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イベントの内容を決めて、募集ページ
が完成しましたね！ 

次は、実際に募集を開始していくとこ
ろに入ります。 

この章では、どのように募集を開始し
ていくか、その方法をお伝えしていき
ます。

募集を開始しよう第2章
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イベントを 
公開しよう

STEP

13
イベントの詳細を固めて、さあ、ついに募集を開始しよう！となったときに必要になる

のが「イベントを公開する」ことです。こくちーずプロではじっくりと練ったイベントの
概要を「公開」することで初めて一般公開されます。 

このステップでは実際にイベントを公開する方法をお伝えします。

公開前の最終確認をしよう

イベントページは、多くの人に認知してもらうために、イベントの検索などで表示され
るようになっております。 

しかし、友人・知人だけで開催するプライベートなイベントの場合は、露出したくない
ことがあります。 

その場合は、イベントの公開モードを変更することで制限することが可能です。

イベント管理画面から基本情報設定ページを開き、オプションの中にある「公開モード」を変
更してください。

公開範囲を設定する
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それぞれの公開モードは以下のようになります。

限定公開にした場合は、イベント検索では表示されませんので、友人・知人にURLをお知らせす
るようにしてください。ただし、このURLをTwitterやFacebookでシェアしてしまうと他の人に
もURLがわかってしまいますので注意してください。

より厳密に制限したい場合は、パスワード制限を選び、認証用パスワードを設定します。こうし
ておくと、URLにアクセスした際にパスワードの入力が求められ、パスワードを知っている人し
か申込ができないようになります。

【一般公開】 イベント検索などで表示されます。
【限定公開】 イベント検索では表示されません。URLを知っている人のみアクセスでき

ます。
【パスワード制限】 イベント検索では表示されません。パスワード入力をしないとアクセスで

きなくなります。
【主催者専用】 イベント主催者しかアクセスできなくなります。



 148

イベントページを確認する

イベント公開前でも、イベントページを表示できます。イベントを公開する前に、表示
内容を確認しましょう。

イベント管理ページで、「イベントページの確認」ボタンをクリックします。

タグを設定する

イベントにタグを設定することで、イベントの検索結果に表示されやすくなります。

イベント管理画面から基本情報設定ページを開き、タグの枠内に入力してください。 

Enterキーでタグが１つ確定します。続けて10個まで設定することができます。 

設定されたタグは、イベントページに表示され、タグで絞り込むことができるようになります。
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イベントページが表示されます。

公開前の場合は、参加者側には「当イベントは準備中のため、お申込みは受付しておりませ
ん。」 のメッセージが表示されます。

ページの下部には「申込みフォームを確認する」ボタンがあります。
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ボタンをクリックすると、実際の申込みフォームがどのように表示されるのか確認することが
できます。
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イベントページを公開しよう

イベント管理ページで、「公開する」ボタンをクリックすると、イベントが公開されます。 

イベントを公開すると、イベントページから申込みができるようになります。

表示確認も終えたら、いよいよ公開です。 

こくちーずプロでは、ボタン一つで公開される仕組みになっています。 ただし、公開す
ると編集できなくなる項目がありますので、注意しておきましょう。

イベントを公開すると、下記の設定が公開後に変更できなくなります。 

イベントのオプション情報（カスタムURL、受付タイプ、キャンセル待ち）の変更 

チケット金額の変更、チケットの削除 

アンケートの追加設問の削除、追加設問の順番変更 

公開前に必ず設定の見直しをしましょう。
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TIPS イベント一覧や検索結果の順位はどのように決まる？ 

申込数によって順位が変動します。まずは友人・知人に対して積極的にアピールし
ましょう。 

公開したイベントは、イベント一覧や検索結果に表示されます。イベント一覧や検
索結果への反映には1時間程度必要です。 

ただし、不正な方法を使い申込を集めるとペナルティーをうけることもあるので注
意しましょう。

TIPS イベントの露出を増やすには？ 

さらにイベントの露出をこくちーずプロ上で増やしていきたいのであれば、「イベ
ントのグレードアップ」を行うことで露出を増やすことができます。 

グレードアップを行うと、一定期間、検索結果に上位表示されやすくなります。 

（イベントの検索アルゴリズムは、グレードアップの状態や申込状況によって最適
化するようになっています。半永久的に上位表示をお約束するものではないことを
ご了承ください。）
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申込状況を 
確認しよう

