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1-1 スタディサプリ for Marketingの活用の流れ
1-2 原稿入稿する
1-3 資料を発送する
1-4 オープンキャンパスを実施する
1-5 募集状況を分析する
1-6 リクルート反応状況を確認する
1-7 反応状況を分析する
1-8 個人情報を管理する
1-9 メッセージを送信する
1-10 高校情報を管理する
1-11 ガイダンス情報を管理する
1-12 スケジュールを管理する
「スタディサプリ for Marketing」は高校生と学校の出会いのサポー
トを強化するため、大学・短大・専門学校に提供する募集支援システ
ムです。
出願を検討している学生からの資料請求状況の確認と対応、オープン
キャンパスで実施するアンケートへの回答結果の把握、および反応状
況の分析など、出願に至るまでの状況を管理できます。
本章では、「スタディサプリ for Marketing」の各機能の概要を説明
します。

第1章

スタディサプリ for Marketing
の概要



業務の流れ 業務の概要

原稿入稿
原稿入稿する（第3章～第12章）
貴校が発信する「学校からのお知らせ」「イベント情報」「在校生・卒業
生・先生の紹介」「貴校のニュース」といった情報を本システムに入力しま
す。

資料の発送 資料を確認して資料を発送する（第13章）
資料発送用の宛先ラベルを印刷し、資料を発送します。

オープンキャンパスの
実施

オープンキャンパスを実施する（第14章）
オープンキャンパスイベントに参加した学生向けのアンケートを実施し、結
果を分析します。
参加者名簿や名札を作成することもできます。

募集データの分析

募集データを分析する（第15章）
募集データを以下のさまざまな条件で分析し、結果を検討します。
 反応状況・構造分析
 時期分析
 メディア効果
 併願学科分析

リクルート反応状況の
確認

リクルート反応状況を確認する（第16章）
以下のデータを確認します。
 リクルートへの資料の請求状況
 オープンキャンパスイベントの予約状況
 各種商品の効果状況

反応状況の分析

反応状況を分析する（第17章）
以下のデータを確認・分析します。
 エリア別資料請求状況
 学校別資料請求状況
 男女別資料請求状況

個人情報の管理
個人情報を管理する（第18章）
リクルート経由で資料や願書を請求した学生（反応者）の個人情報を管理し
ます。他メディアから請求した学生の情報も登録できます。

メッセージ送信
メッセージを送信する（第19章）
貴校に資料請求や学校ニュース登録を行った反応者に対して、メッセージを
送信します。
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第1章 スタディサプリ for Marketingの概要

随時実施する業務 業務の概要

学校情報の管理
高校情報と訪問情報を管理する（第21章）
貴校へ資料請求・来校・出願・入学する学生の高校情報、および高校への訪
問情報を管理します。

ガイダンス情報の管理 ガイダンス情報を管理する（第22章）
各種ガイダンスの情報を管理します。

スケジュールの管理
スケジュールを管理する（第21章）
ガイダンス、学校への訪問、学内イベント、オープンキャンパスイベントな
ど、各種イベントのスケジュールを管理します。

また、学校やガイダンスの情報の管理、および各種イベントのスケジュール管理を随時実施します。
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1-2 原稿入稿する

第1章 スタディサプリ for Marketingの概要

貴校が学生に向けて発信する情報の原稿を作成し、入稿します。
サイドナビゲーションメニューで「原稿入稿」をクリックすると、「原稿入稿システム（WEB/アプリ）」
画面が表示されます。「入稿メニュー」で、入稿する原稿の種類を選択して、情報を入力します。

入稿の種類 原稿の内容・設定できる機能など 参照先

学校からのお知らせ入稿 スタディサプリ進路に表示される「学校からのお知らせ」の内
容の登録や掲載停止ができます。 第3章

イベント入稿 スタディサプリ進路・スタディサプリ for SCHOOLに掲載する
イベントを作成し、入稿できます。 第4章

在校生・卒業生・
先生紹介入稿原稿

スタディサプリ進路に表示される在校生・卒業生・先生紹介の
内容の登録や削除ができます。 第5章

OCストーリーズ
オープンキャンパスを紹介するOCページと、OCページへの導
線となるOC導線カセットを作成します。
また、専用のアプリ「OCカメラ」でオープンキャンパスを紹介
する動画や静止画を撮影して投稿できます。

第6章

ニュース原稿 貴校をお気に入りに登録した人に、写真や動画、コメントなど
をニュースとして配信できます。 第7章

学校ページ設定 学校の基本情報を表示するページに掲載する写真やテーマカ
ラーを設定できます。 第8章

プロモーション枠設定 スタディサプリオープンキャンパス（アプリ）のプロモーショ
ン枠の遷移先やキャッチコピーを設定できます。 第9章

アプリメッセージ送信 スタディサプリオープンキャンパス（アプリ）で貴校をお気に
入りに登録している人に、一括してメッセージを送信できます。 第10章

貴校

 学校からのお知らせ入稿
 イベント入稿
 在校生・卒業生・先生紹介入稿
 OCストーリーズ
 ニュース原稿
 学校ページ設定
 プロモーション枠(アプリ)設定
 アプリメッセージ送信
 オートリプライメッセージ設定
 ブログ連携・アプリメール設定



1-3 資料を発送する

第1章 スタディサプリ for Marketingの概要

新着リストを確認し、資料請求をいただいた学生に資料を送付します。新着リストから、資料発送用のラベ
ルを簡単に出力できます。

高校生

貴校

資料・願書請求
オープンキャンパス予約

 資料を発送する

業務 業務内容 参照先

新着リストを
ダウンロードする

本システムに取り込まれた反応情報（リクルートのすべての媒
体）の中で、資料・願書請求者のデータをファイル化したリス
トをダウンロードします。日々の資料発送などに使用できます。

13-3

資料発送用の
宛先ラベルを印刷する

本システムに取り込まれた個人情報から、資料発送に利用する
宛先ラベルを印刷できます。 13-4

1-5

 新着リストを
ダウンロードする

貴校

入稿の種類 原稿の内容・設定できる機能など 参照先

オートリプライ
メッセージ設定

スタディサプリオープンキャンパス（アプリ）で貴校をお気に
入りに登録した人、資料請求した人、イベントに参加登録した
人に、自動返信メッセージを送信できます。

第11章

ブログ連携・アプリメー
ル設定

ブログ連携、アプリ関連の連絡事項の送信先となる貴校の担当
者メールアドレスを設定できます。 第12章



 来校の反応情報
を確認する
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1-4 オープンキャンパスを実施する

第1章 スタディサプリ for Marketingの概要

サイドナビゲーションメニューの「オープンキャンパスアンケート」から、アンケートの作成や結果分析が
できます。アンケートの作成や結果分析は、以下の流れで実施します。

高校生

貴校

業務 業務内容 参照先

イベント入稿をする オープンキャンパスのイベントを入稿します。
入稿方法は、「イベント入稿」を参照してください。 第4章

来校の反応情報を確認する 参加申し込みの状況を確認します。 14-5

オープンキャンパス
アンケートを作成する 「開始前アンケート」「終了後アンケート」を作成します。 14-3

オープンキャンパス
イベントを管理する

以下の作業でイベントを管理します。
 イベントの日程や詳細の確認
 参加者の追加
 出欠名簿や参加者用名札の印刷
 メッセージの送信
 イベントにアンケートを設定する
 アンケート実施説明テンプレート資料のダウンロード
 紙アンケートの印刷、回答結果の登録
 アンケートの回答状況の確認

14-4
14-5
14-6

アンケートを分析する
アンケート結果を確認し、集計結果を分析できます。
また、集計結果を印刷したり、回答結果をダウンロードするこ
ともできます。

14-7

貴校

高校生

 オープンキャンパス
アンケートを作成する

 イベント入稿する

貴校

 アンケートを
分析する

事
前
準
備

当
日

後
日

 オープンキャンパス
イベントを管理する

参
加

QRコード付き
説明書の配布

開始前
アンケート確認

参加申し込み

終了後
アンケート確認



1-7

1-5 募集データを分析する

第1章 スタディサプリ for Marketingの概要

サイドナビゲーションメニューの「募集データ分析」の「募集状況分析」で、募集データの分析結果を確認
します。

業務 業務内容 参照先

反応状況・構造分析の結果を
確認する

登録されているデータに基づいた募集状況分析レポートを確
認できます。募集状況分析レポートでは、分析軸で設定した
条件で分析した各種データを確認できます。

15-1

時期分析の結果を確認する
登録されているデータに基づいた「時期別アクション」、
「来校回数別の来校時期」、「資料請求と来校の相関」、お
よび「出願とアクションの相関」の分析結果を確認できます。

15-2

メディア効果の分析結果を
確認する

メディアごとの接触数に基づいた資料請求、来校、および出
願の分析結果を確認できます。また、複数のメディアが利用
された場合の来校寄与数と出願寄与数を確認できます。

15-3

併願学科分析の結果を
確認する

学部・学科・コースごとの出願者数、および複数の学部・学
科・コースに重複して出願している学生の人数を確認できま
す。

15-4

反応状況・構造分析

時期分析

メディア効果

併願学科分析
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1-6 リクルート反応状況を確認する

第1章 スタディサプリ for Marketingの概要

反応種別 レポート 参照先

資料請求件数

 メディア全体（ネット＋進学辞典）
インターネット経由と進学辞典経由の資料請求件数の情報
が表示されます。

 ネット／進学辞典
インターネット／進学辞典経由の資料請求件数の情報が表
示されます。

16-1

オープンキャンパス予約数

 メディア全体（ネット＋進学辞典）
インターネット経由と情報誌経由のオープンキャンパス予
約数の情報が表示されます。

 ネット／進学辞典
インターネット／進学辞典経由のオープンキャンパス予約
数の情報が表示されます。

 ネット／進学辞典–イベント別
イベント別で、インターネット／進学辞典経由のオープン
キャンパス予約数の情報が表示されます。

16-2

サイドナビゲーションメニューの「リクルート反応状況」から、リクルート経由の資料請求数やオープン
キャンパスの予約数を確認します。
リクルート反応状況は、以下のレポートで詳細を確認できます。

資料請求件数

オープンキャンパス予約数
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1-7 反応状況を分析する

第1章 スタディサプリ for Marketingの概要

サイドナビゲーションメニューの「募集データ分析」の「反応状況詳細分析」から、高校生からの資料請求
状況を分析します。

レポート名 レポートの内容 参照先

ヒートマップ 資料請求数の多い地域を確認できます。 17-2

地域別（エリア）

地域ごとの資料請求数や、全国における各地域の資料請求の割合
が確認できます。

「地域別（エリア）」は、「北海道・東北」「関東・甲信越」
「東海・北陸」「関西」「中国・四国」「九州」に分かれて集計
されています。

17-3

地域別（都道府県） 都道府県ごとの資料請求数が確認できます。 17-4

高校別（順位） 高校ごとの資料請求数の分布や、資料請求数の順位を確認できま
す。 17-5

男女別 男女別の資料請求数を割合で確認できます。 17-6

メディア別 メディアごとの資料請求数や、メディア全体における各メディア
の資料請求の割合が確認できます。 17-7

ヒートマップ

地域別

男女別



1-8 個人情報を管理する

第1章 スタディサプリ for Marketingの概要

スタディサプリ進路経由の反応情報は本システムに自動的に登録されます。
登録された個人情報は、条件を設定して検索できるので、ターゲットを絞った募集活動に利用できます。

貴校高校生

反応情報
• 資料・願書請求
• 学校見学会予約

 個人情報を検索、登録、変更、削除する
 個人情報をダウンロードする
 個人情報をラベルに出力する
 コンタクト履歴を管理する
 募集支援項目を活用する
 他メディアの反応情報をアップロードする

