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ただ「参加申し込みを受け付ける」だ
けではなく、イベント当日に必要な資
料の制作や、当日、来場者に対しての
フォローアップができる機能も搭載し
ています。 

この章では、イベント当日に向けての
準備や、終わったあとサポート機能を
紹介していきます。

イベントの受付から 
クロージング第3章
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イベント当日の 
準備をしよう

STEP

20
当日、スムーズに参加者を迎え入れられるように、事前準備が必要になります。参加者
に配布する資料、全体に見せるプレゼンテーションもそうですが、意外と重要になるのが
「参加者名簿」や「事前アンケート」などの「参加者の情報」です。 

このステップでは、当日に活用できる各種資料の利用方法をお伝えします。

参加者名簿を印刷する

誰が参加するのか、その人の連絡先は、といったような参加者の情報を確認できる「参
加者名簿」。 

ここではそんな参加者名簿を印刷してみましょう。

イベント管理ページの中の「参加者管理」の下に表示されている「参加者名簿のダウンロード」
ボタンをクリックすると、参加者名簿をCSV形式でダウンロードできます。
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参加者名簿はMicrosoft Excel等で開くと、整理番号毎に1行で出力されています。 

エンコードは、Shift JISになっています。 

Excel等で参加者名簿として出力する列などを調整した上で、印刷を行ってください。

整理番号は、申込みのチケット毎に発行される番号です。 

例えば、イベントチケットを2枚、懇親会チケットを1枚で申し込んだ場合、整理番号は、1,2,3と
それぞれに割り当てられます。

参加者名簿にアンケートを含めて印刷する

アンケートの回答結果は、イベント管理ページで参加者管理を選び、「アンケート結果も含め
る」にチェックを入れた状態で、参加者名簿のダウンロードをクリックすると、CSVファイルで
ダウンロードできます。
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アンケートを集計する

参加者に回答いただいたアンケート、その中でも、選択肢のある設問は、グラフで視覚
的に表示させることが可能です。

イベント管理ページでアンケート集計を選びます。
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グラフと表で集計結果を簡単に確認することができます。

個別にアンケートを確認する

参加者ごとのアンケート回答内容を確認したい場合は、参加者詳細ページを開きます。
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TIPS イベント当日の持ち物リスト 

イベント開催において、最も大事で、これがかけてしまうとすべてが台無しになっ
てしまうこともあるのが「事前準備」です。 

事前準備で必要なものとしてヒントとなる「持ち物リスト」の例を掲載しておきま
す。オリジナルのリストを作るための土台にしていただければと思います。 

□ 参加者リスト 

□ アンケート 

□ スタッフの名札 

□ 書籍、グッズ等の販売物 

□ 当日の配布資料 

□ 文房具 
（セロテープやホッチキスも含む） 

□ 次回イベントの案内チラシ 

□ 領収書 

□ 封筒 

□ 現金（小型金庫・両替金など） 

□ 進行管理表



 228

参加者の 
出欠をとろう

STEP

21
イベント当日に参加申し込みを受け付けるイベントの場合は「参加者の出欠」をとる必
要があります。 

小・中規模のイベントであれば、参加者リストを印刷してそれをもとに受付してもいい
のですが、人数が膨らんでくるとそれでは時間がかかりすぎてしまいます。 

こくちーずプロでは、システム上で参加者の出欠をとることができます。このステップ
では、実際に参加者の出欠を取る方法をお伝えします。

イベント参加者の出欠をとる

イベント出欠リストを表示させる

イベントの管理ページで、出欠管理メニューから「イベント出欠」を選びます。
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イベントに出席待ちの参加者一覧が表示されます。 

ここでは、一人で複数枚のチケットを申込された場合、その枚数分が整理番号毎に表示される
ようになっています。
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参加者の情報で絞り込んで出欠リストを表示させる

検索条件の場所に、申込番号や整理番号、名前、メールアドレス、チケットの種類を指定して
参加者を検索することもできます。 

イベント当日の受付で利用される場合は、参加者の申込番号、整理番号を確認して検索すると
スムーズに対応が可能です。

出席者だけを一覧表示したい場合は、「出席者」をクリックするとフィルターすることができ
ます。同様に、「欠席者」「すべて」でもフィルターすることができます。
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出席・欠席を受け付ける

