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まずは、こくちーずを使って集客をす
るためにイベントページの立ち上げる
準備をしましょう。 

この章では、イベントを立ち上げ、集
客をスタートさせるまでの説明を行い
ます。

イベントを登録しよう第１章
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こくちーずプロのトップページを開きます。

まずは、こくちーずプロのアカウントを登録しましょう。 

アカウント登録すると、参加イベントの管理やコミュニティのグループに参加したり、イ
ベントの主催者として参加者を募集することができるようになります。

右上にある「会員登録」をクリックすると会員登録画面が表示されます。

会員登録

こくちーずプロに 
会員登録をしよう

STEP

1

会員登録の際に、こくちーずプロから確認メールをお送りします。 
「kokuchpro.comドメイン」からのメールが受信できることをご確認ください。
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Facebookに登録している場合

「Facebookでログイン」ボタンをクリックします。

※Facebookでログインする場合は、必ずメールアドレスを許可するようにしてください。（許可
しないとFacebook経由でログインできません） 

間違えてメールアドレスを許可しない設定にした場合はFacebookのアプリ設定で、「こくちーず
プロ」を削除してからログインしてください。

「〇〇（自分の名前）としてログイン」ボタンをクリックします。
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会員登録が受付され、「マイページ」が表示されます
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Facebookに登録していない場合

1

2

3

4

名前を入力する1
こくちーずプロに登録する名前を入力します。

メールアドレスを入力する2
連絡用のメールアドレスを入力します。 
このアドレス宛に本人確認用のメールが届きます。入力間違いのないようにご注意ください。 
メールアドレスは、あとから変更が可能です。

パスワードを入力する3
こくちーずプロのログイン時に使用するパスワードを入力します。半角英数字・記号で、6文字以
上、20文字以内で入力してください。
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パスワードを再入力する4
パスワードを確認するため再入力します。 
③で入力したパスワードと同じものを入力してください。

5

6

ログイン情報を保持する5
この項目にチェックを入れておくと、毎回ログインの際にメールアドレスとパスワードを入力しな
くても、自動でログイン状態になります。 
共有パソコンを利用されている場合などはチェックを外しておくことをおすすめします。

文字認証を入力する6
上の画像に表示されている数字を入力します。 
（悪質な利用者による不正登録防止のための仕組みです。）

必要事項の記入が終わったら、「同意して登録する」ボタンをクリックしてください。
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会員登録が受付され、「マイページ」が表示されます。この後、本人確認を行ってください。

新着メールを確認し、本人確認を行う
アカウント登録を行った際に、そのメールアドレスが正しいものであると証明するために、本
人確認を行う必要があります。

こくちーずプロから届いた「本人確認」メールを開き、「本人確認を行う」ボタンをクリック
してください。これで、こくちーずプロの会員登録が完了します。

本人確認が行われるまでは、イベントの登録、グループの作成機能はご利用いただけませんので
ご注意ください。
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迷惑メールの設定変更後に、マイページに表示されている「本人確認メールの再送」ボタンをクリッ
クすると「本人確認メール」を再送することができます。

メールが届かない場合は、迷惑メールフィルターをチェックして迷惑メールになっていないか確
認してください。

本人確認メールが届かない場合
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ログイン

アカウント登録後は、ログインページでメールアドレスとパスワードを入力してログイ
ンすることができます。

Facebookアカウントをお持ちの方

「Facebookでログイン」ボタンをクリックしてログインします。

ログイン画面を開く

こくちーずプロのサイト右上にある「ログイン」をクリックするとログイン画面が表示され
ます。
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Facebookアカウントを使わずに登録された方

1

2

3

メールアドレスを入力する1
こくちーずプロに登録時のメールアドレスを入力します。

パスワードを入力する2
こくちーずプロに登録時のパスワードを入力します。

必要に応じて「ログイン情報を保持する」を入力する3
次回以降メールアドレスとパスワードの入力を省略したい場合は「ログイン情報を保持する」に
チェックを入れます。

「ログイン」をクリックします。
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ログアウト

歯車マークをクリックします。

「ログアウト」をクリックします。

パスワードを忘れてしまった場合

ログインしようとしてパスワードを忘れてしまった場合は、パスワードを変更して再度
ログインする必要があります。

ログインページを開きます。
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「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックします。

こくちーずプロに登録しているメールアドレスを入力し、「送信する」ボタンをクリックします。
登録されたメールアドレスに「パスワードの再設定メール」が送信されます。

届いたメールを開き、その中の「新しいパスワードの設定」をクリックします。
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1

2

3

メールアドレスを入力する1
こくちーずプロに登録しているメールアドレスを入力します。

新しいパスワードを入力する2
こくちーずプロのログイン時に使用する、新しいパスワードを入力します。 半角英数字・記号で、
6文字以上、20文字以内で入力してください。

（再入力）を入力する3
パスワード確認のため再入力します。 ②で入力したパスワードと同じものを入力してください。

「パスワードを変更する」をクリックします。  
これで、新しいパスワードでログインできるようになります。
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パスワードを変更する

マイページを開きます

「アカウント」の中の「パスワードの変更」をクリックします。
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1

2

3

現在のパスワードを入力する1
現在使用しているログイン時のパスワードを入力します。

新しいパスワードを入力する2
こくちーずプロのログイン時に使用する、新しいパスワードを入力します。 半角英数字・記号で、
6文字以上、20文字以内で入力してください。

（再入力）を入力する3
パスワード確認のため再入力します。 ②で入力したパスワードと同じものを入力してください。
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「パスワードを変更する」をクリックすると、パスワードの変更が完了します。
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イベント登録前にグループを用意します。 

グループとは、イベントを運営する組織（コミュニティーや団体など）のこと。このグ
ループを事前に登録しておくことで、組織が主催しているイベントの情報をまとめて閲覧
したり、グループ参加者に対してメッセージを送れるなど多くのメリットがあります。 

まずは事前にグループ登録することをおすすめします。

グループページを 
作ってみよう

STEP

２

グループページを作る
グループ登録ページを開こう

「マイページ」のリンクをクリックしてマイページを開きます。

「グループの運営」の中にある「グループの登録」をクリックします。

注）アカウント登録後に本人認証が完了していないとグループを登録できません。
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グループの基本情報を入力しよう

1

2

3

4
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5

6

7

8

「グループ名」を入力する1
イベントを運営するグループの名前を入力します。この名前がグループページにも表示されます。

「概要」を入力する2
どんなグループなのか、どんな理念を持って立ち上げたのかなどの、グループの概要を入力します。

「メールアドレス」を入力する3
グループの代表者につながるメールアドレスを入力します。

「グループコード」を入力する4
グループのページのURL末尾に使われる文字列を入力します。

「運営主体」を入力する5
グループを運営している団体の種別を「コミュニティ」「企業」「団体」「個人」「その他」から
選択します。

このコードはあとから変更ができませんのでご注意ください。
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「公開モード」を入力する6
該当のグループをこくちーずプロの他の利用者に公開するか否かを選択します。 