業務 業務内容 参照先

個人情報を検索、登録、
変更、削除する

本システムに取り込まれた個人情報を検索、変更、削除できます。
また、新規に個人情報を登録することもできます。

18-1
18-3
18-4
18-5

個人情報を
ダウンロードする 本システムに取り込まれた個人情報をダウンロードできます。 18-8

個人情報を宛先ラベルに
印刷する

本システムに取り込まれた個人情報をラベルに印刷して出力でき
ます。 18-9

コンタクト履歴を
管理する 登録済みの学生に対して行った対応を履歴で確認できます。 18-7

募集支援項目を
活用する

貴校の募集活動に合わせたデータ管理をするために、あらかじめ
設定されている項目以外にも、貴校にとって必要な項目を「募集
支援項目」として任意に設定できます。

18-10

他メディアの反応情報を
アップロードする 他メディアに登録されている反応情報をアップロードできます。 18-12

1-10

反応情報を登録
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1-9 メッセージを送信する

第1章 スタディサプリ for Marketingの概要

サイドナビゲーションメニューの「メッセージ送信」から、反応者にメッセージを送信します。

 返信受付メールアドレスの設定状況を確認する
 返信受付メールアドレスを設定する

事
前
準
備

送
信

送
信
後

返信受付メールのアドレスを確認・変更する（19-2）

メッセージに挿入する署名を管理する

 署名を登録する（19-3-1）
 署名を修正する（19-3-2）
 署名を削除する（19-3-3）

メッセージテンプレートを管理する

 メッセージテンプレートを作成する（19-4-1）
 メッセージテンプレートを修正する（19-4-2）
 メッセージテンプレートを削除する（19-4-3）

 個人を検索してメッセージの送信を予約する（19-5-1）
 送信予約一覧を確認する（19-5-2）

送信履歴を確認する（19-6）

送信エラーを確認する（19-7）

貴校

・資料・願書請求
・学校見学会予約
・学校ニュース登録

各種情報から
メッセージを送信する

反応者を選択

メッセージの受信
高校生 貴校

貴校

 送信後

メッセージを送信する

 送信

 事前準備



1-10 高校情報を管理する

第1章 スタディサプリ for Marketingの概要

貴校へ資料請求・来校・出願・入学する学生の高校の情報、および高校への訪問情報を管理します。

 高校情報を検索／参照／印刷する
 訪問情報を管理する
 学校を追加する／自由項目を設定する

業務 業務内容 参照先

高校情報を検索／参照／
印刷する

登録されている高校を検索し、詳細情報を参照できます。また、
登録されている高校、または検索した高校の一覧を印刷できま
す。

21-1

訪問情報を管理する 高校への訪問情報の管理として、以下の操作を実行できます。
訪問報告書の作成／検索／参照／編集／印刷／削除 21-2

学校を追加する／自由項
目を設定する

学校を追加できます。また、高校の基本情報に自由項目を設定
できます。 21-3

1-12

貴校

高校情報を登録



1-11 ガイダンス情報を管理する

第1章 スタディサプリ for Marketingの概要

ガイダンスの情報を管理します。

 ガイダンス情報を登録する
 ガイダンス情報を検索する
 ガイダンス情報の一覧をダウンロードする
 ガイダンス情報の詳細を参照する
 ガイダンス情報を編集する
 ガイダンス情報を削除する

業務 業務内容 参照
先

ガイダンス情報を登録する 新規のガイダンスの情報を登録できます。 22-1

ガイダンス情報を検索する 登録されているガイダンスの情報を検索できます。 22-2

ガイダンス情報の一覧をダ
ウンロードする

登録されているガイダンスの情報、および検索したガイダンス
の情報の一覧をダウンロードできます。 22-3

ガイダンス情報の詳細を参
照する 登録されているガイダンスの詳細な情報を参照できます。 22-4

ガイダンス情報を編集する 登録されているガイダンスの情報を編集できます。 22-5

ガイダンス情報を削除する 登録されているガイダンスの情報を削除できます。 22-6

1-13

貴校

ガイダンス情報を登録



1-12 スケジュールを管理する

第1章 スタディサプリ for Marketingの概要

ガイダンス、学校への訪問、学内イベント、オープンキャンパスイベントなど、各種イベントのスケジュー
ルを管理します。

 新しい予定を追加する
 予定を編集する
 予定を削除する

業務 業務内容 参照先

カレンダーの操作方法を確
認する カレンダーの操作方法を確認します。 21-4-1

新しい予定を追加する 各種イベントの予定を追加できます。 21-4-2

予定を編集する 登録されている予定を編集できます。 21-4-3

予定を削除する 登録されている予定を削除できます。 21-4-4
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貴校



2-1 ログイン・ログアウトする

2-2パスワードの変更と再登録

2-3 サイドナビゲーションと設定の使い方

2-4 担当者情報を設定・管理する

2-5 学校情報を変更する

2-6 ゲストIDを発行する

2-7メールアドレスの変更

「スタディサプリ for Marketing」のログイン／ログアウト、パス
ワード管理の方法、サイドナビゲーションの使い方について説明しま
す。

また、担当者情報の管理、学校情報の変更方法、ゲストIDの発行方法
を説明します。

本システムを利用する前に、ご確認ください。

第2章

本システムを利用する前に



「スタディサプリ for Marketing」へのログイン方法、ログアウト方法を説明します。

2-1 ログイン・ログアウトする

担当者情報を新規に登録すると、担当者にリマインダ登録メールが送信されます。

初回ログイン前にリマインダを登録する必要があります。

2-1-1 リマインダ登録＆初回ログイン

2-2

1. リマインダ登録メールに記載さ
れているURLをクリックします。

URLをクリックしてエラーが出
る場合は、弊社お客様サポート
センターにご連絡ください。

リマインダはパスワードを設定するとき、およびパスワードを忘れたときの再発行時に使用する質
問と答えです。
設定したご本人のみが知り得る情報のため、パスワード同様大切に保管してください。

リマインダとは

第2章 本システムを利用する前に

【重要】スタディサプリ for Marketing ID発行＜リマインダ登録＞のお知らせ

以下を確認してください。
• ご登録メールアドレスに誤りがある
• 受信設定により、受信トレイ以外のフォルダにメールが振り分けられている
上記を確認してもメールが届かない場合は、弊社お客様サポートセンターにご連絡ください。

リマインダ登録メールが届かない場合



2. リマインダの質問を選択しま
す。

3. 質問の答えを入力します。

4. ［次の画面へ進む］ボタンを
クリックします。

リマインダ登録完了画面が表
示されます。

2-3

6. IDシートを用意します
ID シートは、貴校内のメイン
利用者の方からお受け取りく
ださい。
貴校で初めてログインされる
方（ファーストユーザー）の
場合は、弊社より郵送にてお
送りしております。

ID シートに記載されているパス
ワードは、初回ログイン用にの
み使用するパスワードです。2回
目以降のログイン時にご利用い
ただくことはできません。
初回ログイン時に、任意のパス
ワードに変更する操作を行いま
す。（次頁参照）

初回ログイン用のパスワード
の変更

5. ［ログイン画面へ進む］ボタ
ンをクリックします。

ログイン画面が表示されます。

2-1 ログイン・ログアウトする
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10.「次の画面へ進む」ボタンを

クリックします。

9. 質問に対する「答え」を入力

します。

11.約款の内容を確認します。

12.［同意して次の画面へ進む］

ボタンをクリックします。

7. ［ログインID］と［パスワー
ド］を入力します。

8. ［上記に同意してログイン］
ボタンをクリックします。

手順2で設定したリマインダ
の質問が表示されます。

本システムをご利用いただくため
には「スタディサプリ for 
Marketing利用約款・プライバ
シーポリシー」への同意が必要で
す。

重要

第2章 本システムを利用する前に
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13.［新パスワード］に任意のパ

スワードを入力し、下の欄に

同じパスワードを入力します。

15.［設定を完了する］ボタンを

クリックします。

ログインが完了し、ダッシュ

ボード画面が表示されます。

14.［次の画面へ進む］ボタンを

クリックします。

セキュリティ向上のため、パスワードは定期的に変更してください。有効期間は1年です
変更方法については、「2-2 パスワードを管理する」を参照してください。

パスワードの変更について

2-1 ログイン・ログアウトする

・英字・数字・記号のすべてを含む半角8～24 文字
・使用できる記号は、 = ! # $ % & ( ) ? < >
・アルファベットの大文字・小文字は区別されます。

パスワードの文字制限について



2-1-2 2回目以降のログイン

1. ブラウザを起動し、「スタディサプリ
for Marketing」にアクセスします。

URL：https://r-shingaku.com/sv/

2. 約款を確認したい場合は、「利用規約・
プライバシーポリシー」をクリックし、
［約款］画面で約款を確認します。

「約款」画面は、新規タブで表示されます。

3. ［ログインID］と［パスワード］を入
力します。

4. ［上記に同意してログイン］ボタンをク
リックします。

初回のログインを完了した後は、ログインIDとパスワードで「スタディサプリ for Marketing」にログイン
できます。

［ダッシュボード］画面が表示されます。

2-1-3 ログアウトする

1. 画面右上の学校名にマウスポインタを合
わせます。

操作メニューが表示されます。

2. ［ログアウト］ボタンをクリックします。

ログイン画面が表示されます。

2-6

第2章 本システムを利用する前に

https://r-shingaku.com/sv/


2-2 パスワードの変更と再登録

2-2 パスワードを管理する

2-2-1 パスワードを変更する
パスワードは、いつでも変更できます。

セキュリティ向上のため、パスワードを定期的に変更することをおすすめします。

2-7

1. 画面右上の学校名にマウスポインタを合
わせます。

2. ［パスワード変更］をクリックします。

3. 以下の各項目を入力します。

• 現パスワード
現在のパスワードを入力します。

• 新パスワード
新しいパスワードを入力します。

• 新パスワードを、確認の為もう一度ご
入力ください
新しいパスワードを入力します。

4. ［送信する］ボタンをクリックします。

［パスワード変更］－［パスワード変更完
了］画面が表示されます。

パスワードの最終変更日から1年が経過すると、ログイン時に［パスワード変更］画面が表示されます。

パスワードの有効期限は1年です

・英字・数字・記号のすべてを含む
半角8～24 文字
・使用できる記号は、

= ! # $ % & ( ) ? < >
・アルファベットの大文字・小文字
は区別されます。

パスワードの文字制限

5. ［メニュー選択画面に戻る］ボタンをク
リックします。
［ダッシュボード］画面が表示されます。
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2-2-2 パスワードを再登録する
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1. ログイン画面の「パスワード
を忘れた場合はこちら」をク
リックします。

［パスワードの再登録］画面が
表示されます。

パスワードを忘れた場合は、パスワードを再登録します。

2. 以下の各項目を入力します。

• ログインID
ログインIDを入力します。

• 登録メールアドレス
「スタディサプリ for 
Marketing」に登録したメー
ルアドレスを入力します。

3. ［確認する］ボタンをクリッ
クします。

ログイン画面の「IDを忘れた場合
はこちら」をクリックし、画面の
説明に従って、お客様サポートセ
ンターにご連絡ください。

IDを忘れた場合

4. 質問に対する「答え」を入力

します。

回数制限はありません

5. ［次の画面へ進む］をクリッ

クします。

完了画面が表示され、パス

ワード再登録メールが送信さ

れます

その場合は、お客様サポートセンターにご連絡ください。

パスワードの入力を繰り返し間違えるとロックがかかります

「リマインダの答えを忘れた場合はこちら」をクリックし、画面の説明に従って、お客様サポー
トセンターにご連絡ください。

リマインダの答えを忘れた場合



2-2 パスワードを管理する
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6. パスワード再登録メールに記載
されているURLをクリックしま
す。

