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こくちーずプロでは継続的にイベント
開催がしやすくなる「グループ」機能
を搭載しています。継続的に、そして
仲間を増やしやすくなるように「グルー
プ」を使ってみましょう。 

第一章で、グループ作成の方法につい
てはすでに説明しましたので、ここで
はさらにグループを運用する方法につ
いて詳しくお伝えしていきます。

グループを作って 
仲間（ファン）を増やそう第4章
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グループを 
管理しよう

STEP

24
グループ作成の方法は第一章でお伝えしましたので、ここからはグループをどう運用し
ていくのか、その管理方法についてお伝えしていきます。

グループの一覧を確認する

登録したグループは、登録グループ一覧のページで確認できます。

マイページから、運営中のグループを選ぶと、グループの一覧が表示されます。
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管理者またはスタッフとして管理しているグループの一覧が表示されます。
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グループの管理ページを開く

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。

スタッフ表示で参加しているグループ名をクリックすると、そのグループの管理ページを表示
します。
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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

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。
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グループのイベントを表示

グループの管理ページで、イベント管理を選ぶと、グループで作成したイベントが一覧表示さ
れます。
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グループにイベントを追加する

グループの管理ページで、イベント管理を選びます。

この手順で新規登録ページを開くと、イベント事務局の主催グループにはグループが設定され
た状態になります。必要事項を記入してイベントを登録すると、グループのイベントとして追加
されます。 

これ以外に、普通にイベントの新規登録手順を行った場合でも、主催グループを選択すること
も可能です。 

割り当てられたイベントは、グループページに表示されるようになります。また、グループの
スタッフがイベントを管理できるようになります。
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イベントをグループから解除する

グループが割り当てられているイベントの管理ページを開きます。

イベントの基本情報設定から、イベント事務局の主催グループの選択を外して更新すると、グ
ループからイベントが解除されます。
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グループを削除する

グループの管理ページで、グループ編集から「グループの削除」を選びます。

グループ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グループを削除する
ことができます。
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グループにメンバーが追加されている場合は、削除することはできません。 

既にメンバーがいる場合は、「閉鎖する」ボタンをクリックしてグループを閉鎖することがで
きます。

閉鎖するとグループページは、非表示になります。 

閉鎖した場合は、割り当てられているイベントは、グループなしの状態になります。 

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。
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スタッフを 
管理しよう

STEP

25
グループに参加しているスタッフの一覧を表示する、自分以外のスタッフを追加するな
ど、グループの運営を手伝ってくれるスタッフをどうやって管理するのか。このステップ
ではスタッフの管理方法についてお伝えします。

スタッフ管理画面

スタッフの一覧を開く

グループの管理ページで、スタッフ管理を選ぶとグループのスタッフ一覧が表示されます。
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検索条件をクリックして、名前、メールアドレスでスタッフを検索することもできます。

スタッフを追加する

スタッフ管理ページで、「スタッフの追加」ボタンをクリックします。
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追加したいスタッフのメールアドレスを入力して、追加ボタンをクリックするとメンバーに追
加されます。

メールアドレスは、改行して複数入力することができます。 

こくちーずプロの会員登録が完了していない人でも追加できます。その場合は会員登録後、本人確
認が完了した時点でスタッフになっています。

本人確認済みアカウントでない場合、スタッフの追加、メンバーからのスタッフへの昇格ができ
ません。ご注意ください。
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スタッフの詳細を確認する

スタッフ管理ページで、スタッフ一覧のメールアドレスをクリックすると、スタッフの詳細を
確認することができます。
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スタッフ詳細画面では、そのスタッフが参加しているイベントの一覧を確認することができま
す。ここで表示されるイベントは、グループが主催しているイベントのみです。

スタッフを管理者に昇格する

グループの管理者は、グループを登録した人になっていますが、管理者権限を他のスタッ
フに委譲したい場合は、下記の手順で行ってください。
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委譲したい人のスタッフ詳細ページを開き、権限を「管理者」に変更します。

グループの管理者になると、グループを閉鎖（削除）する権限が与えられます。

もし、誰かに管理者権限を譲り、自分がスタッフになりたい場合、自分の権限は直接変更できな
いので、管理者を委譲した人に、あなたのスタッフ詳細ページで権限を「スタッフ」に変更しても
らいます。

TIPS スタッフが辞めた時は速やかに権限を解除しよう 

スタッフが辞めた場合、スタッフ権限をそのままにしておくと、第三者のアカウン
トの悪用などで無用なトラブルを引き起こすきっかけになるかもしれません。 

もしスタッフが辞めた、あるいは何らかの事情があった場合は、速やかに権限を解
除しておくことをおすすめします。
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メンバーを 
管理しよう