実際に出欠を受け付けるには、検索結果の出欠欄にある「出席」ボタン、あるいは「欠席」ボ
タンをクリックすると出欠受付ができます。 

当日来場された方は「出席」、欠席の連絡が入った場合は「欠席」ボタンをクリックする、と
いうように運用しましょう。

なお、間違えてクリックした場合は、「元に戻す」リンクをクリックすると戻すことができま
す。

欠席にしてもキャンセルにはなりません。もし、キャンセル扱いにしたい場合は、申込番号をク
リックして参加者詳細を開いてキャンセル操作を行ってください。
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出欠名簿をダウンロードする

出欠管理ページの下に表示されている「出欠名簿のダウンロード」ボタンをクリックすると、
CSV形式でダウンロードすることができます。

出欠名簿はMicrosoft Excel等で開くと整理番号毎に1行で出力されます。

エンコードは、Shift JISになっています。
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懇親会参加者の出欠をとる

懇親会出欠リストを表示させる

イベントの管理ページで、出欠管理メニューから「懇親会出欠」を選びます。

懇親会に出席待ちの参加者一覧が表示されます。 

出欠の操作方法は、イベント参加者の出欠と同じで、「出席ボタン」「欠席ボタン」をクリッ
クすることで出欠受付ができます。
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イベントレポートを 
書こう

STEP

22
こくちーずプロでは、次回以降のイベントで新規の方が参加したくなる「きっかけづく
り」もサポートしています。その一つがこの「イベントレポート」です。 

イベント開催後に、次のイベントにつなげる、参加したいと思えるイベントに育てるの
に重要なのがこのイベントレポートです。会場に参加できなかった人に向けて、どんな雰
囲気だったのか、どんな内容を話したのかをまとめることで、次のイベントにつなげてい
くことができます。
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イベントのレポートを登録する

イベントレポート登録画面を表示させる

イベントの管理ページで、イベント編集メニューから「イベントレポート登録」を選びます。
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イベントのレポートを書く

イベントレポート情報で公開範囲、公開期間、レポート文を入力し、「登録する」ボタ
ンをクリックすると、イベントレポートが登録されます。

1

2

3
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公開範囲1
イベントレポートを公開する相手を選びます。下記の中から選択します。 

【非公開】イベントレポートは表示されません（初期状態） 

【全体に公開】イベントレポートを全体に公開します。 

【参加者のみ】参加者の方のみイベントレポートが表示されます。 

【主催者のみ】主催者（スタッフ）の方のみイベントレポートが表示されます。

公開期間2
イベントレポートを公開したい期間を設定できます。 

指定された期間だけイベントレポートを表示します。指定しない場合は無期限に表示されます。

レポート文3
イベントの概要をまとめたレポート文を入力します。

4

5

6

発表資料スライド4
当日に発表したスライドや、動画などの資料を掲示できます。 

（後の項目「イベントの発表資料を投稿する」で詳しく説明します）
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参加者ブログ記事5
当日参加された方のブログレポートを掲示できます。 

（後の項目で詳しく説明します）

登録する6
イベントのレポートを登録します。

登録されたレポートは、イベントページの「イベントレポート」ボタンをクリックすると表示
されます。
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イベントレポートのページを参加者にメールやSNSなどでシェアして見てもらいましょう。
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イベントの発表資料を投稿する

「スライドを追加」ボタンをクリックすると、発表資料の枠が追加されます。 

必要な項目を入力し、「登録する」ボタンをクリックすると、イベントレポートに発表
資料が登録されます。

1

2

3

4

5 6

7
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URL1
スライドや資料のURLを入力します。 2019年4月時点で以下のサービスに対応しています。 
Youtube（動画配信） / Vimeo（動画配信） / SlideShare（スライド共有） / Speaker Deck（ス
ライド共有） / Ustream（ライブ配信サービス）

