM/dd」に変更

します。 

 

コントロールパネル > 時計と地域 > 日付、時刻、数値形式の変更 

> 日付と時刻の形式 

 

1)日付と時刻の形式 を変更後、6-(ア)から再度実施をお願いいたしま

す。 

 

1)日付と時刻の形式 の変更を行っても、「予期せぬエラーが発生しました。」

と表示された場合には、お手数をおかけいたしますが、[ log ]フォルダ内の

error.logを確認の上、error.logの内容を弊社までお問い合わせをお願いい

たします。 
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(ウ) 確認ダイアログの「OK」をクリック後、自動でプログラムが終了します。 

 

(エ)  [ Output ]フォルダに csvファイルが保存されています。 

 

Amazon保存ファイル名： 

「Amazon-history-yyyy.csv」(yyyyは対象間の年)  

 

Amazon購入履歴保存先フォルダ： 

C:\Users\xxxxx(ユーザ名)\PC\ダウンロード\ProcessingTool 

\ProcessingTool-20220607-signed\Output\Amazon 

 

楽天保存ファイル名： 

「Rakuten-history-yyyy.csv」(yyyy は対象間の年) 

 

Rakuten購入履歴保存先フォルダ： 

C:\Users\xxxxx(ユーザ名)\PC\ダウンロード\ProcessingTool 

\ProcessingTool-20220607-signed\Output\Rakuten 

 

今回作成される csvファイルの数は、保存した年数(2019年、2020年、2021

年、2022年)分が格納されます。 
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7. ファイルのアップロード 

① ホームページ(https://www.jasmy.co.jp/interestai/)より、3-①で作成された

[Output]フォルダに存在するすべてのファイルを、「購入履歴データの登録」ボタ

ンから、アップロードして下さい。 

 

 

https://www.jasmy.co.jp/interestai/