STEP

14
イベントを公開したあと、どれぐらいの参加希望者がいるのか、またどんな人が申し込

んでいるのかを確認したいときなど、申込状況がどうなっているかを確認したいことがあ
るかと思います。 

このステップでは、申込みの状況がどうなっているのか、参加者ががどのような内容で
申し込まれたかを確認する方法をお伝えします。

申込者リストで状況を把握しよう

以下の手順で申し込みリストを表示できます。

イベントの管理ページで、「参加者管理」を選びます。



 154

お申込みのあった参加者の一覧が表示されます。

申込者を検索する

参加者一覧画面では、申込番号や名前、メールアドレス等で参加者を検索することもで
きます。

検索条件をクリックします。
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検索ウインドウが表示され、各種項目にて申込者を絞り込みできます。

「イベント参加者のみ」「懇親会参加者のみ」でフィルターすることもできます。 事前決済を
有効にしている場合は、返金状態で絞り込むことが可能です。

申込者の詳細を確認する

参加者一覧から、申込者の詳細を１件ずつ確認できます。

「申込み番号」をクリックします。
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参加者の詳細を確認できます。 

アンケートに回答している場合は、この画面でアンケートの回答内容を確認することができま
す。
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申込者の情報を変更する

申込者の方から名前やメールアドレスを変更してほしい旨の問い合わせがあった場合は、
「参加者詳細」画面から変更します。 編集可能な項目は以下の４つです。

1

2

3

4



 158

申込者名1
イベント申し込みをした人の名前が入力されています。

メールアドレス2
イベント申込時の連絡用メールアドレスが入力されています。

参加者コメント3
イベント申込時に参加者が入力したメッセージやコメントが入力されています。このコメントは参

加者リスト画面で表示されます。

管理者コメント4
管理者が参加者について残せるコメント欄です。このコメントは公開されません。

入力が終わったら「変更する」ボタンをクリックして完了しましょう。
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申込完了メールを再送する

申し込み完了メールが届かないという問い合わせがあった場合は、「参加者詳細」画面
から再送することができます。

「参加者詳細」ページで、申込み完了メールの再送ボタンをクリックします。

アンケート内容を確認する

参加者詳細画面では、参加者が回答したアンケートの内容を確認できます。 

この内容は変更することができません。
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電話やFAXなどの直接申込分を代行登録する

サイト上でお申込みできないお客様や、電話やFAXなどで連絡があったお申込みに関し
ては、管理者が参加者のかわりに参加登録できます。

参加者管理ページで、「参加者の追加」ボタンをクリックします。
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通常のお申込みと同様に、申し込みフォームが表示されるので必要事項を記入して「申込む」
ボタンをクリックします。

代行登録の場合は、メールアドレスを入力しなくても申し込むことができます。 

代行登録された申込みは、参加者一覧の申込番号の箇所に アイコンが表示されるようになっ
ていますので、通常の申込みと区別ができます。

イベント公開前に代行登録した場合、一部のイベント情報は変更できなくなります。 

代行登録された参加者情報は、イベント公開前であればキャンセル後に削除することができます。
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申込をキャンセルする

申込みのキャンセルは、通常申込者からも行えるようになっていますが、キャンセルの
期限を超えた場合や、直接キャンセルの連絡が入った場合などは、管理者がキャンセルの
手続きを行う必要があります。

参加者の詳細ページを開き、「お申込みのキャンセル」ボタンをクリックします。

キャンセルの取り消しはできませんので、注意してください。

間違ってキャンセルした場合は、再度、お申込みの手続きを行ってください。 

キャンセル待ちがある場合は、キャンセルすると自動的に繰り上げが行われます。

事前決済でチケットを購入されている場合は、キャンセルしただけでは返金は行われませんので
注意してください。別途、返金の操作を行う必要があります。
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申込者名簿をダウンロードする