【一般公開】だと、誰でもグループページにアクセスできます。 

【限定公開（メンバーのみ）】だと、グループのメンバーのみグループページにアクセスできま
す。 なお、限定公開の場合、メンバーの追加はグループの管理ページで、管理者が行います。

「メンバー募集」を入力する7
一般公開したグループページから、メンバーを募れるかどうかを選択できます。 

【募集する】であれば、グループページからメンバーの募集を行うことができます。 

【募集しない】にすると、メンバーの募集を行いません。

「メンバーリスト」を入力する8
一般公開したグループページ内で、メンバーの一覧を表示させるかどうかを選択できます。 

【表示する】であればグループページでメンバーリストを表示します。 

【表示しない】にするとグループページでメンバーリストを表示しません。
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グループの詳細を入力しよう

グループのロゴ画像を設定したい場合「ロゴ画像」の右方向にある「ファイル選択」をクリッ
クし、ロゴ用画像ファイルを選択します。 

JPG、GIF、PNG画像がアップロードできます（5Mbyteまで）

グループページ内の案内文を入力します。 

HTMLタグを利用することも可能ですが、一部のタグはご利用いただけません（SCRIPT, 
IFRAME, LINKタグ）
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関連リンクを設定しよう

1

2

3

4

5

「公式サイト名」を入力する1
グループの公式サイトがある場合、こちらに公式サイト名を入力します。サイト名はグループペー
ジに表示されます。

「公式サイトのURL」を入力する2
グループの公式サイトがある場合、こちらに公式サイトのURLを入力します。サイト名とともにグ
ループページに表示されます。
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「Twitterアカウント名」を入力する3
グループ用に運営しているTwitterのアカウントがある場合、こちらにTwitterアカウント名を入力
します。 

（※現在は、Twitterアカウント名が表示されないため設定する必要はございません。）

「Twitterハッシュタグ」を入力する4
グループの情報共有用に利用しているTwitterのハッシュタグがある場合、こちらにハッシュタグ
を入力します。グループページにハッシュタグが表示されます。

「FacebookページのURL」を入力する5
グループ用に運営しているFacebookページが有る場合、こちらにそのURLを入力します。グルー
プページにFacebookページへのリンクが表示されるようになります。

グループを登録しよう

必要事項を記入した後に、「グループを登録する」ボタンをクリックすると、グループが登録
されます。 

「公開モード」が「公開する」になっている場合、登録した段階で、グループページが公開さ
れます。
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グループ管理画面に入る

グループを登録すると、グループ毎に管理ページが用意されます。

「スタッフ」を選ぶと、自分が管理者またはスタッフとして参加しているグループの一覧が表
示されます。その中から作成したグループを選びます。

「マイページ」のリンクをクリックしてマイページを開きます。

「グループの運営」の中にある「運営中のグループ」をクリックします。
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グループ管理画面が表示されます。 

グループの管理ページでは、グループ管理メニューやグループ管理タブを操作して下記のこと
が行えます。 

グループ状況の確認 

グループ主催のイベント管理 

メンバー管理 

スタッフ管理 

お知らせ管理 

グループの設定 

グループの削除 

より詳しい情報は「第４章 グループを作って仲間（ファン）を増やそう」にて解説いたします。
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グループページを表示する

実際にグループ参加者に表示されるグループページがどのような見た目になっているの
かを確認してみましょう。

グループ管理画面の「グループ状況」内にある「グループページの確認」をクリックします。
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グループページが表示されます。
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TIPS プライベートグループを作る 

グループ登録の際に、公開モードを「限定公開（メンバーのみ）」に設定して登録
すると、プライベートグループになります。 

プライベートグループの場合、グループページにアクセスできるのはメンバーのみ
となります。 

メンバーは、グループの管理ページのメンバー管理で追加することができます。 

グループ登録後に、プライベートグループに変更する場合は、グループの管理ペー
ジのグループ設定で行うことができます。
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TIPS メンバーの募集を制限する 

グループ登録の際に、メンバー募集を「募集しない」に設定しておくと、グループ
ページでメンバーの募集を行わないようになります。 

メンバーは、グループの管理ページのメンバー管理で追加することができます。 

グループ登録後に、メンバー募集を制限する場合は、グループの管理ページのグルー
プ設定で行うことができます。
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TIPS メンバーリストを表示しないようにする 

グループ登録の際に、メンバーリストを「表示しない」に設定しておくと、グルー
プページでメンバーリストが表示されなくなります。
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こくちーずプロで実際にイベントを立ち上げる際に必要になるのが、集客の入口となる
「イベントページ」です。 

イベントページを作ると、実際にインターネット経由でお客様に参加登録をしていただ
けるようになります。 

このステップでは、イベントページの立ち上げについて説明します。

イベントページを 
作ってみよう

STEP

3

イベントを登録する

イベント登録ページを開こう

アカウント登録後に本人認証が完了している方のみ、イベントの登録が行えます。本人認証の方
法は「STEP1＞会員登録＞新着メールを確認し、本人確認を行う」の項目をご確認ください。

マイページを開きます

「イベントの登録」をクリックします。
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基本情報を入力しよう

1

2

3

4
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5

6

7

イベント名を入力する1
公開するイベントの名称を入力します。 

公開されるときのタイトルにもなりますので、わかりやすいイベント名にしましょう。

概要を入力する2
イベントの概要を入力します。 

ここに入力された内容はイベント一覧に表示されます。 

80文字以内で簡潔にイベントの内容がわかる文章を入力しましょう。

絵文字は使えないのでイベント名には含めないようにしてください。
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ジャンルを選ぶ3
このイベントのジャンルを選びます。 

こくちーずプロのイベント紹介ページでの分類にも利用されます。 

参加者に探しやすくしてもらうためにも適切なジャンルを選びましょう。

料金制度を選ぶ4
参加費が必要なイベントの場合は「有料」に設定してください。 

イベントが無料で懇親会のみ有料の場合は、料金制度は「無料」で設定してください。 

この設定はあとから変更できません。

開催日時を設定する5
イベントの開催日時を設定します。日付と時刻、それぞれ設定が可能です。 

当日中に終了するイベントであれば、開始日と終了日の日付を同じにして、開始／終了時刻だけ変
更をします。 

日をまたぐイベントの場合は、開始日終了日もそれぞれ違う日付で設定します。

定員を指定する6
イベントで募集する合計人数を指定します。この人数を超えた申し込みは受け付けません。  

ただし、キャンセル待ちを有効にした場合は、定員を超えた場合にキャンセル待ちとして受け付け
ることが可能です。

募集期間を設定する7
イベントの募集期間の日時を設定します。 

募集期間を設定すると、その期間だけしか申し込みができないようになります。 

なお、設定しない場合は、イベント開始日まで申し込み可能となります。開始日前日で締め切る場
合などは必ず設定するようにしてください。
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イベント内容を入力しよう

次に、イベント内容を入力していきます。

イベントの告知ページの上部には画像を表示することができます。  

画像表示をしたい場合「イベント画像」の右方向にある「ファイル選択」をクリックし、画像
ファイルを選択します。  

JPG、GIF、PNG画像がアップロードできます（5Mbyteまで）
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イベントの案内文を入力します。 