タイトル2
資料のタイトルを入力します。（URLを入力すると自動入力されます）

発表者3
資料の発表者名を入力します。（URLを入力すると自動入力されます）

プレビュー4
資料のプレビューが表示されます。

並び替えハンドル5
複数の資料がある場合、このハンドルを掴んで移動することで並び替えができます。

✕ボタン6
資料を削除できます。

「スライドを追加」ボタン7
資料を追加できます。最大20件まで追加可能です。

発表資料のURLを入力し、タイトルの入力枠をクリックする（フォーカスを移動させる）と、自
動的に、発表資料のタイトルと発表者（資料の投稿者）が入力されます。 

必要であればタイトルや発表者を修正してください。
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イベント参加者ブログのリンクを追加する

「記事を追加」ボタンをクリックすると、ブログ記事の枠が追加されます。 

必要な項目を入力し、「登録する」ボタンをクリックすると、イベントレポートに参加
者ブログへのリンクが登録されます。

1

2

3

4 5

6

URL1
記事のURLを入力します。
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タイトル2
リンク先記事のタイトルを入力します。（URLを入力すると自動入力されます。）

画像3
記事内に画像がある場合、画像のサムネイルが表示されます。

並び替えハンドル4
複数の資料がある場合、このハンドルを掴んで移動することで並び替えができます。

✕ボタン5
リンクを削除できます。

「記事を追加」ボタン6
資料を追加できます。最大20件まで追加可能です。
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イベント当日の写真を掲載する

イベント当日の写真をアップロードする

イベントの管理ページで、イベント編集メニューから「イベントレポート登録」を選びます。

「イベントレポートフォト管理ページ」のリンクをクリックします。
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写真の追加の箇所にアップロードする写真を指定し、「追加ボタン」をクリックするとイベン
トレポートフォトに写真が追加されます。
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写真をクリックして、編集・削除が行えます。

写真は、最大6枚まで追加することが可能です。 

イベントのグレードアップを行うと、追加できる写真の枚数を増やすことができます。



 247

画像をイベントレポートに挿入する

追加した写真は、イベントレポート文に貼り付けることができます。

イベントレポート画面のエディタの「画像挿入」アイコンをクリックします。
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画像挿入ダイアログが開きますので、フォトアルバムの写真をプルダウンで選択して、「OK」
ボタンをクリックすると貼り付けることができます。 追加された写真は、イベントレポートに
表示されます。

貼り付けた後に、画像の端をドラッグしてサイズ調整が可能です。 

デフォルトで、画像サイズはイベントレポート文の横幅領域と同じようになっています。
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イベントの終了と 
次回開催にむけて

STEP

23
イベント開催は、当日が終わったら終了、ではない場合も多々あります。次回はどうす
るのか、今回と同じイベントをリクエストされたら、などなど、次に発展させていくため
の施策を取ることも多くあるかと思います。 

このステップは、そんなイベント開催の継続に向けたこくちーずプロの活用方法をお伝
えしていきます。

イベントの終了状態を確認する

イベントは、開催日を過ぎると自動的に終了状態になります。

イベントが終了しても、イベントページにはアクセス可能です。 

終了後にイベントページを表示したくない場合は、イベントの削除操作を行って非表示にすること
が可能です。
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イベントを複製する

イベントの内容や開催場所が異なる場合は、元のイベントを複製して簡単にイベントを
登録することができます。 

イベントの内容が同じで、別の開催日で募集したい場合は、開催日の追加を行ってくだ
さい。

イベントの管理ページで、イベントの複製を選びます。
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イベント情報を複製して、新しいイベントを登録することができます。

イベントのオプション情報も複製されます。 

イベント画像は複製されませんので、登録時に指定してください。
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イベントを削除する

未公開のイベントの場合

イベントの管理ページで、イベント編集メニューから「イベントの削除」を選びます。

イベントが削除可能な状態であれば、「削除する」ボタンをクリックしてイベントを削除する
ことができます。
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イベント公開後の場合

イベントの公開後は、そのままでは削除することはできません。

イベント公開後に削除したい場合は、イベントが終了するか、イベントの中止を行っておく必
要があります。
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その後、イベントの削除ページにアクセスして、「非公開にする」ボタンをクリックしてくだ
さい。

非公開を行うと、イベントページは表示されなくなります。 

非公開にすると、イベント管理ページにもアクセスできなくなりますのでご注意ください。 

この操作は、取り消すことができませんので、十分注意して行ってください。