「パスワードの変更」画面が表示
されます。

初回ログイン時同様にパスワード
の登録を行ってください。

pw_henko@r-shingaku.com



2-3 サイドナビゲーションと設定の使い方
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

サイドナビゲーションと設定の各項目を、以下に説明します。

項目 機能

① ダッシュボード ダッシュボードを表示します。

② ダウンロード

新着ダウンロード 最新のアクションリストをダウンロードします。

未ダウンロード
まだダウンロードしていない新着リストのデータを、まと
めてダウンロードします。

データダウンロード これまでにダウンロードした履歴を表示します。

個人検索 個人情報を検索・ダウンロードします。

第2章 本システムを利用する前に

以下のサイドナビゲーションメニューは、マウスカー
ソルを置くとサブメニューが表示されます。

⚫ ダウンロード
⚫ 個人管理
⚫ メッセージ送信
⚫ オープンキャンパスアンケート
⚫ 高校情報・訪問管理
⚫ 募集データ分析

⑫

⑬

サイドナビゲーション（画面左端） 設定（画面右上）
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項目 機能

③ 個人管理

個人検索 個人情報を検索・表示・ダウンロードします。

個人登録 個人情報を１件ずつ登録します。

個人一括登録
他メディア経由の資料請求やオープンキャンパス予約情
報を一括アップロードします。

個人統合 重複して登録された同一個人の情報を統合します。

募集支援項目 募集支援項目を設定します。

検索対象外一覧

検索対象外となっている個人情報を表示します。

検索対象外にした個人情報を、検索対象に戻すこともで
きます。

④ メッセージ送信

個人検索 個人情報を検索して、メッセージ送信します。

メッセージ送信予約
一覧

送信予約されているメッセージを表示します。

メッセージ送信履歴
一覧

メッセージの送付履歴を表示します。

送信エラーリスト 送信エラーになったメッセージを表示します。

メッセージ

テンプレート
メッセージテンプレートを作成します。

署名（問い合わせ
先）登録

メッセージに挿入する署名を登録します。

返信受付アドレス登
録

メッセージの返信を受けるメールアドレスを登録します。

⑤
オープンキャンパス
管理

オープンキャンパス

イベント一覧
オープンキャンパスイベントを表示・管理します。

来校受付設定 全イベント共通の来校受付設定をします。

アンケート設定 アンケートを作成・管理します。

受付状況 イベントの受付集計結果を表示します。

アンケート結果 アンケート結果を集計・表示します。

⑥ 高校情報・訪問管理

高校一覧 高校情報を管理します。

訪問報告書一覧 高校への訪問情報を管理します。

学校追加・自由項目
管理

学校を追加／編集／削除します。また、高校の基本情報
として自由項目を追加／編集／削除します。

2-3 サイドナビゲーションの使い方



項目 機能

⑦ ガイダンス ガイダンス情報を管理します。

⑧ スケジュール管理 各種イベントのスケジュールを管理します。

⑨ 募集データ分析

募集状況分析

反応状況・構造分析
各種分析軸を設定し、反応状況とその構造分析を表示しま
す。

時期分析
「時期別アクション」、「来校回数別の来校時期」、「資
料請求と来校の相関」、および「出願とアクションの相
関」の分析結果を表示します。

併願学科分析
学部・学科・コースごとの出願者数、および複数の学部・
学科・コースを重複して出願している学生の人数を表示し
ます。

メディア効果
メディアごとの接触数に基づいた資料請求、来校、および
出願の分析結果を表示します。また、複数のメディアが利
用された場合の来校寄与数と出願寄与数を表示します。

反応状況詳細分析

ヒートマップ 資料請求数をヒートマップで表示します。

地域別（エリア） エリア別の資料請求数を表示します。

地域別（都道府県） 都道府県別の資料請求数を表示します。

高校別（順位） 高校別の資料請求数を表示します。

男女別 男女別の資料請求数を表示します。

メディア別 メディア別の資料請求数を表示します。

⑩ リクルート反応状況
リクルート経由の資料請求数やオープンキャンパスの予約
数を表示します。

⑪ フォーム作成
資料請求、および来校予約のフォームを作成して管理しま
す。

⑫ 原稿入稿 原稿入稿システム画面へ遷移します。

⑬
（画面右上の）

担当者情報登録 担当者を登録・変更・削除します。

学校情報登録 貴校の住所やメールアドレスを設定します。

2-12

第2章 本システムを利用する前に
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担当者の管理操作は、画面右上の［設定］→［担当者情報登録］をクリックして表示される［担当者情報］
－［担当者情報の登録・変更・削除］画面で実行します。

2-4 担当者情報を設定・管理する

2-4-1 担当者を登録する

1. ［担当者情報］－［担当者情報の登録・
変更・削除］画面の［新規登録］ボタン
をクリックします。

［担当者情報］－［担当者の登録］画面
が表示されます。

担当者の登録、担当者の情報の変更、および担当者の削除は、「メイン利用者」のみ実行できます。

担当者情報変更の権限

「メイン利用者」は2名まで、「利用者」は357名まで登録できます。

担当者の登録上限

2-4 担当者情報を管理する
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項目 説明

権限

登録する利用者の権限を選択します。

●メイン利用者
他の担当者の登録、登録した情報の変更、削除ができます。

⚫ 利用者
担当者の登録・変更・削除を実行できません。

⚫ 入稿のみ
原稿入稿システムにのみログインできます。

（個人情報の閲覧は不可）

氏名（漢字）
担当者の姓名を入力します。

・原則として登録者の方の本名フルネームでの登録をお願いします
氏名（カナ）

メールアドレス

担当者のメールアドレスを入力します。

（フリーメールアドレスは非推奨）

メールアドレス再入力 確認のため、担当者のメールアドレスをもう一度入力します。

2. 各項目を設定します。

氏名・メールアドレスはIDと紐づけられるため、一度登録すると
修正ができません。変更したい場合は担当者を削除＆再登録して
ください。

重要

第2章 本システムを利用する前に
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項目 説明

アクション通知メール

アクションがあったことを知らせる通知メールを受信するかどうかを選
択します。

見学会掲載終了通知メール
見学会情報の掲載終了を知らせる通知メールを受信するかどうかを選択
します。

ダウンロード権限 ダウンロード機能の使用可否を選択します。

メッセージ権限 メッセージ送信機能の使用可否を選択します。

データ更新権限
個人のデータの更新（登録・変更・削除）および、アップロード・カレ
ンダー等の更新を許可するかどうかを選択します。

スタディサプリ進路入稿権限 原稿入稿機能の使用可否を選択します。

「受け取らない」を選択すると、資料請求などのアクションが
あっても、メールによる連絡が届きません。ご注意ください

注意

2-4 担当者情報を管理する

[スタディサプリ進路入稿権限]のみ「あり」の場合は、個人情報の閲覧はできません。
それ以外の設定の場合は、登録されている個人の情報は常に閲覧可能です。

個人情報の閲覧について
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4. 設定内容を確認し、［登録す
る］ボタンをクリックします。

5. ［ID・パスワード発行画面
へ］ボタンをクリックします。

IDシートが新規タブで表示さ
れます。

3. 画面下部の［内容を確認する］
ボタンをクリックします。

第2章 本システムを利用する前に

クリックせずに閉じてしまうと、ID・PWを再表示できません。
閉じてしまった場合はIDを削除し登録をし直してください。

[ID・パスワード発行画面へ]をクリックせずに画面を閉じてしまった場合
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6. IDシートを印刷します。

7. 担当者にIDシートを手渡します。

8. 担当者に、本章の最後に掲載された
「ID管理に関するご注意～安全に個人
情報を取り扱うために～ 」を確認させ
ます。

9. 担当者に「2-1-1 初回ログインする」
を参照させ、初回のログインを実行させ
ます。

登録した担当者は、［担当者情報］－［担
当者情報の登録・変更・削除］画面の［利
用者一覧］に表示されます。

2-4 担当者情報を管理する
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変更できる設定項目
「権限」
「アクション通知メール」
「見学会掲載終了通知メール」
「ダウンロード権限」
「メッセージ権限」
「データ更新権限」
「スタディサプリ進路入稿権限」

2-4-2 担当者の情報を変更する

1. ［担当者情報］－［担当者情報
の登録・変更・削除］画面の
［変更］ボタンをクリックしま
す。

2. 設定を変更し、［内容を確認する］
ボタンをクリックします。

［担当者情報］－［担当者情報の
変更確認］画面が表示されます。
変更した設定が赤字で表示されま
す。

設定内容については、「2-4-1 担当者を登録する」の手順2.を参照してください。

参考

第2章 本システムを利用する前に

氏名・メールアドレスはIDと紐づけら
れるため、一度登録すると修正ができ
ません。変更したい場合は担当者を削
除＆再登録してください。

重要

3. ［登録する］ボタンをクリック
します。

担当者の情報が変更され、［担
当者情報］－［担当者情報の変
更完了］画面が表示されます。
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2-4-3 担当者を削除する

1. ［担当者情報］－［担当者情報
の登録・変更・削除］画面の
［利用者一覧］で、削除する担
当者の［削除］ボタンをクリッ
クします。

2. ［削除する］ボタンをクリック
します。

担当者が削除され、［担当者情
報］－［担当者情報の削除完
了］画面が表示されます。

2-4 担当者情報を管理する

登録されている「メイン利用者」が1名のみの場合、「メイン利用者」は削除できません。
新しくメイン利用者を設定してから、削除を行ってください。

担当者の削除制限



2-5 学校情報を変更する
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2. 「発送先の変更」または「メッ
セージ返信受付メールアドレス
の登録・変更」の［変更］ボタ
ンをクリックします。

2-5-1 発送先と返信受付メールアドレスを変更する

1. 画面右上の［設定］→［学校情報
登録］をクリックします。

「スタディサプリ進路」に登録されている貴校の所在地を変更する場合は、弊社営業担当までご
連絡ください。

重要

第2章 本システムを利用する前に
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2-5 学校情報を変更する

3. 弊社からの発送物を送付する発送
先を変更する場合、変更後の発送
先情報を入力します。

4.返信受付メールアドレスを変更す
る場合、変更後のメールアドレスを
［返信受付メールアドレス］、およ
び［返信受付メールアドレス再入
力］に入力します。

5. 設定を変更し、［内容を確認す
る］ボタンをクリックします。

6. ［登録する］ボタンをクリッ
クします。

学校情報が変更され、［学校情
報］－［発送先住所 変更完
了］ ［返信受付メールアドレ
ス認証確認メール配信］画面が
表示されます。

• 返信受付メールアドレスを変更した場合、変更後のメールアドレスに認証確認メールが届きます。
次ページの「2-5-2 変更したメールアドレスを認証する」を参照し、手続きを実施してください。

• 返信受付メールアドレスの変更手続きが完了するまでは、メッセージ送信機能を利用できません。
• 送信予約がされているメッセージの送信予定日までに変更手続きが完了しない場合は、変更前の
メールアドレスでメッセージが送信されます。

重要
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2-5-2 変更したメールアドレスを認証する

返信受付メールアドレスを変更した場合、変更後のメールアドレスに認証確認のメールが送信されます。

1. 認証確認のメールに記載され
ているURLをクリックします。

2. ［ログインID］と［パスワー
ド］を入力し、［確認］ボタ
ンをクリックします。

変更後のメールアドレスが認証
され、「返信受付メールアドレ
スの登録が完了しました。」と
いうメッセージが表示されます。

3. ［TOPへ戻る］ボタンをク
リックします。

2-5 学校情報を変更する
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4. サイドナビゲーションメニュー
の［設定］→［学校情報登録］
をクリックします。