HTMLタグを利用することも可能ですが、一部のタグはご利用いただけません（SCRIPT, 
IFRAME, LINKタグ） 

イベント案内に、Wordや外部のホームページの内容をそのままコピーアンドペーストすると崩れ
る場合がございます。 

絵文字を含んでいる場合は、その絵文字以降の文字が表示されないことがございますので、ご注意
ください。
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会場の情報を入力しよう

1

2

3

4

5

6

会場名を入力する1
イベントを開催する場所の会場名を入力します。会場名で検索して来場される方も増えてきていま
すので、カタカナなども間違えずに入力しましょう。

会場のURLを入力する2
会場のホームページがある場合は、URLを入力しましょう。



 43

開催国を選ぶ3
開催場所が日本以外の場合は、該当する国を選んでください。 

日本の場合は、デフォルトが日本であることを確認してから進みましょう。

会場所在地の都道府県を入力する4
開催場所の都道府県を指定します（開催国が日本以外の場合、この項目は表示されません） 

イベント検索で絞り込む際に、ここで指定した都道府県が対象になります。

市区町村・番地を入力する5
開催場所の住所を入力します。 

ここで入力した住所が地図表示に利用されます。

ビル名・階数を入力する6
開催場所のビル名・階数を入力します。

開催場所のマップを表示・調整しよう
イベントページで地図を表示したい場合、以下の手順で地図の微調整を行います。

「地図を表示する」にチェックを入れます。
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表示された地図上のマーカーをドラッグし、微調整を行います。
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イベント事務局の情報を入力しよう

1

2

3

4

事務局名を入力する1
窓口となる会社名や団体名・コミュニティ名などを入力しましょう。 

事務局名を入力しない場合は、自動的にイベント名が事務局名になります。

連絡先TELを入力する2
事務局に連絡がとれる電話番号（ハイフンを含める）を入力しましょう。  

この電話番号はイベントの参加者にだけ公開されます。
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事務局メールアドレスを入力する3
事務局と連絡が取れるメールアドレスを入力しましょう。  

申込受付時や問い合わせを受付した時に事務局メールアドレス宛にメールが送信されます。

必要に応じて主催グループを選択する4
イベントを主催しているグループを選択しましょう。 

STEP2で作成したグループを選択してください。イベントをグループで管理したくない場合は選択
しなくても問題ありません。

チケットの情報を入力しよう

1 2 3

チケット名を入力する1
販売するチケットの名前を入力します。 

A席、B席、S席や、午前の部、午後の部、男性枠、女性枠など、 特殊なチケットが必要ない場合
は「セミナー参加」など、参加者がわかりやすいチケット名にすることをおすすめします。

金額を入力する2
各種チケットの金額を入力します。 

無料参加のチケットを作る場合は、金額を0に設定します。
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販売枚数を入力する3
チケットごとの販売枚数を入力します。 

指定しない場合は全てのチケットの申込合計がイベントの定員に達するまで受付します。

チケット種別を追加したい場合は「イベントチケットを追加」をクリックします。

懇親会用のチケットも発行したい場合

懇親会を開く場合は「懇親会も受付する」にチェックを入れます。

「チケットの情報を入力しよう」と同じように、懇親会のチケットの情報を入力しましょう。
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イベントを登録しよう

必要な項目をすべて入力できたら、最後に「イベントを登録する」をクリックします。 

イベントを登録すると、イベント毎の管理ページが用意されます。
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イベント管理画面に入ってみる
イベントを登録すると、イベント毎に管理ページが用意されます。

マイページ内の「準備中のイベント」をクリックします。
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イベント状況・申し込み状況の確認 

イベントの公開 

参加者管理 

基本情報の設定 

開催日の変更 

開催日の追加 

メール設定 

アンケート設定 

アンケート集計 

お知らせ管理 

支払方法設定 

イベントの複製 

イベントの削除 

イベントのグレードアップ

イベントの管理ページでは、イベント管理メニューやイベント管理タブを操作して下記のことが
行えます。
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TIPS イベント登録の上限を増やすには 

イベントを立ち上げる際、通常は1日最大3件までとなっています。もし３件以上
登録したい場合はプレミアム会員に登録しましょう。 

プレミアム会員の場合、この上限を超えて１日２０件まで登録できるようになりま
す。

TIPS 参加費の支払方法はどうなる？ 

参加費のお支払い方法の基本は、銀行振込と会場払いになります。 

銀行振込と会場払いでは、システムの手数料が不要です。参加費の徴収は直接、申
込者の方と行ってください。 

それ以外に、クレジットカード（PayPal経由）の事前決済も用意されています。 

PayPalでの事前決済の場合は、PayPalの手数料（2.9％ + 40円 / 回）＋こくちー
ずプロの手数料（2.4% + 60円 / 回）がかかります。（2019年3月現在） 

詳しくは、後のSTEP6「事前決済ができるようにしよう」で説明します。 
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イベントの 
基本情報を設定する

STEP

4

イベントの情報を変更する

イベントページを作った時点で基本的な情報は設定しました。 

次は、イベントのより詳しい情報を入力していくための手順をお伝えします。

イベント管理ページを開いて「イベント編集」の右にある「▼」をクリックします。

「基本情報設定」をクリックします。
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「基本情報設定」画面が表示されます。 

ここではイベント登録時に設定した情報の編集に加えて、イベントに必要な基本的な情報が設
定できます。 

必ず一通りの項目に目を通すようにしてください。
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イベント登録後に、「タグ」「イベント画像」「オプション情報」が入力できるようになりま
す。 各項目の設定については追って説明します。

タグを設定する

イベントの分類用のタグを10個まで設定できます。 

イベントに関するキーワードを設定することで、参加者がよりイベントを見つけやすく
なります。

基本情報の中にある「タグ」を入力します。

イベント画像を設定する

イベントページ上部に表示される画像を設定します。

イベント内容の中にある「イベント画像」右側の「ファイル選択」をクリックし、表示したい
画像を選択します。 

これで画像が設定されます。
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イベント画像を変更・削除する

設定したイベント画像を変更・削除したい場合は以下のとおりです。

削除したい場合は、「イベント画像」にあるスイッチをクリックして、「×」に変更します。

変更したい場合は、「ファイル選択」で変更後の画像を選択します。
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キャンセル待ちを受け付けられるようにする

デフォルトでは、イベントの申込数が定員に達した（満席）場合、申し込みを受付しな
いようになっています。 

満席になった状態でも、キャンセル待ちとして受け付ける設定ができます。 

キャンセル待ちで申し込まれた方は、キャンセルが発生した時点で自動的に繰り上げさ
れます。

イベント管理の「基本情報設定」画面を開き、オプションの中にある「キャンセル待ちを受け
付ける」にチェックを入れます。 

これで、キャンセル待ちが可能になります。 

イベントページでは、満席になると自動的に「キャンセル待ちに登録」ボタンに切り替わりま
す。 キャンセル待ちで申し込まれた方は、キャンセルが発生した時点で自動的に繰り上げされ
ます。