申込者の名簿をCSVファイルでダウンロードができます。CSVファイルはエクセルなど
の表計算ソフトを筆頭に、様々なソフトで読み込みが可能です。申込者の情報を別のソフ
トで活用するために、以下の手順でCSVファイルのダウンロードを行いましょう。

参加者管理ページ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、CSV形式でダウンロードすることができます。

アンケート機能を利用している場合は、「アンケート結果も含める」にチェックしておくとそ
の内容もCSVに含まれるようになります。

整理番号毎に１行出力されます。 

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。

エンコードは、Shift JISになっています。 

Microsoft ExcelやNumbers等、CSVファイルに対応したソフトで開くことが可能です。
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事前決済の支払いを返金する

事前決済で有料のチケットを購入された参加者の方がキャンセルされた場合などに返金
手続きをする必要があります。こくちーずプロではPaypalで決済された申込者に返金を
することもできます。 

返金を可能にするには、PayPalのアカウントでAPIの許可設定を行っておく必要があり
ます。

PayPalアカウントにログインします。

PayPalアカウントから返金ができるようにする
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サードパーティのユーザー名に info_api1.liveout.co.jp を入力し、「検索する」ボタンをクリッ
クします。

APIアクセスのページを開きます。  

URL: https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_profile-api-list-auths 

「API許可を与える」のリンクをクリックします。
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新しいサードパーティへの許可を追加するページで「特定の取引について返金をおこないま
す。」と「単一の取引に関する情報を取得します。」の項目をチェックし、「登録」ボタンをク
リックします。

こくちーずプロから返金手続きを行う

参加者の詳細ページを開きます。
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返金する際には、先に申込をキャンセルしておきます。（すでにキャンセル済みの場合は、不
要です）

キャンセル後に、再度参加者詳細を開き「全額返金する」ボタンをクリックすると返金されま
す。
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返金には、PayPalの返金手数料（40円）がかかることがあります。この手数料は主催者のPayPal
アカウントから引き落とされます。

PayPalアカウントの残高が足りない場合は、返金が行えませんのでご注意ください。

一部返金を行いたい場合は、PayPalから返金操作を行う必要があります。PayPalで返金操作を行っ
た後に、参加者詳細を開き「返金済みにする」ボタンをクリックして返金完了にしてください。

TIPS 申込者からの問い合わせは迅速に対応しよう 

問い合わせは事務局メールアドレス宛に届くようになっています。 

申込み内容の変更やキャンセルなど、参加者からの要望には速やかに対応するよう
にしましょう。
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お知らせを 
登録しよう

STEP

15
こくちーずプロでは、イベントページや申込者のマイページに「お知らせ」を表示でき

ます。これで、参加者、及び参加を迷っている方に向けてメッセージを送ることができま
す。 

このステップではお知らせの登録方法について解説します。

お知らせを登録・編集・削除する方法

お知らせを登録する

イベントの管理ページを開き、「その他」の中からお知らせ管理を選びます。
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「お知らせの追加」ボタンをクリックすると、お知らせの追加ページが表示されます。

1

2

3
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お知らせ範囲1
お知らせを表示させる範囲を設定します。「参加者のみ」にすると、参加者にだけ表示されるお

知らせを登録できます。

お知らせ内容2
お知らせする内容を入力します。  

入力画面はリンクや文字装飾などが利用可能です。入力画面の使い方について、詳しくはSTEP11
を御覧ください。

「登録する」ボタン3
クリックするとお知らせ内容が保存されます。登録したお知らせは、イベントページとイベント参

加者のマイページに表示されます。

お知らせを編集する

お知らせ管理ページで、お知らせの一覧が表示されます。 

登録日時をクリックすると、お知らせの編集ページが開きます。
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ここでお知らせの内容・及びお知らせ範囲を編集することができます。
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お知らせを削除する

お知らせの編集ページで「削除する」ボタンをクリックすると、お知らせを削除することがで
きます。
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アクセス数を 
分析しよう

STEP

16
ウェブページにどれ位の人が来てくれたのかを調査できる「アクセス解析」ですが、

Google Analyticsを使ってのアクセス解析はプロの現場でよく使われていますが、一方で
複雑な設定が必要になるため詳しくない方にはかなり難しい方法になってしまいます。 