5. ［学校情報］－［発送先 登
録・変更］画面の「メッセージ
返信受付メールアドレスの登
録・変更」でメールアドレスが
設定済みになっていることを確
認します。

第2章 本システムを利用する前に
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2-6 ゲストIDを発行する

「在校生・卒業生・先生入稿」と「イベント入稿」は、原稿入稿システムを操作する貴校のご担当者（管理
者）以外の方（ゲスト）に入稿していただくこともできます。
管理者は、必要に応じてゲストIDを発行し、ゲストに連絡します。
スタディサプリ for Marketingの利用者登録があり、入稿権限が付いているIDであればゲストIDの発行・記
事の承認が可能です。

ゲストIDでできることは、次のとおりです。
・「在校生・卒業生・先生紹介」および「イベント情報」の記事の新規作成と掲載の申請
・入稿済みの「在校生・卒業生・先生紹介」および「イベント情報」の記事の閲覧

ゲストIDでできないことは、次のとおりです。
・記事の掲載（管理者が承認を行います）
・記事の編集（流用して新規作成は可能です）
・「在校生・卒業生・先生紹介」および「イベント入稿」以外の機能の操作
（学校からのお知らせ、OCストーリーズ）（メニューが表示されません）

ゲストIDでできること、できないこと

2. 学校名をクリックします。

3. ［ゲストID管理］をクリックし
ます。

1. サイドナビゲーションメニューの［原稿入稿］をクリックし原稿入稿シス
テムを開きます。

2-6 ゲストIDを発行する

ゲストIDで記事を入稿する方法については、以下を参照してください。
・イベント情報の場合：「4-3 ゲストIDでイベントを入稿する」
・在校生・卒業生・先生紹介の場合：「5-3 ゲストIDで在校生・卒業生・先生紹介を入稿する」

ゲストIDで作成した入稿記事の申請を管理者が承認する方法については、以下を参照してください。
・イベント情報の場合：「4-4 ゲストが入稿した記事を承認する」
・在校生・卒業生・先生紹介の場合：「5-4 ゲストが入稿した記事を承認する」

参考
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第2章 本システムを利用する前に

7. ［OK］をクリックします。

5. 新パスワードを2回入力します。

6. ［新パスワードに変更］をク
リックします。

「・・・ゲストxxのパスワード
を登録しました。」と表示され
ます。

4. ［パスワードを変更］をクリッ
クします。

［パスワードの変更］画面が表
示されます。

8. IDを発行したゲストに、以下の
情報を送付します。

⚫ 「ゲストログイン画面のURL」
［ゲストIDの管理］画面に表示

⚫ 「ゲストログインID」
［ゲストIDの管理］画面に表示

⚫ 「パスワード」
［パスワードの変更］画面で入
力した文字列



入稿内容の不備連絡、入稿に役立つお知らせなどをご登録いただいたメール
アドレスにお送りする予定です。 普段ご利用になるメールアドレスをご登録くだ
さい。
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2-7 メールアドレスの変更

入稿の不備連絡や役立つ情報等を、弊社 から、事前に登録済みのご担当者メールアドレスにお送りします。
このご担当者のメールアドレスを変更することができます。
なお、このメールアドレスは高校生には公開されません。

メールアドレスを変更する操作は、次のステップで進みます。

4. メールアドレスを変更します。

5. ［変更する］をクリックします。

1. サイドナビゲーションメニューの［原稿入稿］をクリックし原稿入稿シス
テムを開きます。

2-7 メールアドレスの変更

進学太郎でログイン中

2. 学校名をクリックします。

3. ［ご担当者メールアドレスの変更］

をクリックします。
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2-7 メールアドレスの変更

「メールアドレスが変更されました。」
と表示されます

入稿内容の不備連絡、入稿に役立つお知らせなどをご登録いただいたメール
アドレスにお送りする予定です。 普段ご利用になるメールアドレスをご登録くだ
さい。

入稿内容の不備連絡、入稿に役立つお知らせなどをご登録いただいたメール
アドレスにお送りする予定です。 普段ご利用になるメールアドレスをご登録くだ
さい。



ID管理に関するご注意
～安全に個人情報を取り扱うために～

「スタディサプリ for Marketing」は、高校生の個人情報を取り扱うシステムです。個人情報を保護するた
めに、お客様各位で以下の注意をお読みいただき、確実なID管理を徹底してください。

◼メイン利用者（IDを発行可能な利用者）へのお願い

⚫ 第三者へIDを発行する際のご注意

お客様以外の第三者（資料発送代行業者など、お客様の業務委託先）へIDを発行する場合、第三者への
委託業務の範囲内で必要な操作権限のみを付与してください。また、利用者権限の区分は「利用者」を
設定してください。

⚫ 操作権限、および「利用者」の設定については、「2-4 担当者情報を管理する」を参照してくださ
い。

なお、「利用者」は、操作権限に関わらず、過去の資料請求者などの個人情報をすべて「閲覧可能」で
す。委託業務の範囲を超える「閲覧」をしないよう、第三者に徹底してください。

⚫ 利用者の変更や退職などが発生した場合

利用者の変更や退職などが発生し、当該利用者が「スタディサプリ for Marketing」を利用しなくなっ
た場合、速やかにIDを削除してください。

また、業務委託先を変更した場合は、変更前の業務委託先に付与していたIDを速やかに削除してくださ
い。

不要なIDを放置すると、業務に関わらない人が個人情報を閲覧できる状態のままとなり、情報漏えいの
原因となります。不要なIDは必ず、速やかに削除してください。

◼利用者（IDをお持ちの方）全員へのお願い

⚫ IDとパスワードを譲渡および貸与しないでください

IDを持たない人に、IDとパスワードを譲渡および貸与しないでください。IDを持たない人が「スタディ
サプリ for Marketing」を利用する場合は、必ず「メイン利用者」にIDの発行を依頼してください。

⚫ IDとパスワードが記載された資料は厳重に管理してください

IDシートなど、IDとパスワードが記載された資料は、他の人に見られないよう、厳重に管理してくださ
い。

⚫ IDとパスワードが記載された資料を紛失した場合、速やかに申告してください

IDシートなど、IDとパスワードが記載された資料を紛失した場合、速やかに「メイン利用者」に申告し
てください。

「メイン利用者」は、紛失した資料に記載されているIDを速やかに削除し、新たなIDを発行してくださ
い。

2-28



3-1 原稿入稿システムとは

3-2 学校からのお知らせとは

3-3 学校からのお知らせを入稿する

スタディサプリ進路に表示される学校からのお知らせの内容を登録・
掲載停止します。

第3章

原稿入稿システム

学校からのお知らせ入稿
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第3章 学校からのお知らせ入稿

3-1 原稿入稿システムとは
原稿入稿システムとは、スタディサプリ進路の［学校トップ］画面に掲載する「学校からのメッセージ」
（学校からのお知らせ）、オープンキャンパスなどのイベント情報などの原稿をお客様が入力するシステム
です。

サイドナビゲーションメニューの［原稿入稿］をクリックすると、原稿入稿システムのトップ画面が表示さ
れます。

原稿入稿システムに初めてログインする場合、スタディサプリ for Marketing の ID/パスワードでログイン
が可能です。

ログインできない場合

ログインできない場合はお客様サポートセンターにお問合せください



3-1 原稿入稿システムとは

3-3

◆ 原稿入稿システムのサイドナビゲーションメニュー

原稿入稿システムのトップ画面以外の画面にはサイドナビゲーションメニューがあります。

サイドナビゲーションメニューとは画面の左側に表示されている項目の一覧のことです。サイドナビゲー
ションメニューの項目をクリックすると、それぞれの操作の画面に移動できます。

各機能の使い方は下記、マニュアルに説明があります

「第4章 イベント入稿」（4-1 ページ）

「第6章 OCストーリーズ」（6-1 ページ）

「3-3 学校からのお知らせを入稿する」（3-5 ページ）

「第5章 在校生・卒業生・先生紹介入稿原稿」（5-1 ページ）

「第8章 学校ページ設定」（8-1 ページ）

連続して複数の操作をする場合、原稿入稿システムのトップ画面に戻らずに、次のメニューへ移動
することができます。

サイドナビゲーションメニューの使い方
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第3章 学校からのお知らせ入稿

3-2 学校からのお知らせとは
「学校からのお知らせ」を登録すると、スタディサプリ進路に学校からのメッセージとして掲載されます。
スタディサプリ進路に表示される画面は、次のとおりです。

高校生は、更新される頻度が高い
ほど新鮮なイメージを持ちます。
短いサイクル（少なくとも2～4 週
間に1 回）で更新することをおす
すめします。

学校からのメッセージには
更新日が記載されます。

スマホ画面

学校からのメッセージ

（お知らせ）

原稿入稿システムで学校からのお知らせを入稿する画面は、次のとおりです。

本文を入力します

● 23:59までに入稿いただいた原稿は翌朝掲載されます。
●掲載を停止する場合、23:59までに操作を行った原稿は翌朝掲載停止されます。

原稿掲載および掲載停止のタイミングについて



3-3 学校からのお知らせを入稿する

3-5

3-3 学校からのお知らせを入稿する

2. ［学校からのお知らせ編集］を
クリックします。

3. ［新規お知らせを作成］をク
リックします。

［新規お知らせを作成］画面が
表示されます。

1. サイドナビゲーションメニューの［原稿入稿］をクリックします。

3-3-1. 学校からのお知らせを新規作成する
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第3章 学校からのお知らせ入稿

1. お知らせを入力します。

入稿可能な文字数は

全角２００文字（半角４００文字）で
す。

［入稿予約］をクリックします。

テキストでの入稿が可能です。

URLの入力は可能ですがリンクにはな
りません

［学校からのお知らせ］画面に
戻り、「更新しました。」と表
示されます。入力したお知らせ
が表示されています。

「掲載待ち」になっていれば、
翌日進路ネットに反映されます。

入力した説明文にNGワードが含まれる場合は、入力欄の左下に「NGワードが含まれています」と
表示されます。このまま［この内容で入稿］をクリックすると、「NGワードが含まれている可能性
があります。このまま設定しますか？」というアラートメッセージが表示されます。［OK］をク
リックするとそのまま設定、［キャンセル］をクリックすると［新規お知らせを作成］画面に戻り
ます。必要な修正を行い、再度［この内容で入稿］をクリックしてください。

NGワードの注意喚起アラート

23:59までに入稿いただいた原稿は翌朝掲載されます。原稿掲載後、内容を確認し、入稿規定に違
反している入稿があった場合や、カスタマーまたは第三者よりクレームなどがあった場合は、非掲
載対応の上、弊社にご登録いただいているお問い合わせ先にご連絡をさせていただく場合がござい
ます。あらかじめご了承ください。

原稿掲載および内容確認について



2. ［学校からのお知らせ編集］を
クリックします。

［学校からのお知らせ］画面が
表示されます。

3-3 学校からのお知らせを入稿する

3-3-2. 掲載中/掲載済のお知らせを編集する

3-7

1. サイドナビゲーションメニューの［原稿入稿］をクリックします。

3. ［再編集］をクリックします。

［新規お知らせを作成］画面が
表示されます。

直近の履歴には５件まで記事が表示されます。
実際に掲載できる記事は１件です。

学校からのお知らせの履歴について
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第3章 学校からのお知らせ入稿