キャンセル待ち機能を有効にした場合、下記の制限がありますのでご確認ください。 

懇親会申し込みは、イベント参加必須になります。 

同時申込最大数は、1になります。（複数人を同時に申し込めなくなります） 

イベント公開後は設定・変更することができませんので、イベント公開前に設定するようにしてく
ださい。
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友人や同僚の分も同時に申し込みできるようにする

大規模イベント、企業向けイベントなどの場合、申し込みの際に、友人・知人の分も同時に申
し込みしたいという要望があります。 

こくちーずプロでは、同時申し込み最大数の設定で対応できます。

キャンセル待ちを有効にしている場合は、この機能が使えませんのでご注意ください。

イベント管理の「基本情報設定」画面を開き、オプションの中にある「同時申込最大数」を変
更します。 

例として、同時申込最大数を5にしておくと、最大5人までの申込を受付けることができるよう
になります。

同時申し込み最大数を設定すると、申し込みページでチケットの枚数を指定できるようになりま
す。
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イベントページのURLをカスタマイズする

イベント申し込みページのURLの末部を自由に設定することができます。 

こくちーずプロで公開されたイベントページのURLは、イベントごとに末尾の文字列が
異なっていますが、別のイベントと重複しなければ自由に設定が可能です。

イベント管理の「基本情報設定」画面を開き、オプションの中にある「カスタムURL」を入力
します。

カスタムURLに利用できる文字は、半角英数字またはアンダーバー（3～20文字以内）のみ入力
可能です。 

既に他のイベントで使われているURLは指定できません。 

イベント公開後は設定・変更することができませんので、イベント公開前に設定するようにしてく
ださい。
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申込数や申込者リストの表示をさせないように設定する

こくちーずプロでは、申し込み人数や申し込みしてくれている人のリストを表示する機
能があります。 

もしこのリストを表示させないようにしたい場合は、設定を変更することで表示しない
ようにできます。

イベント管理の「基本情報設定」画面を開き、オプションの中にある「申込数表示」を「表示
しない」に変更します。

オプションの中にある「申込者リスト」を「表示しない」に変更します。

許可のない申込者リストの表示（特に本名や個人を特定できる情報が含まれている場合）はクレー
ムにつながる可能性があります。 

主催グループの運用に従って、適切な設定を行ってください。
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申込数の単位を「人」ではなく「社」「組」などに変更する

開催するイベントが個人ではなく、チームや団体などグループに対してのものだった場
合、申し込みの単位を変更することができます。

イベント管理の「基本情報設定」画面を開き、オプションの中にある「人数表記」を切り替え
ると、申込数の単位を変更できます。
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一般公開されない「シークレットなイベント」として設定する

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。

イベント管理の「基本情報設定」画面を開き、オプションの中にある「公開モード」を切り替
えます。

「限定公開」にした場合は、こくちーずプロの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ましょう。 

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
ますのでご注意ください。

さらに厳密に表示を制限したい場合は、「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るようになり、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。
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チケット印刷機能をオフにする

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あります。 

イベントの運用上、チケットの印刷が不要な場合は参加者様の混乱を防ぐためにもチケッ
ト印刷機能をオフにしておきましょう。

イベント管理の「基本情報設定」画面を開き、オプションの中にある「チケット印刷」を切り
替えます。 

なお、チケット印刷機能をオフにした状態でも、管理者が参加者管理でチケットを印刷するこ
とは可能です。
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Google Analyticsと連携する

こくちーずプロでは、申し込みページへの人の流れを把握できるように「Google 
Analytics」と連携ができるようになっています。

Googleアナリティクスの連携は上級者向けの設定です。

1

2

イベント管理の基本情報設定を開きます。
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「AnalyticsトラッキングID」を入力する1
オプションの中にある「AnalyticsトラッキングID」にGoogleアナリティクスのトラッキングID
を入力します。

「Analyticsクロスドメイントラッキング」を入力する2
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
欄に自サイトのドメインを指定します。

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、翌日以降に確認
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のヘルプをご確認ください。 

こくちーずプロでは、Google Analyticsに関するご質問にはお応えできませんのでご了承下さい。
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TIPS 自社サイトの申込フォームに誘導できる 

申し込みページはこくちーずプロ標準のものだけでなく、自社サイト内に用意した
申込みフォームを使うこともできます。 

オプションの中にある受付タイプを「外部サイト受付」にし、申込ページURLを
自社サイトのフォームURLに変更すればOKです。 

こうすることで、「申し込む」ボタンをクリックすることで指定のURLにお客様を
誘導できます。 
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TIPS 懇親会も一緒に受けつけられる 

イベントの参加と同時に懇親会の参加申込も受け付けることができます。 

イベント登録の際に、「懇親会も受付する」にチェックして懇親会チケットを設定
しておきます。 

基本は、イベントに参加した人のみ懇親会を申し込めるようになっていますが、イ
ベントの基本情報設定で、懇親会申し込みの「イベント参加必須」チェックを外し
ておくと、懇親会だけ申し込むことが可能になります。 

また、懇親会の定員をイベントの定員とは別で制限したい場合は、懇親会のチケッ
トの販売枚数を指定してください。 

その場合、懇親会チケットの販売枚数の合計が、懇親会の定員になります。
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チケットの種類を増やそう

チケットの機能を利用することで、属性毎（男女や大人・子供など）に金額を変更した
り、販売期間を制限して早割チケットを用意するなど、イベントの申込を促進するための
様々な販売形態を表現することが可能です。 

ここでは、このチケットの種類を増やす方法について説明します。懇親会のチケットも
同様の操作で可能です。

チケットの種類を追加しよう

登録イベント一覧から該当イベントの管理ページを開きます。

「イベント募集状況」の中にある「イベントチケットを追加」をクリックします。
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チケット名・金額・販売枚数・締切日を変更しよう

登録イベント一覧から該当イベントの管理ページを開きます。

「イベント募集状況」の右にあるボタンをクリックします。

チケットの編集ページで、チケット名、金額、販売枚数、締切日を変更することができ
ます。
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1

2

3

4

チケット名を入力する1
チケットの名前を入力します。 A席、B席、S席や、午前の部、午後の部、男性枠、女性枠など、
それぞれのチケット名を設定できます。

金額を入力する2
チケットの金額を入力します。

販売枚数を入力する3
チケット毎に販売枚数を設定します。 指定しない場合は全てのチケットの申込合計がイベントの
定員に達するまで受付されます。
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ただし、イベント公開後は、金額を変更することはできませんのでご注意下さい。

TIPS 公開後にチケット金額は変更できない 

イベントを公開したあとは、チケットの金額を変更することはできなくなります。
公開をする前に、必ず確認をした上で公開をするようにしましょう。 

もし、公開後に金額を変更しなければいけない場合は、一旦、そのチケットの締切
日を指定して受付できないようにし、新しくチケットを追加してください。 

締切日を入力する4
チケットの申込み締切日を指定します。 締切日を指定すると、締切日を過ぎたチケットは購入で
きなくなります。

上記と同様に、懇親会のチケット種別も変更できます。
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チケットの種類を削除しよう