こくちーずプロでは、詳しい方向けの「Google Analytics」対応だけではなく、こくちー
ずプロ独自のアクセス分析機能も用意しています。

イベント毎の簡易アクセス数を分析する

こくちーずプロでは簡単にアクセス数を把握したい方のために独自のシンプルなアクセ
ス解析機能を用意しています。 

この機能はプレミアム会員、もしくはイベントのグレードアップを行っている場合のみ
利用できます。
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イベント管理ページで、イベント編集メニューから「アクセス分析」を選びます。

前日までにイベントページにアクセスされたページビュー数とセッション数を確認することが
できます。
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条件指定してアクセス分析データを表示する

1

2

3
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アクセス解析グラフ2
過去のアクセス数の推移を視覚的に確認できます。

集計結果3
検索条件に入力した日付のアクセス履歴が表示されます。 

ページビューがページを開かれた回数、セッションはアクセスした端末の数となります。 

枠内は期間中の合計、その下には日付ごとのアクセス数が確認できるようになっています

検索条件1
検索条件に日付を指定して、過去のアクセス数を確認することができます。 

（開始日と終了日の期間範囲は最大90日です）

アクセス数のデータをCSVファイルとしてダウンロードする

ページ下の「アクセス数のダウンロード」ボタンをクリックします。
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CSVファイルでアクセス数のデータをダウンロードすることができます。
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Google AnalyticsのトラッキングIDを発行する

イベントのアクセス数を分析するには、Google Analyticsのアカウントを登録し、
AnalyticsのトラッキングIDを発行する必要があります。 

Google Analyticsのアカウントがまだの方は、Google Analyticsの登録ページより申
し込みを行ってアカウントを作成してください。 

Googleアナリティクス：https://analytics.google.com/

Google Analyticsでアクセス数を分析する

こくちーずプロではGoogle Analyticsと連携してアクセス解析の対象とさせることも可
能です。

管理＞「プロパティを作成」をクリックします。
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「新しいプロパティを作成」で、ウェブサイト名、ウェブサイトのURLを上記のように入力し
ます。（ウェブサイトのURLは、www.kokuchpro.com にしてください。）

「トラッキングIDを取得」ボタンををクリックします。
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AnalyticsのトラッキングIDが発行されますので、メモしておきます。

イベントにGoogleAnalyticsのトラッキングIDを設定する

Google AnalyticsのトラッキングIDを発行した後、イベント管理の基本情報設定を開きます。

オプションの中にある「AnalyticsトラッキングID」の欄に、メモしたトラッキングIDを入力
します。  

クロスドメイントラッキングを有効にする場合は、「Analyticsクロスドメイントラッキング」
の欄にサイトのドメインを指定します。
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基本情報を更新して、イベントページにアクセスすると、Analyticsの計測が開始されます。

Analyticsのアカウント登録直後は、すぐにレポートに反映されませんので、翌日ぐらいに確認し
てみてください。

Analyticsにアクセスすると、イベントページへのアクセス数や流入元などの分析が行えるよう
になります。

Google Analyticsの使い方については、Google Analyticsのヘルプセンターをご確認ください。
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募集を締切りたい、 
中止したい場合

STEP

17
イベントの募集期間でも途中で締め切りたい、あるいは諸般の事情によりイベントを中

止しなければならない場合もあるかと思います。そのときには、募集の締切、もしくは中
止の手続きを行う必要があります。

募集を締め切る

通常は、イベントの申込みは募集期間を過ぎるか、定員に達した場合に申込みできなく
なります。 

しかし、募集の締め切りを行うと、これらの条件とは関係なく、申込みをできなくする
ことができます。
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一時的に募集を締め切りたい場合

イベント公開中、調整が必要など一時的に募集を締め切りたい場合は、以下の手順で申
し込みを停止することができます。

イベント編集ページから「開催日・定員の変更」を開きます。

募集期間の終了日を、過去の日付に設定し、更新します。
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申し込みページ上は「受付終了」となります。

一時的に締め切った募集を再開したい場合

イベント編集ページから「開催日・定員の変更」を開きます。
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募集期間の終了日を、受け付けたい期間の日付に設定（開催日まで受け付ける場合は日付を削
除）し、更新します。