4. 必要に応じて修正します。

5. ［入稿予約］をクリックします。

［学校からのお知らせ］画面に
戻り、「更新しました。」と表
示されます。編集したお知らせ
が表示されています。



3-3 学校からのお知らせを入稿する

3-9

［学校からのお知らせ］画面に
戻り、「掲載中のメッセージを
掲載停止待ちにしました。掲載
停止が反映されるのは翌日とな
ります。」と表示されます。

3. ［OK］ボタンをクリックします。

直近の履歴には、5件まで表示さ
れます。

履歴の掲載件数

掲載停止のタイミング

23:59までに操作を行った原稿は翌朝掲載停止されます。
また、掲載停止とした記事は削除が可能です。

3-3-3. 学校からのお知らせの掲載を停止する

1. 3-7ページ操作1-2の手順で［学
校からのお知らせ］画面を表示
します。

2. ［掲載停止］をクリックします。

「このメッセージを掲載停止し
てもよろしいですか？」と表示
されます。



4-1 イベントとは

4-2 イベントを入稿する

4-3 イベントを編集する

4-4 登録済のイベント記事を流用する

4-5 ゲストIDでイベントを入稿する

4-6 ゲストが入稿した記事を承認する

4-7 イベントを掲載停止・削除する

スタディサプリ進路・スタディサプリ for SCHOOLに掲載するイベン
トを作成し、入稿します。

第4章

原稿入稿システム

イベント入稿



「イベント」とは、スタディサプリ進路・スタディサプリ for SCHOOLに「オープンキャンパス情報」とし
て掲載される、オープンキャンパス・相談会・見学会などの総称です。

第4章 イベント入稿

4-1 イベントとは

スタディサプリ進路 画面イメージ（パソコン画面） 同（スマホ画面）

●開催日時： サイトを見たその日以降の開催日時が表示されます。
パソコン画面では開催日時が6件以上ある場合は、［日程を全部見る］が表示されま
す。
日程が過ぎると「過去のイベント一覧」として表示されます。

●このオープンキャンパスに参加する：
予約を受け付けた場合のみ表示されます。

●MAP： 開催場所の地図が表示されます。

4-2

●イベントは掲載予定日を指定して入稿することもできます。
●日付指定をしない場合、23:59までに入稿いただいた原稿が翌朝掲載されます。
●掲載予定日を指定した場合は、指定した日に掲載されます。
●掲載を停止する場合、23:59までに操作を行った原稿は翌朝掲載停止されます。
●掲載停止は翌日反映となっていますが、定員設定をしているイベントの場合、スタディサプリ進
路・スタディサプリ for SCHOOLからの参加申し込みが定員に達したタイミングで、予約停止とな
り即時で予約不可となります。

イベント掲載および掲載停止のタイミングについて
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イベントの情報を作成する画面は、次のとおりです。
イベント概要

①イベント名

②イベントの種類

「オープンキャンパス」

「オンライン開催イベント」

「イベント」

「体験実習」

「見学会」

「模擬授業」

「相談会」

③事前の予約

④開催日時

⑤開催場所

⑥対象学部・学科・コース

⑦イベント内容

⑧イメージ画像

⑨送迎バスの事前予約

※「オンライン開催イベント」選択時は
開催場所と送迎バスの設定が非活性にな
ります

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

⑫

⑬

⑭

イベントへのお問い合わせ先

⑩お問い合わせ先

⑪電話番号

⑫メールアドレス

予約フォームの備考欄に記載

する文言指定

⑬備考文言

⑮
掲載予定日

⑮掲載予定日

予約完了メール設置項目

⑭予約者へのメッセージ
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4-2 イベントを入稿する
操作は、次のステップで進みます。

1. サイドナビゲーションメニューの［原稿入稿］をクリックします。

2. ［イベント］の［新規イベント
を追加］をクリックします。

または、「イベント追加／編
集」から開いた画面で、「新規
イベント作成」をクリックしま
す。

イベント一覧の並び替えについて

1. ［更新日順］をクリック
します。

2. 任意の順番で並び替え出
来ます。

※スタディサプリ進路、及びスタ
ディサプリfor SCHOOLの表示順に
は反映されません
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3. イベント名を入力します。

4. イベントの種類をプルダウンで
選択します。

5. 事前の予約を選択します。

6. 申込み受付時の条件を選択しま
す。

●［任意］を選択した場合
［参加者の名前、高校名、学年、電話番号を申込み時に取得する（推奨）］かどうか選択します。
スタディサプリ進路には「予約不要」と表示されます。

●［必須（予約した人のみ入場可）］を選択した場合
［「スタディサプリ進路」で予約を受け付ける］かどうか選択します。
スタディサプリ進路には「要予約」と表示されます。
［「スタディサプリ進路」で予約を受け付ける］をオンにした場合は、スタディサプリ進路に
フォームが表示され、予約を受け付けられるようになります。
オフにした場合は、［申し込み方法］欄が表示されますので、申込方法を入力してください。

［事前の予約］の入力とスタディサプリ進路の表示について

7. 開催日時、開催場所、対象学
部・学科・コース、イベント内
容を入力します。

※「オンライン開催イベント」選
択時は開催場所の設定が非活性に
なります
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［カレンダーから日時を選択］をクリックすると、［開催日時の設定］画面が表示され、カレンダー
が表示されます。（1年先まで選択可能）

開催日時の選択

1. 日付をクリックします。

開催日をクリックすると、時間を指定する欄が表示されます。表示される項目は、［事前の予約］で
［必須］［任意］のどちらを選択したかによって異なります。

●［事前の予約］で［必須］を選択した場合
開催日をクリックすると、開催時間・定員数・受付締切日を指定する欄が表示されますので、それ
ぞれの内容を指定します。開催時間が複数ある場合は、［さらに時間を追加］をクリックし指定し
てください。

開催日時を複数選択するときは、別の日付をクリックし、さらに指定してください。直前
に指定した時間などがコピーされて表示されます。

2. 開催時間・定員数・受付
締切日を入力します。

3. ［設定する］をクリック
します。
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●［事前の予約］で［任意］を選択した場合
開催日をクリックすると、開催時間を指定する欄が表示されますので、時間を指定します。
開催時間が複数ある場合は、［さらに時間を追加］をクリックし、時間を指定してください。
開催日時を複数選択するときは、別の日付をクリックし、さらに指定してください。直前に指定し
た時間がコピーされて表示されます。

2. 開催時間を入力します。

［キャンパス一覧から選択］をクリックすると、［キャンパス一覧から選択］画面が表示されます。

開催場所の選択（「オンライン開催イベント」選択時は開催場所の設定が非活性になります）

一覧でキャンパスをクリックすると、［キャンパス一覧から選択］画面が閉じ、［開催場所］欄に住
所が表示されます。［キャンパス一覧から選択］画面を使わず、直接住所を入力することもできます。
また、［地図を開いて確認］をクリックすると、開催場所の地図と地図情報（緯度、経度等）が表示
されます。 [キャンパス名]は任意、[住所]は必須項目です。

3. ［設定する］をクリック
します。
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［学部・学科・コースを選択］をクリックすると、［学部・学科・コースを選択］画面が表示され
ます。

対象学部・学科・コースの選択

1. 学部・学科・コースを選択しま
す。（複数選択可）

2. ［選択］をクリックします。

［学部・学科・コースを選択］
画面が閉じ、［対象学部・学
科・コース］欄に選択した学
部・学科・コース名が表示され
ます。

8. イメージ画像の［画像を追加］
をクリックします。

［画像の追加方法を選択］画面
が表示されます。

※ アップロード可能な画像形式は、
JPEG、GIF、PNGです。

※ アップロード可能な画像サイズは
640〜8000pxです。

9. 写真の追加方法を選択します。

写真を追加するには、次の方法があります。

●パソコンからアップロード

●Instagramの写真

●アップロード済みの写真

ここでは、それぞれの方法について、操作手順を説明します。
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［パソコンからアップロード］を
クリックします。

●パソコンからアップロードする場合

写真のファイルを選択し

［開く(O)］ボタンをクリックします。

［Instagramの写真］をクリックし
ます。

●Instagramの写真から選択する場合

Instagramの写真URLを入力、または
［Instagram連携］をクリックして画面の指
示に従って写真を選択し、

［選択する］をクリックします。

9. 写真の追加方法を選択します。（つづき）

●アップロード済みの写真から選択する場合

［アップロード済みの写真］をク
リックします。

写真を選択し、

［選択する］をクリックします。

●入稿可能なデータの形式は、JPEG、GIF、PNG形式です。
●入稿可能なサイズは、縦横640〜8,000pxです。
●正方形以外の写真を入稿した場合は、自動的にセンターあわせ・長辺あわせでトリミン

グされ、正方形で掲載されます。

写真の種類とサイズ、形
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10.［送迎バスの事前予約］をク
リックします。

※「オンライン開催イベント」
選択時は表示されません

11.送迎バスを設定する日付を確認
します。

12.便名、出発時刻、帰着時刻、集
合場所、定員、受付締切日を入力し
ます。

13.［設定する］をクリックします。

4-2 イベントを入稿する
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14.お問い合わせ先、電話番号、
メールアドレスを入力します。

※フリーダイヤルの場合は左から
4桁-2桁-4桁でご入力ください

15.備考文言を入力します。

※スタディサプリ進路で予約を受け
付ける場合のみ、予約フォームの
枠下部に表示されます。

16.予約完了者へのメッセージを入
力します。

※予約完了時に自動で予約者へ送信
されるメールに、学校からのメッ
セージとして表示されます。

17.掲載予定日を［翌日掲載］［日
付を指定］から選択します。

［日付を指定］を選択した場合
は、表示されたカレンダーで掲
載予定日をクリックし、［設定
する］をクリックします。

第4章 イベント入稿

18.［入稿予約］をクリックします。

［イベントの追加/編集］画面
が表示され、「イベントを入稿
しました。」と表示されます。

イベントの下書き保存

●イベントを登録しないで、作成内容を保存する場合は、［下書き保存］をクリックします。
●作成の途中で保存したイベントは、あとで修正し、登録することができます。
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［掲載予定日］で［翌日掲載］ を選択し、23:59までに入稿いただいた原稿は翌朝掲載されます。
［日付を指定］で掲載予定日を指定した場合は、指定した日に掲載されます。
原稿掲載後、内容を確認し、入稿規定に違反している入稿があった場合や、カスタマーまたは第三者
よりクレームなどがあった場合は、非掲載対応の上、弊社にご登録いただいているお問い合わせ先に
ご連絡をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

原稿掲載および内容確認について

NGワードの注意喚起アラート

入力した説明文にNGワードが含まれる場合は、入力欄の左下に「NGワードが含まれています」と表
示されます。このまま［この内容で入稿］をクリックすると、「NGワードが含まれている可能性が
あります。このまま設定しますか？」というアラートメッセージが表示されます。［OK］をクリッ
クするとそのまま設定、［キャンセル］をクリックすると［新規イベントを作成］画面に戻ります。
必要な修正を行い、再度［この内容で入稿］をクリックしてください。

予約完了メール設定項目について

予約完了メール設定項目で入力した内容は、自動で送付される予約完了メールに「学校からのメッ
セージ」として表示されます。（入稿文字数の制限は400字です。）

≪ 予約完了メール設定項目の活用事例 ≫
・ 募集管理システムで発行した予約受付のリンク添付
・ 当日の持ち物についての広報
・ 台風などの天災時の対応についての注意事項の記載
・ 学校の紹介動画のリンク添付 等

●プレビュー表示
必須項目を全て設定し、予約者へのメッセージを
入力すると、プレビューボタンが表示され、プレ
ビューを見ることができます。

●既にイベントを予約しているカスタマーにメッセージを再送したい場合
既存のイベントに予約者へのメッセージを追記しても、すでに予約済みで予約完了メールが送ら
れているカスタマーには、再送信されません。
既に予約しているカスタマーにお知らせしたいことがある場合は、メッセージ送信機能等
をご活用の上メッセージをお送りください。