必要のないチケットがある場合は「イベント募集状況」のチケット名の右にあるマークをクリッ
クします。

画面下部にある「削除する」ボタンをクリックすることで削除できます。

ただし、イベント公開後は、チケットの種類を削除できなくなります。 

どうしても公開後にチケットの種類を削除したい場合は、締切日を設定して購入できないように対
処しましょう。
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イベントの 
日程調整をしよう

STEP

5
イベントを企画する際に、必ず考えなくてはいけない「日程」。 

参加者が参加しやすい日程はいつか、スタッフが動きやすい日程はどれか、などなど、
頭を悩ませることは多いですが、こくちーずプロではそんな日程についても柔軟に対応が
可能です。

イベントと開催日の関係
イベントを開催する際、同じ内容で日程を複数設定したい場合があります。 

通常、開催日ごとにイベントのページを作る必要がありますが、こくちーずプロでは、１イベ
ントに対して、複数の開催日を設定することができます。 

ここでは、イベントの日程を設定する方法について説明していきます。

開催日ごとの様々な情報を設定する

開催日を追加する

イベントを定期的に開催する場合は、開催日を追加することで対応できます。 

開催日を追加すると、開催日毎に参加者を管理できるようになります。
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登録イベント一覧から該当イベントの管理ページを開きます。

開催日のプルダウンをクリックして、開催日の追加を選びます。
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開催日の情報を入力します。
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チケットの情報と、必要に応じて懇親会チケットの情報も入力します。
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「追加する」ボタンをクリックすると開催日が追加されます。

開催日を追加した後に、イベントの公開（二章で説明します）を行うことで募集を行えるよう
になります。

・開催日は、最大100個まで追加できます 

・開催日ごとに、「開催日名」を設定することができます。ここに講座名やコース名を入れて管理
することも可能です。（開催日名については後のページでも解説します。）
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「イベント編集」の右にある「▼」ボタンをクリックし、開催日の変更を選びます。

追加した開催日を変更、削除したい場合は、イベント管理ページから操作しましょう。

開催日の変更・削除をしよう

登録イベント一覧から該当イベントの管理ページを開きます。
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「開催日情報」で、開催日、定員、募集期間を変更します。 

「更新する」ボタンを押すと、入力した情報に更新されます。

公開後でも、開催日の変更および定員を減らすことが可能になりました。 

ただし、すでに申込の人数よりも定員をへらすことはできません。
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「削除する」ボタンをクリックすると、開催日を削除できます。 

ただし、イベント公開後は削除することはできません。

募集期間を変更しよう

複数の開催日を設定した場合、それぞれの日程ごとに募集開始と募集終了の日程を変更
したいというケースもあるのではないでしょうか。こくちーずプロでは募集期間を「開催
日」ごとに設定ができます。 

特に指定しない場合は、公開日からイベント開始日までが募集期間になります。

登録イベント一覧から該当イベントの管理ページを開きます。



 80

「イベント編集」の右にある「▼」ボタンをクリックし、開催日の変更を選びます。

募集期間を変更します。

「更新する」ボタンをクリックすると、募集期間が変更できます。
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定員を変更しよう

開催日を複数設定できるのと同じように、定員も開催日毎に設定できます。

登録イベント一覧から該当イベントの管理ページを開きます。

「イベント編集」の右にある「▼」ボタンをクリックし、開催日の変更を選びます。
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定員の数を指定してから「更新する」ボタンをクリックすると、定員の変更ができます。

イベント公開後でも定員を変更できます。ただし、すでに申込がある人数よりも減らすことはで
きません。 

チケット毎に販売枚数を設定している場合は、その枚数よりも小さい値にすることはできません。

また、定員を増やしたときに、チケットの販売枚数を増やし忘れてしまうと、チケットの販売枚
数の上限にあたって満席になったままになることがあります。必ず定員と販売枚数の両方の設定を
確認してください。
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開催日毎に受講名やコース名を設定する

こくちーずプロでは、開催日毎に開催日名（受講名やコース名）をつけることができま
す。 

例えば、10月3日 初級コース、10月12日 中級コースというように、日程ごとに内容を
分ける場合に利用します。 

一つのイベントを立ち上げるだけで、複数の講座を開催する、ということもできますの
で、ぜひこれも活用してみましょう。

登録イベント一覧から該当イベントの管理ページを開きます。

「イベント編集」の右にある「▼」ボタンをクリックし、開催日の変更を選びます。

「開催日名」を変更して、「更新する」ボタンをクリックします。
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事前決済が 
できるようにしよう

STEP

6
通常、銀行振込か会場受付など、参加費徴収は個別でする必要がありましたが、こくちー
ずプロの場合、PayPalと連携して、事前に参加費を集めることができます。 

PayPalと連携すると、イベントの申込者は、クレジットカードを利用して参加費の支払
を行うことができます。 

主催者は、参加費をPaypalアカウントに直接入金できるため、イベント開催前に参加費
をスムーズに徴収することができ、突然のキャンセルを減らす事ができます。

事前決済の準備をしていこう

PayPalアカウントを取得しよう

PayPalを経由してのクレジット決済を行う場合、PayPalのプレミアアカウント、また
はビジネスアカウントが必要になります。 

まずは、PayPalの公式サイトより、アカウント取得を行いましょう。

PayPalのプレミア、およびビジネスアカウント取得方法については、PayPal公式サイトよりご確
認ください。 

https://www.paypal.com/jp/

事前決済の設定は、必ずイベント公開前に行ってください。
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イベントにPayPalアカウントを設定しよう

事前決済を有効にするには、イベント毎にPayPalアカウントを設定する必要があります。

登録イベント一覧から該当イベントの管理ページを開きます。

「イベント編集」の右にある「▼」ボタンをクリックし、「支払方法設定」を選びます。

1

2
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PayPalアカウント氏名1
PayPalのアカウントを作成した際の氏名を入力します。 

決済アカウントとの連携に必要となります。

PayPalメールアドレス2
PayPalのアカウントを作成した際のメールアドレスを入力します。 

この情報に基づき情報が紐付けられるので、誤入力のないように入力します。

入力し終わったら「設定する」ボタンをクリックします。 

この時点で、PayPalのアカウントに問題がなければ「事前決済が可能な状態」になります。

お支払いの受け取りには、PayPalにて本人確認が必要な場合があります。 

また、クレジットカードの認証が行われていない場合は、PayPalアカウントとして承認済みでは
ないと判断されます。 

クレジットカードの認証を行っているか確認したい場合は、PayPalヘルプセンターの「PayPalア
カウントに登録したデビットカードまたはクレジットカードの確認手続きはどのように行います
か。」をご確認ください。 

https://www.paypal.com/jp/smarthelp/article/faq1565

PayPalアカウントに入金された代金は、銀行口座に引き出すことができます。

PayPalアカウントからの出金手続きについては、PayPal公式ヘルプ「PayPalアカウントから残
高を引き出す方法を教えてください。」をご確認ください。 

https://www.paypal.com/jp/smarthelp/article/faq1189

https://www.paypal.com/jp/smarthelp/article/faq1189
https://www.paypal.com/jp/smarthelp/article/faq1565
https://www.paypal.com/jp/smarthelp/article/faq1189
https://www.paypal.com/jp/smarthelp/article/faq1565
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事前決済用のチケットを用意する