申し込みページから受付が可能となります。
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募集の締め切りを行うと取り消しできないので、注意してください。 

一時的に募集を締切りたい場合は、募集期間を短くするだけで対応可能です。

完全に募集を締め切りたい場合

イベント公開後にイベントの管理ページで、「募集を締切る」ボタンをクリックすると募集を
締切ることができます。
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イベントを中止にする

イベント中止にする方法

イベント公開後に中止したい場合は、イベント管理ページの下部にある「中止する」ボタンを
クリックします。
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注意書きが表示されるので確認をしてから「中止する」ボタンを再度クリックすると、イベン
トを中止することができます。

イベントの中止を行うと取り消しできないので、注意してください。 

次の項目「イベント中止にする際の注意事項」も必ず確認しておきましょう。
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イベント中止にする際の注意事項

既に申込みがある場合は、イベントの中止の連絡を申込者の方に必ず行ってください（シス
テムからは申込者の方に通達しておりません） 

既に支払い済みのチケットに関しては、返金操作（PayPalの場合はSTEP14参照）が必要で
す。参加者詳細で返金を行ってください。 

参加者管理の名簿ダウンロードでメールアドレスがダウンロードできます。参加者の方にメー
ルやその他の方法で中止の旨を連絡してください。 

また、イベントページの案内文や、お知らせなどを利用して中止の理由等を記載するように
してください。

申込者に連絡や承諾もなく中止した場合、申込者から異議申し立てを受ける場合があります。 

こくちーずプロでは、申込者からのクレーム内容によってはアカウント停止手続きを行う場合もあ
りますので、中止手続きに際しては細心の注意を払って行うようにしましょう。
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イベントをオンライン上から見えないようにする

イベントを中止しても、イベントページは残ったままになってしまい、外部からアクセ
スできる状態で残ってしまいます。 

もしイベントにアクセスしてもらいたくなければ、以下の手順でイベントを非公開にし、
オンライン上から見えないようにしましょう。

イベント管理ページで、イベント編集メニューから「イベントの削除」を選ぶ。
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イベント削除確認画面が出るので、「非公開にする」をクリックするとイベントが非公開にな
ります。

非公開にするとイベントの管理ページにもアクセスできなくなります。ご注意ください。
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申込者にメールを送ろう 
【プレミアム】

STEP

18
イベント申し込み者に対しての連絡手段として一番活用することになる「メール」。通

常は自分のメールアドレスを使い、個別に連絡していく必要があるのですが、こくちーず
プロのプレミアムサービスに登録した場合はシステムから申込者に一斉メールを送ること
が可能になります。 

このステップでは申込者にメールを送る方法についてご紹介します。

メール配信を登録する

メール配信を使うと、イベント・懇親会の参加者や出席者に対してメールで案内を送る
ことができます。 

実際にメールの配信を行うために、メール配信の登録を行ってみましょう。

メール配信の追加画面を表示させる

イベント管理ページで、その他メニューからメール配信管理を選びます。
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「メール配信の追加」ボタンをクリックすると、メール配信の追加ページが表示されます。

メール配信設定を入力する

まずは配信先やテスト用の項目を入力していきます。

1

2
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配信先範囲1
メール配信を行う配信先を設定します。 

【イベント申し込み（参加）】 
イベントに申し込みしている参加者が対象になります。 

【イベント申し込み（キャンセル待ち）】 
イベントに申し込みしているキャンセル待ちの方が対象になります。 

【イベント申し込み（出席者）】 
イベントに出席した方が対象になります。（出席管理で出席状態の人） 

【懇親会申し込み（参加）】 
懇親会に申し込みしている参加者が対象になります。 

【懇親会申し込み（キャンセル待ち）】 
懇親会に申し込みしているキャンセル待ちの方が対象になります。 

【懇親会申し込み（出席者）】 
懇親会に出席した方が対象になります。（出席管理で出席状態の人）

テストメール送信先アドレス2
メール配信を行う前にテストメールを送信する宛先メールアドレスを入力します。
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メール内容を入力する