●送信内容の履歴を確認したい場合
［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面でダウンロード（「18-1 個人情報を検索する」を
参照）すると、掲載中イベントにおいて、予約者へのメッセージを複数回編集した場合も、誰に
どのメッセージを送ったかを確認できます。

●予約完了メールが送信されない場合
「事前の予約欄」において、[「必須」を選択かつ「「スタディサプリ進路」で予約を受け付け
る」のチェックを入れない]あるいは、[「任意」を選択かつ「参加者の名前、高校名、学年、電話
番号を申込み時に取得する（推奨））」にチェックを入れない]といった場合においては、入稿枠
自体が表示されず、予約完了メールも送信されません。
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2. ［イベント追加/編集］をクリッ
クします。

［イベントの追加/編集］画面が
表示されます。

3. 編集するイベントの［確認/編
集］をクリックします。

［イベントの追加/編集］画面には、作成済みのイベントの一覧が表示されます。それぞれのイベン
トの左上には「掲載中」などのステータスが表示されています。ステータスによって、イベントを編
集できる場合とできない場合があります。

イベントのステータス

ステータス 内容 編集

下書き 作成中や修正中に「下書き保存」した状態です。 可

掲載待ち

作成、修正後、入稿し、掲載を待っている状態です。
操作した当日中は編集可能ですが、翌日の午前0時を過
ぎると編集不可となり、ステータスが「掲載処理中」
に変わります。

可

掲載中 掲載中の状態です。 可

掲載停止待ち

掲載停止処理を行い、反映を待っている状態です。
操作した当日中は編集可能ですが、翌日の午前0時を過
ぎると編集不可となり、ステータスが「掲載停止処理
中」に変わります。

可

掲載停止 掲載停止の状態です。 不可

4-3. イベントを編集する
1. サイドナビゲーションメニューの［原稿入稿］をクリックします。
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4. 必要に応じて修正します。

5. ［この内容で更新］をクリック
します。

4-2 イベントを編集する
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●［開催日時］欄で［開催日時を変更］をクリックすると、［開催日時を設定］画面が表示されます。
開催日時部分の表示は、掲載状態と作業日の日付によって異なります。（下図参照）
また、[事前の申込み受付]で[任意]を選択した場合は
定員数と受付締切日は表示されません。

●未掲載または掲載予約中の日程
開催日の変更→カレンダーで日付の選択を変更します
開催時間・定員数・受付締切日の変更
→各項目を変更します
開催時間（・定員数・受付締切日）の削除
→[×]をクリック

●掲載済かつ開催前
開催日の変更→カレンダーで日付の選択を変更します
開催時間・定員数・受付締切日の変更
→各項目を変更します
開催時間（・定員数・受付締切日）の削除
→[削除]をクリック ※

※既に予約が入っている場合、
受付締切日プルダウンの表示が「受付締切」になります。
変更は即時でリクルートメディアに反映され、
予約受付が締め切られます。

※一度「受付締切」になった開催日時について、
受付締切日を再度変更することも可能です。
その場合、リクルートメディアへの反映は翌日になります。
また、掲載されるまで[削除]ボタンは表示されません。

●掲載済かつ開催済（作業日の前日までの開催）
変更・削除できません

●削除したい開催日時に送迎バスの設定がある場合は、先に送迎バス設定の削除を行ってください。
（次ページ参照）

開催日時・受付締切日の変更・削除と受付の停止

第4章 イベント入稿

既に予約者がいる場合に開催日時の変更をすると、[オープンキャンパス管理]の各画面から参
加者リストが見られなくなります。
変更の前に、オープンキャンパス管理画面から予約者の有無をご確認ください。
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写真を削除する場合は、削除する写真をポイント（マウスポインタを写真の上に移動）し、［画像を
削除］をクリックしてください。

写真の削除

送迎バス設定を変更・削除する場合は、[送迎バスの変更]をクリックします。

●変更の場合
日付左のチェックボックスをチェックした状態で、
各欄の内容を変更し、[設定する]ボタンをクリック

●削除の場合
日付左のチェックボックスのチェックを外し、
[設定する]ボタンをクリック

バス設定の変更・削除
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4-4. 登録済のイベント記事を流用する

登録済みのイベントを流用して、新しいイベントを作成します。

同じテーマや一連のシリーズでオープンキャンパスを開催する場合など、同じような内容のイベントを複数
掲載したいときには、登録済みの情報を流用する方が便利です。

1. 4-13ページ操作1～2の手順で
［イベントの追加/編集］画面
を表示します。

2. 流用するイベントの［複製］を
クリックすることで流用できま
す。

イベント内容の確認/編集画面から
［複製して新規作成］をクリックす
ることでも流用できます。

ここからの操作は「4-2 イベントを入稿する」の操作3をご参照ください。

4-4. 登録済のイベント記事を流用する

●掲載中または未来日の日程：開催日時・バス送迎の設定が引き継がれます
●既に開催が終了している日程：開催日時・バス送迎の設定は引き継がれません

開催日時・バス送迎の引継ぎについて

「4-2 イベントを入稿する」の操作3（4-5ページ）

参考
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2. ［イベント追加/編集］をクリッ
クします。

3. ［新規イベントを追加］をク
リックします。

４-5 ゲストIDでイベントを入稿する
管理者以外の方が、イベントの記事を作成し登録する場合は、ゲストIDを使用して入稿します。

1. 「ゲストログイン画面のURL」「ゲストログインID」「パスワード」を使用してログインします。

「ゲストログイン画面のURL」「ゲストログインID」「パスワード」は、管理者から受け取ってくだ
さい。

ゲストIDについては、第2章「本システムを利用する前に」の「2-6 ゲストIDを発行する」を
参照してください。

参考
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4. 新規イベントを作成します。

［イベントの追加/編集］画面に
戻り、「イベントを入稿しまし
た。」と表示されます。

ゲストIDではすぐに投稿はできま
せん。管理者に承認を依頼し、管
理者が承認した後、掲載されます。

作成方法は、「4-2 イベントを入
稿する」を参照してください。

４-5 ゲストIDでイベントを入稿する

5. ［承認依頼］をクリックします。
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2. ［確認/編集］をクリックします。

［イベント内容の確認/編集］画
面が表示されます。

3. イベントの内容を確認します。

4. 掲載予定日を［翌日掲載］［日
付を指定］から選択します。

［日付を指定］を選択した場合
は、表示されたカレンダーで掲
載予定日をクリックし、［設定
する］をクリックします。

5. ［承認して入稿予約］をクリッ
クします。

［イベントの追加/編集］画面に
戻り、「イベントを入稿しまし
た。」と表示されます。

ゲストが記事を入稿し承認を申請してきたら、管理者が内容を確認して承認します。

［差し戻す］をクリックすると、入稿したゲストに記事が差し戻されます。

承認しないとき

1. 4-13ページ操作1～2の手順で
［イベント追加/編集］画面を表
示します。

4-6 ゲストが入稿した記事を承認する
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4-7 イベントを掲載停止・削除する

4-7-1. イベントの掲載を停止する

2. ［イベント追加/編集］をクリッ
クします。

3. 掲載を停止するイベントの［確
認/編集］をクリックします。

1. サイドナビゲーションメニューの［原稿入稿］をクリックします。

4-7 イベントを掲載停止・削除する
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［イベントの追加/編集］画面
に戻り、「掲載中のイベントを
掲載停止待ちにしました。掲載
停止が反映されるのは翌日とな
ります。」と表示されます。

4. ［掲載停止予約］をクリックし
ます。

掲載停止のタイミング

23:59までに操作を行った原稿は翌朝掲載停止されます。

第4章 イベント入稿

掲載を停止したイベントは、スタ
ディサプリ for Marketing上には
残ります。

掲載を停止したイベント
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4-7-2. イベントを削除する

2. 削除するイベントの［確認/編
集］をクリックします。

3. ［削除］をクリックします。

「掲載内容を削除してよろしい
ですか？」と表示されます。

1. 4-13ページ操作1～2の手順で
［イベントの追加/編集］画面
を表示します。

イベントが削除できない場合

掲載中の場合は、イベントは削除できません。掲載を停止してから削除してください。

4-7 イベントを掲載停止・削除する

4. ［OK］ボタンをクリックしま
す。

［イベントの追加/編集］画面
に戻り、「イベントを削除しま
した。」と表示されます。



5-1 在校生・卒業生・先生紹介とは

5-2 在校生・卒業生・先生紹介を入稿する

5-3 記事を編集する

5-4 登録済の記事を流用する

5-5 ゲストIDで入稿する

5-6 ゲストが入稿した記事を承認する

5-7 記事を掲載停止・削除する

スタディサプリ進路に表示される在校生・卒業生・先生紹介の内容を
登録・削除します。

第5章

原稿入稿システム

在校生・卒業生・先生紹介入稿



「在校生・卒業生・先生紹介」とはスタディサプリ進路に掲載される、「在校生レポート」「卒業後のキャ
リア」「先生・教授」の総称です。

スタディサプリ進路に表示される画面は、次のとおりです。

5-2

第5章 在校生・卒業生・先生紹介入稿原稿

5-1在校生・卒業生・先生紹介とは

スタディサプリ進路 画面イメージ（パソコン画面） 同（スマホ画面）

入稿条件について

「在校生レポート」「卒業後のキャリア」「先生・教授」それぞれで、参画している学部・学科・
コースにのみ入稿できます。また、上記のリクルート原稿が掲載されていなければ掲載できません。
未参画や掲載停止中の場合は利用できませんので、ご了承ください。

掲載箇所について

「在校生レポート」「卒業後のキャリア」「先生・教授」のそれぞれのページと対象の学部・学科・
コース詳細ページを購入している場合は該当詳細ページにも掲載されます。

在校生・卒業生・先生紹介は、入稿したタイミングで掲載されます。

原稿掲載のタイミングについて
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5-1 在校生・卒業生・先生紹介入稿原稿とは

在校生・卒業生・先生紹介の記事を入稿する画面は、次のとおりです。
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第5章 在校生・卒業生・先生紹介入稿原稿

5-2 在校生・卒業生・先生紹介を入稿する
操作は、次のステップで進みます。

2. ［在校生・卒業生・先生紹介］
の［新規記事を追加］をクリッ
クします。

または、「在校生・卒業生・先
生紹介の追加／編集」から開い
た画面で、「新規記事を追加」
をクリックします

1. サイドナビゲーションメニューの［原稿入稿］をクリックします。
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4. 学部・学科・コース、タイトル、
本文を入力します。

3. 種別を次の中から選択します。

「在校生レポート」

「卒業生の紹介」

「先生の紹介」

画面の下部に、選択した種別に
応じた入力項目が表示されます。

5-2 在校生・卒業生・先生紹介を入稿する

［学部・学科・コースを選択］をクリックすると、選択画面が表示されます。

学部・学科・コースの選択 について

1. 学部・学科・コースを選
択します。

ここでは、「在校生レポート」「卒業後のキャリア」「先生・教授」にそれぞれ参画している学部・
学科・コースしか選択できません。また、上記のリクルート原稿が掲載されていなければ掲載できま
せん。
未参画や掲載停止中の場合は利用できませんので、ご了承ください。
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第5章 在校生・卒業生・先生紹介入稿原稿

5. メイン画像の［画像を追加］を
クリックします。

6. 写真の追加方法を選択します。

写真を追加するには、次の方法があります。

●パソコンからアップロード

●Instagramの写真

●アップロード済みの写真

ここでは、それぞれの方法について、操作手順を説明します。
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第5章 在校生・卒業生・先生紹介入稿原稿