PayPal経由でクレジット決済を受け付ける場合、事前決済用のチケットを作成する必要
があります。

登録イベント一覧から該当イベントの管理ページを開きます。

「イベント募集状況」の右にあるボタンをクリックします。

決済方法の「前払い事前決済する（PayPal支払い）」にチェックを入れます。
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この設定したチケットを申し込んだお客様は、PayPal経由で決済が必要になります。 

チケット代金は、設定されたPayPalアカウントへ自動的に入金されます。 

トラブル防止のために「キャンセル・払い戻しの特記事項」を必ず記載するようにしてくださ
い。詳しくはSTEP9をご覧ください。

「更新する」ボタンをクリックします。
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申込みフォームを 
設定しよう

STEP

7
参加者がイベントを申し込む際に一番に見ることになる申込みフォーム。 現実で例えて
言うなら、「受付で書類を書いてもらって受け取る」をウェブページに任せるのと同じも
のです。 

主催者目線から考えるとついつい多くの項目を盛り込みがちですが、この項目が多すぎ
るがために敬遠されるということも少なくありません。 

イベントの開催に適切な項目を、入力しやすい形にできるよう、申込みフォームを設定
していきましょう。

アンケートフォームを設定する

基本のアンケートフォームを利用しよう

イベントの管理ページで、イベント編集の横にある▼をクリックし、「アンケート設定」を選
びます。
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アンケートフォームを「利用する」にチェックを入れます。

アンケート入力条件を設定します。 

チェックを入れるとイベント参加者全員に申し込みと同時にアンケート入力をしてもらえるの
で、チェックを入れておくことを推奨します。
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使用する基本の設問を選びます。 

設問を表示する場合は、「使用する」を選びます。必ず入力してもらいたい項目は、「必須」
を選びます。

設置したアンケートは、イベント申込み完了直後に表示され、回答してもらうようになっていま
す。 

参加者はアンケート回答後に申込詳細でアンケート内容を修正することができます。 

参加者管理の一覧で「アンケート回答済み」と表示されていればその参加者は回答済みです。参
加者詳細ページで、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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追加の設問を用意しよう

基本の設問項目には用意されていない、けれども参加者のニーズを探りたいときに、よ
り詳しい設問を用意したい場合があるかと思います。 

こくちーずプロでは、アンケートに自分で作った設問を追加できる「追加の設問」機能
があります。

追加の設問を付け加える場合は、「設問を追加」ボタンをクリックします。
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1

2

3

質問1
参加者に回答してもらいたい質問の内容を入力します。

回答タイプ2
テキスト、フリーテキスト、プルダウン、チェックボックスから選びます。 

選択肢を１つだけ選ぶ場合は、プルダウン。複数の選択肢を選んでもらえるようにするには、チェッ
クボックスを使用します。

回答条件3
回答を必須にしたい場合は「必須」にチェックを入れます。
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TIPS チェックボックスとプルダウンの違い 

事前に用意した選択肢の中から回答するものとして「チェックボックス」と「プル
ダウン」が用意されています。 

これは、見た目の他にも、選択してもらえる項目の違いがあります。 

プルダウンは、ボックスをクリックすると一覧リストが表示され、その中から１項
目だけを選ぶ回答タイプです。 

チェックボックスは、一覧リストが常時表示されており、その中から該当するもの
を複数個選択が可能な回答タイプです。 

設問ごとに変えていくことで、より詳しく参加者の情報を得られるようになります。

プルダウンの場合

チェックボックスの場合
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TIPS 設問を並び替えるには 

設問追加後、その順番を並べ替えることもできます。 

ただし、イベント公開後は、追加した設問の移動や削除はできません。

1 2 3

1 「４本線アイコン」をドラッグし、移動することで設問の並び順を変更することができま
す。

2 このボタンをクリックすると設問を複製することができます。

3 設問を削除するときにこのボタンをクリックします。
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TIPS 設問を並び替えるには 

4 5

4 「４本線アイコン」をドラッグし、移動することで選択肢の並び順を変更することができ
ます。

5 選択肢を削除するときにこのボタンをクリックします。
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参加者に送信される 
メールを調整しよう

STEP

8
イベント参加者にお伝えする内容は、メールの本文内に記載しておく必要があります。 

例えば、イベント当日の受付方法や、銀行振込の場合は支払先の情報などを記載してお
き、参加者が迷わずにイベント当日をむかえられるように準備しておきましょう。 

このステップでは、そんなメールの内容を調整する方法についてお伝えします。

参加者に送信されるメールの種類

参加者の方に送信されるメールは下記のものがあります。 

申込完了メール 

申込キャンセルメール 

繰り上げメール 

これらのメールは、事務局メールアドレス宛にも転送されるようになっております。 

事務局宛のメールの件名には【管理者用】と記載されます。
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お申込み完了メールとは

お申込み完了メールは、参加者がイベント申し込みを完了した際に送られるメールです。 

申込時に入力した情報の確認や、イベント内容の確認リンク、申し込みキャンセルページのリ
ンクなどが記載されています。
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申込キャンセルメールとは

申し込みキャンセルメールは、申し込みしたイベントをキャンセルした際に送られるメールで
す。 

申込時に入力した情報と、イベントページへのリンクが記載されています。
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繰り上げメールとは

繰り上げメールは、キャンセル待ち登録をしたイベントでキャンセルが発生し、繰り上げ参加
が可能になったときに送られるメールです。

メールの案内文を設定しよう

各種メールの上部には、「主催者からのメッセージ」として案内文を掲載することがで
きます。 

ここでは申し込み完了メールとキャンセル完了メールに追記する案内文を設定する方法
をお伝えします。

メールに追記される「案内文」を設定する

イベントの管理ページで、イベント編集メニューを開き、メール設定を選びます。
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1

2

申込完了メール1
参加者がお申込みを完了したときに送られる「申込み完了メール」に追記される内容を入力しま
す。

キャンセル完了メール2
参加者がお申込みをキャンセルしたときに送られる「キャンセル完了メール」に追記される内容
を入力します。

どちらの項目もHTMLの記述はできません。テキスト形式で記述しましょう。
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テストメールを送信しよう

メールの内容を設定したら、実際にどのように表示されるのか確認します。こくちーず
プロでは実際に申込をしなくても、実運用の前にテスト送信を行うことができます。 

申込完了メールと、キャンセル完了メールのテスト送信をしてみましょう。

イベントの管理ページを開き、イベント編集メニューからメール設定を選びます。

「メール送信テスト」のリンクをクリックします。
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送信先のメールアドレスを入力して、「申込完了メールのテスト送信」もしくは「キャンセル
完了メールのテスト送信」のボタンをクリックすると、それぞれのメールが送信されます。