STEP

26
こくちーずプロではグループを構成するものとして、スタッフ以外に「メンバー」も登
録することができます。メンバー登録をしてもらうことで、優先的に連絡を送る、アンケー
トを依頼するなど、継続的なアプローチを取りやすくなります。 

このステップでは、そんなメンバーの管理方法についてお伝えします。

メンバー管理画面

メンバーの一覧を開く

グループの管理ページで、メンバー管理を選びます。
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グループに参加しているメンバーの一覧が表示されます。

検索条件をクリックして、名前、メールアドレスでメンバーを検索することもできます。
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メンバーを追加する

メンバー管理ページで、「メンバーの追加」ボタンをクリックします。

追加したいメンバーのメールアドレスを入力して、追加ボタンをクリックするとメンバーに追
加されます。
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メールアドレスは、改行して複数入力することができます。

こくちーずプロの会員登録が完了していない人でも追加できます。その場合は、会員登録した時
点でメンバーになっています。

また、メンバーになりたい人が、グループページにアクセスして「参加する」ボタンをクリッ
クすることでメンバーになることができます。



 275

メンバーの詳細を確認する

メンバー管理ページで、メンバー一覧のメールアドレスをクリックすると、メンバーの詳細を
確認することができます。
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管理者コメントの欄に、メモを残しておくことができます。この管理者コメントはメンバーに
は表示されないようになっています。

メンバー詳細画面では、そのメンバーが参加しているイベントの一覧を確認することができま
す。ここで表示されるイベントは、グループが主催しているイベントのみです。
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メンバーを解除する

メンバー管理ページで、メンバーの詳細を開き、「解除する」ボタンをクリックします。
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また、メンバーになっている人が、グループページにアクセス して「参加をやめる」ボタンを
クリックすると解除することができます。

トラブルが起きたなど、メンバーの今後のイベント参加を拒否するには、解除を行わずにメンバー
の除名（後に説明します）を行ってください。
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メンバーをスタッフにする

メンバー詳細を開き、権限を「スタッフ」にして変更すると、メンバーをスタッフにすること
ができます。

スタッフになると、グループの管理操作が行えるようになります。 

また、グループが主催しているイベントの管理も行えるようになります。

メンバーを除名する

メンバー詳細を開き、権限を「除名」にして変更すると、メンバーを除名することができます。

除名すると、その人はグループに参加できなくなります。
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メンバーリストをダウンロードする

メンバー管理ページの下に表示されている「メンバーリストのダウンロード」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。

CSVファイルはMicrosoft Excel等で開くことが可能です。 メンバーごとに1行ずつ、メール
アドレス、名前、権限、登録日時、管理者コメントが出力されます。

エンコードは、Shift JISになっています。

TIPS コミュニティを形成して継続的に仲間を増やそう 

グループ内での周知や、外部への告知などを継続的に行うことで、持続的にメンバー
を増やしていき、コミュニティを育てていくことができます。 

ぜひこくちーずプロを活用してコミュニティ形成につなげていってくださいね。
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グループのお知らせを 
登録しよう

STEP

27
イベントページでイベント参加を検討している人、あるいはイベント参加者にむけての
お知らせを掲載できるのと同じように、グループのメンバーに対してもお知らせを掲載で
きるようになっています。 

このステップでは、グループ内でのお知らせを掲載する方法についてお伝えします。

グループのお知らせを登録・編集・削除する

お知らせを登録する

グループの管理ページで、「その他」の中にある「お知らせ管理」を選びます。

「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。
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1

2

3

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。
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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、グループページとグループメ
ンバー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。



 284

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

グループの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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アンケートページを 
つくろう

STEP

28
こくちーずプロのグループページでは、グループのメンバーやスタッフに対してアンケー
トをとることができます。うまく利用すれば、グループの活動を活性化させる、グループ
の方針を固めるためにも活用できます。ぜひ、活用してみてください。

グループアンケートを登録しよう

グループ管理ページで、アンケート管理を選びます。
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「アンケートの追加」ボタンをクリックすると、アンケートの追加ページが表示されます。
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基本情報

1

2

3

4

5

アンケート名1
アンケートの名称を入力します。



 289

概要2
アンケートの概要を80文字以内で入力します。

公開モード3
下記の中から選択します。 

【一般公開】グループページのアンケート一覧に公開されます 

【限定公開】グループページのアンケート一覧には公開されません。URLを直接指定してアクセ
スします。

回答権限4
下記の中から選択します。 

【メンバー全員】グループのメンバー全員がアンケートに回答することができます。 

【スタッフのみ】グループのスタッフのみがアンケートに回答することができます。

募集期間5
募集期間を設定すると、その期間だけしかアンケートに回答できないようになります。
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1