［パソコンからアップロード］を
クリックします。

写真のファイルを選択し

［開く(O)］ボタンをクリックします。

［Instagramの写真］をクリックし
ます。

●Instagramの写真から選択する場合

Instagramの写真URLを入力、または
［Instagram連携］をクリックして画
面の指示に従って写真を選択し、

［選択する］をクリックします。

●アップロード済みの写真から選択する場合

［アップロード済みの写真］をク
リックします。

写真を選択し、

［選択する］をクリックします。

写真の種類とサイズ、形

6. 写真の追加方法を選択します。（つづき）

●入稿可能なデータの形式は、JPEG、GIF、PNG形式です。
●入稿可能なサイズは、縦横640～8,000pxです。
●正方形以外の写真を入稿した場合は、自動的にセンターあわせ・長辺あわせでトリミン
グされ、正方形で掲載されます。
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5-2 在校生・卒業生・先生紹介を入稿する

7. サブ画像、出身高校、名前、入学
年度を入力します。

［出身高校］欄に高校名の先頭
の文字（少なくとも1文字）を入
力すると、入力した文字が含ま
れる高校名の一覧が表示され、
その中から選択できます。
※ヒットしない場合はひらがな
でもお試しください

出身高校の入力

8. ［入稿］をクリックします。

種別で「先生の紹介」を選択した場合は、［出身高校］［入学年度］の欄は表示されません。

種別で「先生の紹介」を選択したときの入力項目

サブ画像には、画像だけでなく、動画をアップロードすることもできます。
（スタディサプリ進路のweb画面・アプリ両方で表示されます）
ただし、直接動画をアップロードすることはできません。動画をYouTubeかInstagramにアップロー
ドし、アカウント連携してください。

動画のアップロード

［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面に戻り、「入稿
しました。」と表示されます。
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第5章 在校生・卒業生・先生紹介入稿原稿

5-3. 記事を編集する

2. 編集する在校生・卒業生・先生紹
介をポイント（マウスポインタを写
真の上に移動）し、［確認/編集］を
クリックします。

［在校生・卒業生・先生紹介の追加/編集］画面には、作成済みの在校生・卒業生・先生紹介の一覧
が表示され、それぞれの画像の左下には「掲載中」などのステータスが表示されています。

在校生・卒業生・先生紹介のステータス

ステータス 説明

下書き保存 作成中や修正中に「下書き保存」した状態です。

承認待ち
作成、修正後、入稿し、掲載を待っている状態です。
原稿の確認、編集はできません。

掲載中 掲載中の状態です。

掲載停止 掲載停止の状態です。

1. 5-4ページ操作1～2の手順で［在校生・卒業生・先生紹介の追加/編集］画面を表示します。
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第5章 在校生・卒業生・先生紹介入稿原稿

4. 必要に応じて修正します。

5. ［入稿］をクリックします。

写真を削除する場合は、削除する
写真をポイント（マウスポインタ
を写真・動画の上に移動）し、
［画像を削除］をクリックしてく
ださい。

写真の削除

［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面に戻り、「入稿
しました。」と表示されます。
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5-4 登録済みの記事を流用する

5-4. 登録済みの記事を流用する
登録済みの在校生・卒業生・先生紹介の記事を流用して、新しい記事を作成します。

2. 流用する在校生・卒業生・先生
紹介をポイント（マウスポイン
タを写真の上に移動）し、［確
認/編集］をクリックします。

3. ［この内容をコピーして新規記
事を作成］をクリックします。

［新規記事を作成］画面が表示
されます。

1. 5-4ページ操作1～2の手順で
［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面を表示します。

ここからの操作は「5-2 在校生・卒業生・先生紹介を入稿する」の操作3（5-5ページ）以降とほぼ同じで
す。
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第5章 在校生・卒業生・先生紹介入稿原稿

2. ［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］をクリックします。

［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面が表示されます。

3. ［新規記事を追加］をクリック
します。

［新規記事を作成］画面が表示
されます。

5-5 ゲストIDで入稿する

1. 「ゲストログイン画面のURL」「ゲストログインID」「パスワード」を使用してログインします。

「ゲストログイン画面のURL」「ゲストログインID」「パスワード」は、管理者から受け取ってくだ
さい。

ゲストIDについては、第2章「本システムを利用する前に」の「2-6 ゲストIDを発行する」を
参照してください。

参照

4. 新規記事を作成します。

作成方法は、「5-2 在校生・卒
業生・先生紹介を入稿する」を
参照してください。

5. ［承認依頼］をクリックします。

［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面に戻り、「承認
依頼しました。」と表示されま
す。

ゲストIDではすぐに投稿はでき
ません。管理者が承認した後、
掲載されます。
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第5章 在校生・卒業生・先生紹介入稿原稿

2. ［確認/編集］をクリックします。

［記事の確認 /編集］画面が表
示されます。

3. 記事の内容を確認・修正します。

4. ［承認して入稿］をクリックし
ます。

［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面に戻り、「入稿
しました。」と表示されます。

ゲストが記事を入稿し承認を申請してきたら、管理者が内容を確認して承認します。

［差し戻す］をクリックすると、入稿したゲストに記事が差し戻されます。

承認しないとき

1. 5-12ページ操作1～2の手順で
［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面を表示します。

5-6 ゲストが入稿した記事を承認する
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5-7 記事を掲載停止・削除する

5-7 記事を掲載停止・削除する

5-7-1. 記事を掲載停止する

2. 掲載を停止する記事をポイント
（マウスポインタを写真の上に移
動）し、［確認/編集］をクリックし
ます。

1. 5-4ページ操作1～2の手順で［在校生・卒業生・先生紹介の追加/編集］画面を表示します。

［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面に戻り、「入稿
しました。」と表示されます。

3. ［掲載を停止］をクリックします。
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5-7 記事を掲載停止・削除する

5-7-2. 記事を削除する

2. 削除したい記事をポイント（マ
ウスポインタを写真の上に移
動）し、［確認/編集］をク
リックします。

3. ［削除］をクリックします。

［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面に戻り、「削除
しました。」と表示されます。



6-1 OCストーリーズとは

6-2 OC導線カセットを編集する

6-3 OCページを編集する

6-4 OCカメラ動画を投稿・編集する

OCストーリーズの機能を説明します。

OC導線カセットの編集方法、 OCページの編集方法、およびOCカメラ
動画の撮影・投稿・管理方法を説明します。

第6章

OCストーリーズ
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第6章 OCストーリーズ

6-1 OCストーリーズとは
OCストーリーズは、ご参画いただいた学部学科のオープンキャンパスの魅力を伝えるOCページを作成し、
OCページへのアクセスを促すための機能です。

OCストーリーズでできること

OC導線カセットの作成と編集 OCページへ誘導する導線カセットを作成します。
作成した導線カセットは、スタディサプリ進路の分野検索結
果一覧などに表示され、OCページへのアクセスを促します。

OCページ／学校OCページの
作成と編集

オープンキャンパスイベントを紹介するOCページを作成しま
す。イベントの概要のほか、イベントの流れやインタビュー
なども簡単に作成できます。

「OCカメラ」で撮影された
動画や静止画の投稿

専用カメラアプリ「OCカメラ」を使って、貴校のスタッフや
学生が撮影した動画や静止画を、OCページに投稿します。

OCカメラ
撮影・動画投稿

承認

管理者

スタッフ・学生

アクティベー
ションコード

動画公開

OCページ

OCカメラ／OCストーリーズ

OC導線カセット
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6-2 OC導線カセットを編集する

6-2 OC導線カセットを編集する
OC導線カセットは、スタディサプリ進路の分野検索結果一覧や貴校ページから、オープンキャンパスイベ
ントを紹介するOCページに誘導する導線です。

1. 原稿入稿システムのサイドナビゲーションメニュー［OCページ・OC導
線カセット］をクリックします。

2. OC導線カセットを編集する学校
または学部の［OC導線カセット
確認／編集］ボタンをクリック
します。

原稿入稿システムについては、「3-1 原稿入稿システムとは」を参照してく
ださい。

参照

［OCページ・OC導線カセット］画面が表示されます。
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第6章 OCストーリーズ

［OC導線カセットの編集］画面が表示されます。

掲載するカセットを選択

スタディサプリ進路に掲載するOC導線
カセットを選択します。

⚫ リクルート制作
リクルートが制作したOC導線カ
セットです。

⚫ お客様入稿
貴校が制作したOC導線カセットで
す。

カセットを編集する

［編集］ボタンをクリックして表示さ
れる［OC導線カセットの編集］画面で、
OC導線カセットを編集してください。

編集方法については、次ページを参照
してください。

カセットを新規作成する

［新規作成］ボタンをクリックして表
示される［OC導線カセットの編集］画
面で、OC導線カセットを作成してくだ
さい。

作成方法は、OC導線カセットの編集と
同じです。次ページを参照してくださ
い。
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6-2 OC導線カセットを編集する

3. ［OC導線カセットの編集］画面の各項目を編集します。

OC導線カセット

⚫ タイトル
OC導線カセットのタイトルを入力
します。

⚫ キャッチ
OC導線カセットのキャッチコピー
を入力します。

⚫ 開催地
開催地を入力します。

⚫ 開催日程
［開催日を設定］ボタンをクリック
して表示される［開催日程の設定］
画面でオープンキャンパスイベント
の開催日を選択し、［設定する］を
クリックします。

⚫ 画像
OC導線カセットに関連する画像を
アップロードします。［画像を追
加］ボタンをクリックし、画像を選
択してください。
すでに画像がアップロードされてい
る場合、画像にマウスカーソルを合
わせると［画像を削除］ボタンが表
示されます。［画像を削除］ボタ
ンをクリックすると、画像が削除さ
れます。

⚫ アップロード可能な画像サイズ
最小 W640px H640px
最大 W8000px H8000px 

4. 以下のどちらかの操作を実行します。

◼ 編集結果を保存する場合
［保存］ボタンをクリックします。

OC導線カセットの編集結果が保存され、［OC導線カセッ
トの編集］画面に戻ります。

◼ OC導線カセットを削除する場合
［削除］ボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されます。［OK］ボタンをクリッ
クするとOC導線カセットが削除され、［OC導線カセット
の編集］画面に戻ります。
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第6章 OCストーリーズ

6-3 OCページを編集する
OCページは、オープンキャンパスイベントの紹介ページです。

2. OCページを編集する学校または
学部の［OCページ確認／編集］
ボタンをクリックします。

1. 原稿入稿システムのサイドナビゲーションメニュー［OCページ・OC導
線カセット］をクリックします。

原稿入稿システムについては、「3-1 原稿入稿システムとは」を参照してく
ださい。

参照

［OCページ・OC導線カセット］画面が表示されます。

［OCページの編集］画面が表示されます。
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（次ページに続く）

開催地と日程

開催地と日程を追加・編集します。

［＋追加］ボタンをクリックすると、
開催地と日程を追加できます。
登録されている開催地と日程を編集す
る場合は、［編集］ボタンをクリック
します。編集方法については、「開催
地と日程を編集する」を参照してくだ
さい。

概要

概要を追加・編集します。

［＋追加］ボタンをクリックすると、
概要を追加できます。
登録されている概要を編集する場合は、
［編集］ボタンをクリックします。

編集方法については、「概要を編集す
る」を参照してください。

イベントの流れ

イベントの流れを追加・編集します。

［＋追加］ボタンをクリックすると、
イベントの流れを追加できます。

登録されているイベントの流れを編集
する場合は、［編集］ボタンをクリッ
クします。編集方法については、「イ
ベントの流れを編集する」を参照して
ください。

［プレビュー］ボタン

OCページのプレビュー画面を別ウィン
ドウに表示します。

インタビュー

インタビューを追加・編集します。

［＋追加］ボタンをクリックすると、
インタビューを追加できます。

登録されているインタビューを編集す
る場合は、［編集］ボタンをクリック
します。

編集方法については、「インタビュー
を編集する」を参照してください。

リクルートがOCページの制作を代行するオプションを利用されている場合、各項目に「リクルート制
作」が表示され、OCページの内容が表示されます。

参考
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（前ページからの続き）

その他

その他の情報を追加・編集します。

［＋追加］ボタンをクリックすると、
その他の情報を追加できます。

登録されているその他の情報を編集す
る場合は、［編集］ボタンをクリック
します。

編集方法については、「その他の情報
を編集する」を参照してください。

［プレビュー］ボタン

OCページのプレビュー画面を別ウィン
ドウに表示します。
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開催地と日程を編集する