事務局メールアドレスを変更する

各種メールの送信元として使われる「事務局メールアドレス」は送信されたメールの返
信先としても使われます。 

もし発送元、返信先をかえたい場合は「事務局メールアドレス」を変更する必要があり
ます。

事務局メールアドレスを変更する手順は以下の通りです。

イベントの管理ページを開き、イベント編集メニューから「基本情報設定」を選びます。
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イベント事務局の中にある事務局メールアドレスを編集します。

「更新する」ボタンをクリックします。
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TIPS 支払い方法が銀行振込の場合は振込先を記載する 

こくちーずプロを使って有料イベントを開催する場合、支払い方法は主に「PayPal
経由のクレジット支払い」か「会場払い」、もしくは「銀行振込の事前決済」を受
け付ける方法が考えられます。 

支払い方法を銀行振込で行いたい場合、申込み完了メールの案内文に振込先の口座
番号などの支払手順を記載しておくことをおすすめします。 そうすることで、申込
み後スムーズに参加者に手続きを取ってもらえるようになり、事務局からわざわざ
個別にメールを送って対応する必要がなくなります。
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TIPS メールがきちんと届いているかを確認する方法 

こくちーずプロではメール送信機能で送信したメールがエラーなくメールボックス
に届いているかを参加者ごとに確認ができます。 

イベントの管理ページを開き、「参加者管理」タブをクリックします。 

確認したい参加者の申込み番号をクリックします。 

「メール送信履歴」の「送信状態」が「送信済み」になっていればエラーなくメー
ルが届いています。 もし届いていない場合「不達」となり、エラーの内容も表示さ
れます。
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キャンセル、払い戻しの 
ルールを決めよう

STEP

9
イベントの運営で避けては通れないのが、「キャンセル」です。どうしても人が関わる
ことなので、キャンセルは発生してしまうものですが、事前にルールを明文化しておくこ
とで余計なトラブルを起こさないで済むようになります。 

特に事前決済の場合は必ず記載するようにしましょう。

キャンセルについて設定する

キャンセルの受付期限を調整する

キャンセル手続きは、基本的に申込者が自由に行えます。 

ただし、開催日の数日前などイベントが近づいたらキャンセルできないようにしたいな
どの事情がある場合、期限の間だけキャンセルできるように設定できます。

イベントの管理ページで、イベント編集メニューより「基本情報設定」を選びます。
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オプションの「キャンセル受付期限」を「募集期間内のみキャンセル可」にします。

「更新する」ボタンをクリックします。

これで、募集期間内の間だけキャンセル可能になり、募集期間が終了した時点で申込者からの
キャンセルはできなくなります。募集期間終了後は管理者のみがキャンセルできるようになりま
す。 

また、ここでキャンセル受付期限を「キャンセル不可（個別対応）」に設定すると、申込者か
らはキャンセルできなくなります。万一参加者からキャンセル希望の問い合わせがあった場合、
管理者が個別でキャンセル対応をする必要があります。
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キャンセル・払い戻しについての特記事項を設定する

キャンセル対応については、申込者からのクレームにつながりかねません。 

制限を設ける場合は必ず、「キャンセル・払い戻しについての特記事項」にその旨を記
載するようにしてください。

イベントの管理ページで、イベント編集メニューより「基本情報設定」を選びます。

オプションの「キャンセル・払い戻しについての特記事項」を入力して、「更新する」ボタン
をクリックします。
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これで、申込ページのチケット選択部の下に「キャンセル・払い戻しについて」という見出し
で特記事項の内容が表示されます。

混乱を招かないようにするためにも、ここで参加者にわかりやすいキャンセルポリシーを掲載し
ておきましょう。
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フォトアルバムで 
写真を管理しよう

STEP

10
イベント参加者が不安に感じやすいのは、そのイベントの「雰囲気」がどんなものかと
いうもの。特に知らない講師や主催者のイベントはなかなか参加のハードルが高く、申し
込みにくいものです。 

そんな参加者の不安を取り除くのに必要なのが、イベントの雰囲気が伝わる「写真」で
す。 

このステップではこくちーずプロの「フォトアルバム」機能でイベントの雰囲気が伝わ
る写真を掲載してみましょう。

フォトアルバムに写真を追加・変更・削除する

フォトアルバムに写真を追加する

イベントの管理ページで、「イベント編集」から「フォトアルバム管理」を選びます。
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写真の追加の右側にある「ファイル選択」をクリックして、パソコン内のファイルから、フォ
トアルバムに掲載したい写真ファイルを指定します。

「追加ボタン」をクリックするとフォトアルバムに写真が追加されます。

追加された写真は、イベントページの申し込みボタンの下にある「フォトアルバム」の場所に
表示されます。

写真は、最大6枚まで追加することが可能です。もし6枚以上写真を追加したい場合、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。 

フォトアルバム内の写真はイベントの案内文に追加することもできます。（手順は後の項目で説明
します。）
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フォトアルバムの写真を変更する

イベントの管理ページで、「イベント編集」から「フォトアルバム管理」を選びます。

変更したい写真のサムネイルをクリックします。
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写真の更新の右側にある「ファイル選択」をクリックして、パソコン内のファイルから、フォ
トアルバムに掲載したい写真ファイルを指定します。

「更新する」ボタンをクリックすると写真を変更できます。
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フォトアルバムの写真を削除する

イベントの管理ページで、「イベント編集」から「フォトアルバム管理」を選びます。

削除したい写真のサムネイルをクリックします。

「削除する」ボタンをクリックすると、写真を削除できます。
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フォトアルバムの写真をイベント案内に貼り付ける

イベントの基本情報設定で、イベント案内のエディタを使ってフォトアルバムの写真を貼り付
けることができます。

案内文エディタの中にある「画像の挿入・編集」アイコンをクリックすると画像挿入ダイアロ
グが開きます。

フォトアルバムの写真をプルダウンで選択して、「OK」ボタンをクリックします。
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該当の画像を案内文の中に貼り付けられます。

貼り付けた時点では、画像のサイズはイベントページの案内文の横幅と、同じサイズに自動調整
されます。 

画像の端をドラッグするとサイズ調整が可能です。必要に応じてサイズを調整しましょう。
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案内文などの 
編集画面を活用しよう

STEP

11
案内文やグループの説明文などで出てくる「文章編集画面」ですが、実は文章の装飾や
リンクの付与などを行うことができます。 案内文を書くだけであれば装飾機能は使わず
でもいいのですが、より読みやすく参加者様に伝わりやすくするためにも、ぜひ便利な装
飾機能を活用していきましょう。 

このステップでは、わかりやすい案内文を書くためにもこの文章編集画面の使い方を解
説していきます。

編集画面が表示される主な場面

編集画面は、以下の場面で表示されます。 

イベントの登録・管理画面 

グループの登録・管理画面 

イベントまとめの登録・管理画面
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編集画面の使い方
実際に、編集画面の使い方を解説していきます。