1

2

件名1
メールの件名を入力します。

メッセージ2
メールの本文に挿入するメッセージを入力してください。  

（テキストで入力してください。HTMLは使用できません）
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メール配信を登録する

必要事項を記入した後に、「登録する」ボタンをクリックすると、メール配信が登録されます。

登録後に、テストメール送信先アドレスにテストメールが送信されます。

テストメールの送信内容を確認してからでないと配信先にメール送信できないので注意してくだ
さい。 

配信先範囲で指定している対象者がいない場合はメール配信の登録はできません。 主催者からの
メッセージメールを拒否する設定にしている人は対象外になります。 

登録すると、メール配信の詳細ページが表示されます。
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テストメールを確認する

こくちーずプロでは、メールの誤送を防ぐために、必ずテストメールを確認してからで
ないとメール配信登録を行えないようになっています。

メール配信登録やメール配信の編集を行うと、テストメールがテストメール送信先アドレスに
送信されます。
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メールの内容を確認の上、メール内の「テストメールの確認完了」ボタンをクリックしてくだ
さい。

設定したメッセージはメールの上部に表示されます。
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メール配信の詳細ページが表示され、「テストメールの確認が完了しました」と表示されま
す。

配信状態が、「配信テスト完了」になっています。 

配信対象者数が、想定している数になっているかご確認ください。
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メール配信を編集する

メール配信の詳細ページを開き、「メール配信編集」をクリックします。
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メール配信登録で設定した内容を編集することができます。

編集後は、再度テストメールが送信されますので、テストメールの内容を確認してください。
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メール配信を開始する

メール配信の詳細ページを開き、「配信開始」ボタンをクリックします。

配信状態が「配信予約中」になります。
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配信予約中になると、システムがメール配信対象者を確定させます。 

主催者からのメッセージのメールを拒否する設定にしている人には届きません。 

メール配信対象者を確定させた段階で配信状態が「配信処理完了」になります。

実際に送信されるまでにタイムラグがあります。 

システムのメール配信状況によってメールが届くまでの時間は変わります。 

配信対象者数にもよりますが、1時間から3時間程度みておいてください。

1日に送信可能なメール配信は3つまでとなっております。それ以上の配信は翌日以降に行ってく
ださい。（メール配信の登録は事前に行っておくことは可能です） 

配信開始ボタンをクリック後に、配信を中止することはできませんので注意してください。
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メールの配信状況を確認する

「配信開始」ボタンをクリック後、順次対象者にメールを送信していきます。 

配信開始後、メール配信の詳細ページでは配信状況を確認できます

配信対象者数 
メール配信の対象者の件数 

メール送信数 
メールの送信が成功した件数 

送信エラー数 
メールの送信に失敗した件数 

送信ブロック数 
メールアドレスが不正なため送信しなかった件数 

不達数 
メールが届かなかった件数（迷惑メールフィルターによるブロックやメールアドレス不正など）
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メール配信を削除する

メール配信開始前であれば削除することができます。

メール配信の詳細ページで、「削除」ボタンをクリックします。

メール配信後は削除できませんので注意してください。
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個別メッセージを送信する

こくちーずプロでは、一斉送信以外にも、特定の申込者に対して個別メッセージをメー
ルで送ることができます。この機能もプレミアム会員限定となります。

参加者の詳細ページを開き、「個別メッセージの送信」ボタンをクリックすると、個別メッセー
ジの送信ページが表示されます。
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1

2

3

件名1
送信するメールの件名を入力します。

メッセージ2
参加者に届けたいメールの内容を記入します。

送信ボタン3
件名、メッセージを入力後にクリックすると個別メールが送信されます。
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設定したメッセージはメールの上部に表示されます。
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参加者の詳細ページのメール送信履歴に送信結果が表示されます。

送信したメールは、事務局メールアドレス宛にも転送されます。

主催者からのメッセージメールを拒否する設定にしている人には送信できません。 

また、クレームに繋がる可能性があるため、イベントと関係の無い内容のメッセージは送信しない
ように注意してください。
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TIPS 定期的なメール配信でドタキャン防止 

イベントの参加者のキャンセル問題というのはなかなか頭を悩ませるものです。で
すが、定期的に参加者にメールでアプローチしておくことで突然のキャンセルを防
ぐことができます。 