2

アンケート画像1
JPG、GIF、PNG画像がアップロードできます（5Mbyteまで）

アンケートページ内容

案内文2
アンケートページに表示する案内文を入力してください。 （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）
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受付完了内容

1

2
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受付完了ページ内容1
受付完了ページに表示する案内文を入力してください。 （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）

受付完了メール2
受付完了時に送信されるメール内に追記するメッセージを指定してください。

項目入力後

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、アンケートが登録されます。
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登録すると、アンケートの管理ページが表示されます。
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グループアンケートに追加の設問を用意する

グループのアンケート管理ページで、設問登録を選びます。

設問登録ページで、「設問を追加」ボタンをクリックします。
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設問の内容を入力してください。 設問の操作方法は、STEP7の「アンケートフォームを設定
する」と同じです。

設問は最大30個まで追加でき、チェックボックスやドロップダウンなどの選択肢は最大で100個
まで追加することができます。 

ただし、アンケート公開後には設問の削除と並び替えはできませんのでご注意ください。
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グループアンケートの内容を変更する

グループのアンケート管理ページで、アンケートの設定を選びます。

アンケートの登録で設定した内容を編集することができます。
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公開前にアンケートページを確認しよう

グループのアンケート管理ページで、「アンケートページの確認」ボタンをクリックすると、
アンケートページが表示されます。

アンケート公開前でも表示することは可能です。 

公開前の場合は、「アンケートは準備中です。公開はされていません。」のメッセージが表示され
ます。
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公開前の状態でも、アンケートページ下にある「アンケートフォームを確認する」ボタンをク
リックすることで、回答フォームをチェックできます。

回答フォームが設問登録で設定した内容になっているかを確認できます。
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アンケートページを公開しよう

グループのアンケート管理ページで、「公開する」ボタンをクリックすると、アンケートが公
開されます。

アンケートを公開すると、アンケートページから回答できるようになります。
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また、公開モードを一般公開にしている場合は、グループページのアンケートタブ内にアンケー
トページのリンクが表示されます。
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アンケートの募集を終了させよう

アンケートは募集期間を過ぎると自動的に終了状態になります。

また、手動で終了させたい場合は、グループのアンケート管理ページで「終了」ボタンをクリッ
クします。
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アンケートが終了すると、アンケートページで「アンケートの受付は終了しました」と表示さ
れます。

また、終了後にグループのアンケート管理ページで「再開」ボタンをクリックすることで、ア
ンケートの回答を再開することもできます。
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アンケートの結果を確認・ダウンロードする

選択肢のある設問に関しては、グループのアンケート管理ページで、集計結果のタブを選択す
ると、グラフと表示で集計結果を簡単に確認することができます。
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また、「アンケート結果のダウンロード」ボタンをクリックすると、CSVファイルでダウンロー
ドできます。
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アンケートを削除する

アンケート管理ページで、アンケート編集メニューから「アンケートの削除」を選びます。

「削除する」ボタンをクリックすると、アンケートを削除することができます。

アンケートを削除すると、回答情報も全て消去されますので注意してください。
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グループメンバーに 
メールを送ろう【プレミアム】

STEP

29
プレミアム登録を行うと、参加者に対して一斉メールを送るのと同じような感覚で、グ
ループメンバーにもメールを送付することができます。 

チーム内でのコミュニケーションも一括メールでより効率的に、より潤滑に行えるよう
になります。

メール配信を登録する

メール配信の追加画面を表示させる

グループ管理ページで、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

1

2

まずは配信先やテスト用の項目を入力していきます。

配信先範囲1
メール配信を行う配信先を設定します。 

【グループメンバー】グループに参加しているメンバー全員に送ります。 

【グループスタッフ】グループの運営に関わるスタッフにのみ送ります。

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。 グループから
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。

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。
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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。

この状態で「配信開始」ボタンをクリックすると、メール配信を開始します。
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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。

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。

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。
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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。

メール配信を削除する

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。

メール配信開始前であれば削除することができます。

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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TIPS グループの活動方針や今後の開催案内などを積極的に流す 

参加者に送付するメールと異なり、グループ内でのメールはどちらかというと運営
や活動の方針について、あるいは今後の予定などを送るのに使うことが多いでしょ
う。 

グループの運営で最も大事なのは、動いている姿を見せることです。 

まずはグループメンバーに情報を出して、積極的に交流を図ってみましょう。
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