段落・文字装飾を整える方法

1

段落ツール1
見出しを設定する時に使用します。文脈を整え段落を設定すると、読みやすくする、SEO効果を
高めるなどの効果があります。

2

水平罫線ボタン2
横の罫線を挿入します。
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3

フォントサイズツール3
文章の文字サイズを変更するときに使用します。

4

文字の色ボタン4
文字色を変えるときに使用します。

5

背景色ボタン5
文字の背景色を変えるときに使用します。
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6

太字ボタン6
文字を太字にします。

7

斜体ボタン7
文字を斜体にします。

1

左寄せボタン1
文章を左寄せにします。

文字構えを整える方法
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2

中央揃えボタン2
文章を中央揃えにします。

3

右寄せボタン3
文章を右寄せにします。

4

両端揃えボタン4
文章を両端揃えにします。
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箇条書きにする方法

1

箇条書きボタン1
箇条書きにします。

2

数字付き箇条書きボタン2
数字付きの箇条書きにします。 
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インデントを整える方法

1

インデントを増やすボタン1
段落の行頭を下げます。

2

インデントを減らすボタン2
段落の行頭を上げます。インデントされていない箇所には使用できません。
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画像を挿入する方法

画像を挿入したい場合は、まずはフォトアルバム機能で画像をアップロードする必要が
あります。 

フォトアルバム機能はSTEP10にて説明をしています。 今回はすでにフォトアルバム機
能で写真をアップロードされている前提で解説を進めます。

画像挿入ボタンを押します。

「フォトアルバム」から挿入したい写真を選択します。
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OKボタンをクリックします。

カーソルの位置に写真が挿入されます。

フォトアルバム機能を利用した画像挿入をしたい場合は、一度イベントを登録し、フォトアルバ
ムに画像をアップロードした上で再度画像挿入をしてください。
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フォトアルバム機能を使わずに画像を挿入する方法

フォトアルバム機能でアップロードする以外に、すでにウェブで公開されている画像を
挿入することも可能です。

画像挿入ボタンを押します。

「画像のソース」に画像のURLを入力します。
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「OK」ボタンをクリックします。

カーソルの位置に写真が挿入されます。
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表を利用する

概要などをまとめるのに使い勝手の良い「表」ですが、こくちーずプロでも利用が可能
です。

表を挿入する

表ボタンを押し、「表の挿入」から入れたい表のサイズを選択します。

挿入したい行の隣接行にあるセルの中にカーソルを合わせます

行を挿入する
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表ボタンを押し、「行」の中の「上側に行を挿入」、もしくは「下側に行を挿入」を選択しま
す。

行を削除する

削除したい行のセルの中にカーソルを合わせます。

表ボタンを押し、「行」の中の「行の削除」を選択します。
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列を挿入する

挿入したい列の隣接列にあるセルの中にカーソルを合わせます。

表ボタンを押し、「列」の中の「左側に列を挿入」、もしくは「右側に列を挿入」を選択しま
す。
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列を削除する

削除したい列のセルの中にカーソルを合わせます。

表ボタンを押し、「列」の中の「列の削除」を選択します。
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セルを結合する

結合したいセルを選択します。

表ボタンを押し、「セル」の中の「セルの結合」を選択します。
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結合したセルを分割する

結合したセルにカーソルを合わせます。

表ボタンを押し、「セル」の中の「セルの分割」を選択します。

セルの分割は、事前に結合したセルにのみ適応可能です。
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リンクを利用する

通常のホームページなどでは、リンク機能を使って別の場所にジャンプさせることがで
きます。 

こくちーずプロでは、ページ外にジャンプする通常のリンクと、ページ内の特定の場所
にジャンプするアンカーリンク、２種類のリンクが用意されています。 

ここではリンクの設定方法を解説します。

ページ外部へのリンクを設定する

リンクを挿入したい文字列を選択し、「リンクの挿入・編集」を押します。

リンク先URLを入力し、OKボタンを押します。 

これで、リンク文字列をクリックすることで外部ページへとジャンプできます。
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ページ内部へのリンクを設定する

ジャンプしたい先にカーソルを合わせ、「挿入」メニューの「アンカー（リンクの到達点）」
を選択します。

アンカー名にわかりやすい名前を設定します。

リンクを挿入したい文字列を選択します。
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「アンカー」から先程設定したアンカー名を選択します。

OKボタンを押します。 

これで、リンク文字列をクリックすることでアンカー部へとジャンプできます。

リンクを編集する

すでに設定しているリンクのジャンプ先、設定を変えたい場合はリンクを編集します。

リンクが設定されている文字列にカーソルを合わせ、「リンクの挿入・編集」を押します。
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リンクの設定内容を編集します。

TIPS 新規ウインドウを開いてリンク先を開く 

通常、リンクをクリックした場合は同一ウインドウやタブで画面の移動が行われま
すが、イベントページを開いたまま別のウインドウとしてリンクを開きたい場合は、
リンクの設定画面にある「ターゲット属性」を「新規ウインドウ」に変えることで
対応可能です。
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入力した文章の見え方を確認する

こくちーずプロの編集画面では基本的に「見たまま」で編集できるのですが、ウインド
ウサイズはある程度限られてしまうため、全体像が見えづらいのではないでしょうか。 

そんなときのために、装飾を行った文章の全体的な見え方、リンクの動きを確認したい
場合のためのプレビュー機能が用意されています。

プレビューボタンを押します。

表示の確認が終わったら「閉じる」ボタンを押します。
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TIPS 編集画面をより大きく表示させるには 

こくちーずプロの編集画面はサイズが限られているのですが、これを画面全体に表
示させ入力しやすくすることも可能です。 

「全画面表示」ボタンを押します。 

これでブラウザの全体を使って編集画面を表示させられるようになります。
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TIPS HTMLタグを確認、編集する方法 

こくちーずプロのエディタでは、見たまま編集以外にも、直接HTMLタグを表示、
編集できるようになっています。 

「ソースコード」ボタンを押します。 これで、エディタ内に入力されている内容の
HTMLタグを確認できます。 

ソースコード内の内容を変更し、OKボタンを押すとその内容がエディタに反映さ
れます。 ※SCRIPT, IFRAME, LINKタグは使用できません。 

装飾や編集削除を繰り返していると、まれにHTMLの構造がおかしくなって表示さ
れなくなることがあります。 

その場合、HTMLタグを確認し、直接修正することで改善できることがありますの
で、この機能もぜひお試しください。
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ページのデザインを変更しよう
【プレミアム機能】

STEP

12
こくちーずプロでは、通常はデザインが同じものになってしまうため、オリジナリティ
を出しづらいのですが、プレミアムサービスに登録することでデザインを変更できるよう
になります。 

このステップではプレミアム登録したあと、デザインを設定する方法について解説して
いきます。

デザインテーマを設定する

イベント管理ページのイベント編集メニューから「ページデザイン設定」を選びます。
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テーマカラーを選択して「変更」ボタンをクリックすると、イベントページのデザインが切り
替わります。
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イベントページのヘッダー部分やリンクの文字、ボタンの色などが選択されたテーマカラーに
なります。