当日までに用意しておくこと、会場のアクセス方法、懇親会の会場について…など、
イベント概要を再度確認するためのメールを送付するだけでもキャンセル率はぐっ
と下がりますので、ぜひ試してみてくださいね。
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入金を管理しよう 
【プレミアム】

STEP

19
PayPalを使わずに参加費を徴収する場合、誰が支払い済みで誰が支払っていないのかを

管理するのはなかなか面倒なものです。一度紙に印刷して、チェックしていく…あるいは
Excelで管理シートを作るなどなど、時間も手間もかかってしまいますが、こくちーずプ
ロでは簡単に入金を管理するシステムが組み込まれています。 

※この機能はプレミアム会員もしくはイベントをゴールドにグレードアップしている場
合のみ利用できます。

入金状態を管理する

イベントに申し込みされた方の入金状態を管理します。 

事前決済以外の支払い（銀行振込や会場払いなど）に関して、入金されたことを確認し
た後に入金状態を記録する用途としてご利用いただけます。 

自動で振込口座をチェックするものではありません。あくまでも主催者がご自身で入金
を確認した記録を残しておくためのものとなっております。
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入金管理画面を表示させる

イベント管理ページで、その他メニューから「入金管理」を選びます。

イベントに申し込みされた方の中で入金待ちの一覧が表示されます。

ここには、Paypalでの事前決済で支払い済みの分は表示されません。その他の支払分の金額が表
示されます。
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条件を指定して入金状態を確認する

銀行振込での事前支払い、あるいは会場受付にてお支払いされた場合、参加者が多いと
全件から探すのは手間がかかりすぎてしまいます。 

そのような場合、参加者の名前やメールアドレス、申込みチケットに表示された申込番
号で絞り込んで表示させることで効率的に入金処理を行うことができます。

「検索条件」欄にある申込番号や名前、メールアドレス、申込状態を指定して検索をクリック
します。
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検索条件に合致した参加者の一覧が表示されます。

入金済みの分だけを一覧表示したい場合、「入金済み」をクリックしてください。



 216

「すべて」でフィルターすると、入金待ちと入金済みの両方の一覧が表示されます。

入金済みの申込は、参加者ごとの「申込詳細」ページで入金状態も表示されるようになります。

チケット情報の金額の欄にも「支払い済み」のアイコンが表示され、チケット印刷の各チケット
欄にも「支払い済み」のアイコンが表示されます。
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入金処理を行う

実際にこくちーずプロ上で入金を受け付けた記録を残す処理を行っていきます。

入金済みにする

「入金」ボタンをクリックすると、入金済み状態になり、入金日が表示されます。

支払金額と照らし合わせた後にクリックするようにしましょう。
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入金済みを取り消す

間違えて入金ボタンをクリックした場合は、「取り消す」リンクをクリックすると戻すことが
できます。

入金明細をダウンロードする

入金管理ページの下に表示されている「入金明細のダウンロード」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。
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※事前決済以外の支払い（銀行振込や会場払いなど）のみが対象となります。PayPalを使った事
前決済の明細は対象外となります。

エンコードは、Shift JISになっています。 

Microsoft Excel等で開くことが可能です。 

申込毎に1行で出力されます。

入金済みの申込は、参加者ごとの「申込詳細」ページで入金状態も表示されるようになります。

参加者毎に入金状態を確認する
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チケット情報の金額の欄にも「支払い済み」のアイコンが表示され、チケット印刷の各チケット
欄にも「支払い済み」のアイコンが表示されます。
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TIPS チケット印刷を入金確認後のみにする 

こくちーずプロではイベント申込時に表示される申込詳細からチケット印刷ができ
る機能が用意されていますが、イベントの運用によっては、申込者が入金されてか
らチケットを印刷できるようにしたい、というケースもあります。 

イベント管理の基本情報設定で、オプションの中にある「チケット印刷」を「入金
確認後に可能」に変更すると、申込詳細ページでチケット印刷のボタンが、入金済
みの場合のみ表示されるようになります。 

なお、「入金確認後に可能」にした状態でも、管理者は例外的に参加者管理画面か
らチケットを印刷することは可能です。