① ［開催地と日程の編集］画面の各項目を編集します。

開催地
⚫ 開催地写真

開催地の写真をアップロードします。
［画像を追加］ボタンをクリックし、
画像を選択してください。

⚫ 開催地補足コメント
開催地についての補足事項を入力し
ます。

⚫ 開催地
開催地を入力します。

イベント
⚫ オープンキャンパスイベントのタイ

トルを入力します。
⚫ 対象学部学科名

オープンキャンパスイベントの対象
の学部や学科の名称を入力します。

⚫ 開催日程
［開催日を設定］ボタンをクリック
して表示される［開催日程の設定］
画面でオープンキャンパスイベント
の開催日を選択し、［設定する］を
クリックします。

⚫ 日時補足コメント
開催日時についての補足事項を入力
します。

クリックすると、イベントの掲載順を
入れ替えます。

［イベントを追加］ボタン
イベントを追加できます。

② ［一時保存］ボタンをクリックし
ます。
開催地と日程の編集結果が一時保
存され、［OCページの編集］画面
に戻ります。

※［掲載停止］ボタンをクリックする
と、OCページへの開催地と日程の
掲載を停止します。
新規作成の場合、ボタンは表示され
ません。
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概要を編集する

① ［概要の編集］画面の各項目を編集します。

メインカラム

メインカラムは、概要のメインの情報です。
⚫ 見出し

概要の見出しを入力します。
⚫ 画像

概要に関連する写真をアップロードしま
す。［画像を追加］ボタンをクリックし、
画像を選択してください。

⚫ 画像キャプション
画像のキャプションを入力します。

⚫ タイトル
概要のタイトルを入力します。

⚫ 本文
概要の本文を入力します。

サブカラム

サブカラムは、概要の補足情報です。
⚫ タイトル

概要の補足情報のタイトルを入力します。
⚫ 画像

概要の補足情報に関連する写真をアップ
ロードします。［画像を追加］ボタンを
クリックし、画像を選択してください。

⚫ 画像キャプション
画像のキャプションを入力します。

⚫ 本文
概要の補足情報の本文を入力します。

クリックすると、サブカラムの掲載順を入
れ替えます。

［サブカラムを追加］ボタン
サブカラムを追加できます。

② ［一時保存］ボタンをクリックします。

概要の編集結果が一時保存され、［OC
ページの編集］画面に戻ります。

※［掲載停止］ボタンをクリックすると、
OCページへの概要の掲載を停止します。
新規作成の場合、ボタンは表示されませ
ん。

［削除］ボタン
サブカラムが削除されます。
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イベントの流れを編集する

① ［イベントの流れの編集］画面の各項目を編集します。

見出し

⚫ 見出し
イベントの流れの見出しを入力しま
す。

カラム

カラムには、イベントの内容を1カラ
ムに1つずつ、順番に入力します。
⚫ タイトル

イベントの内容を示すタイトルを
入力します。
（タイトル例）
1つ目のカラム：学校説明会
2つ目のカラム：体験実習

⚫ 画像
関連する写真をアップロードしま
す。［画像を追加］ボタンをク
リックし、画像を選択してくださ
い。

⚫ 画像キャプション
画像のキャプションを入力します。

⚫ 本文
イベントの流れの説明を入力しま
す。

クリックすると、カラムの掲載順を入
れ替えます。

［カラムを追加］ボタン
カラムを追加できます。

② ［一時保存］ボタンをクリックし
ます。

イベントの流れの編集結果が一時
保存され、［OCページの編集］画
面に戻ります。

※［掲載停止］ボタンをクリックする
と、OCページへのイベントの流れ
の掲載を停止します。
新規作成の場合、ボタンは表示され
ません。

［削除］ボタン
クリックすると、カラムが削除されま
す。
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インタビューを編集する

① ［インタビューの編集］画面の各項目を編集します。

メインカラム

メインカラムは、インタビューのメインの情報で
す。
⚫ 見出し

インタビューの見出しを入力します。
⚫ 画像

インタビューに関連する写真をアップロードし
ます。［画像を追加］ボタンをクリックし、画
像を選択してください。

⚫ 画像キャプション
画像のキャプションを入力します。

⚫ タイトル
インタビューのタイトルを入力します。

⚫ 所属
インタビュー対象者の所属（学部・学科等）を
入力します。

⚫ 名前
インタビューの対象者の名前を入力します。

⚫ 本文
インタビューの本文を入力します。

サブカラム

サブカラムは、インタビューの補足情報です。
⚫ タイトル

インタビューの補足情報のタイトルを入力しま
す。

⚫ 画像
インタビューの補足情報に関連する写真をアッ
プロードします。［画像を追加］ボタンをク
リックし、画像を選択してください。

⚫ 画像キャプション
画像のキャプションを入力します。

⚫ 本文
補足情報の本文を入力します。

クリックすると、サブカラムの掲載順を入れ替え
ます。

［サブカラムを追加］ボタン
サブカラムを追加できます。

② ［一時保存］ボタンをクリックします。

インタビューの編集結果が一時保存され、
［OCページの編集］画面に戻ります。

※［掲載停止］ボタンをクリックすると、OCペー
ジへのインタビューの掲載を停止します。
新規作成の場合、ボタンは表示されません。

［削除］ボタン
クリックすると、サブカラムが削除されます。
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その他の情報を編集する

① ［その他の編集］画面の各項目を編集します。

メインカラム

メインカラムは、その他の情報の、メイン
の情報です。
⚫ 見出し

その他の情報の見出しを入力します。
⚫ タイトル

その他の情報のタイトルを入力します。
⚫ 画像

その他の情報に関連する写真をアップ
ロードします。［画像を追加］ボタンを
クリックし、画像を選択してください。

⚫ 画像キャプション
画像のキャプションを入力します。

⚫ 本文
その他の情報の本文を入力します。

サブカラム

サブカラムは、その他の情報の補足情報で
す。
⚫ タイトル

補足情報のタイトルを入力します。
⚫ 画像

補足情報に関連する写真をアップロード
します。［画像を追加］ボタンをクリッ
クし、画像を選択してください。

⚫ 画像キャプション
画像のキャプションを入力します。

⚫ 本文
補足情報の本文を入力します。

クリックすると、サブカラムの掲載順を入
れ替えます。

［サブカラムを追加］ボタン
サブカラムを追加できます。

② ［一時保存］ボタンをクリックします。

その他の情報の編集結果が一時保存され、
［OCページの編集］画面に戻ります。

※［掲載停止］ボタンをクリックすると、
OCページへのその他の情報の掲載を停
止します。
新規作成の場合、ボタンは表示されませ
ん。

［削除］ボタン
クリックすると、サブカラムが削除されま
す。



6-14

第6章 OCストーリーズ

3. OCページを編集後、以下のいずれかの操作を実行します。

ボタン 説明
新規追加の

場合
下書きの場合

掲載中原稿の
場合

下書き保存 OCページを下書きとして保存します。 〇 ー ー

一時保存
下書きや掲載中原稿の編集内容を一時
保存します。

ー 〇 〇

入稿 OCページを入稿します。 ー ー 〇

削除 OCページを削除します。 ー 〇 〇

掲載停止 OCページの掲載を停止します。 ー ー 〇

OCページの状態によって、表示されるボタンが異なります。以下の表を参照のうえ、操作を実行してくだ
さい。画面例は、掲載中原稿の場合です。

（凡例）〇：ボタンあり －：ボタンなし
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6-4 OCカメラ動画を投稿・編集する

アクティベーションコードは、OCカメラと貴校を紐付けるための認証コードです。

アクティベーションコードの作成、配布、および削除方法を説明します。

6-4-1 アクティベーションコードを管理する

3. ［新規コードを作成］ボタンを
クリックします。

［OCカメラアプリのアクティベー
ト］－［新規コード発行］画面が
表示されます。

1. 原稿入稿システムのサイドナビゲーションメニュー［OCカメラ動画］を
クリックします。

原稿入稿システムについては、「3-1 原稿入稿システムとは」を参照してく
ださい。

参照

2. ［アクティベーションコード一
覧］ボタンをクリックします。

［OCカメラアプリアクティベー
ション］－［アクティベーション
コード一覧］画面が表示されます。

4. アクティベーションコード配布
時のタイトルをテキストボック
スに入力し、［コードを生成す
る］ボタンをクリックします。

アクティベーションコードを作成する

アクティベーションコードの作成方法を説明します。

OCカメラ動画は、貴校のスタッフや学生が撮影して投稿します。スタッフや学生がOCカメラ動画を撮影す
るには、OCカメラという専用のアプリを使用します。

OCカメラ動画を投稿・編集をするための以下の操作を説明します。

⚫ OCカメラをアクティベーションするためのアクティベーションコードの管理
⚫ OCカメラインストールと設定、およびOCカメラ動画の撮影・編集・投稿
⚫ 投稿されたOCカメラ動画の管理
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［印刷用画面を表示］ボタンをク
リックすると、アクティベーショ
ンコードの印刷用画面が表示され
ます。印刷用画面の例を次ページ
に示します。

1. ［詳細］ボタンをクリックしま
す。

アクティベーションコードが表示
されます。

2. 表示されたアクティベーション
コードのQRコードを配布します。

アクティベーションコードが作成され、
［OCカメラアプリアクティベーショ
ン］－［アクティベーションコード一
覧］画面に戻ります。

アクティベーションコードを配布する
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アクティベーションコードの印刷用画面の例

印刷用画面を印刷し、OCカメラを利用する貴校の学生や担当者に配布してください。

アクティベーションコードの削除方法を説明します。

1. ［削除］ボタンをクリックしま
す。

確認のメッセージが表示されます。

2. ［OK］ボタンをクリックします。

アクティベーションコードが削除
されます。

アクティベーションコードを削除する
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6-4-2 OCカメラ動画を投稿する

OCカメラのインストール方法を説明します。

1. 配布されているアクティベー
ションコードに記載されている
OCカメラインストール用のQR
コードを、スマートフォンで読
み込みます。
ここでは例として、印刷したア
クティベーション情報に記載さ
れているQRコードを示します。

OCカメラのインストールページが
表示されます。

3. ［はじめる］ボタンをタップします。 4. ［ニックネーム］と［所属］を入力し、
［登録する］ボタンをクリックします。

2. 画面の指示に従って、OCカメラをインストールします。

インストールが完了すると、OCカメラが起動し、初期画面が表示されます。

［あなたのプロフィールを入力してくださ
い］画面が表示されます。 アクティベーションコードのQRコードを読み

取る画面が表示されます。

OCカメラをインストールする

iOS版とAndroid版で一部機能が異なります。ここではiOS版でご説明します。
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5. アクティベーションコードのQRコードを枠
内に映します。

7. ［OK］をタップします。

アクティベーションが完了し、プロフィール
を入力する画面が表示されます。

6. ［ニックネーム］と［所属］を編集し、
［登録する］ボタンをタップします。

プロフィールが登録され、カメラへのアクセ
スを求めるメッセージが表示されます。

※ アクティベーションできなかった場合
アクティベーションコードのQRコードを読
み取れなかった場合は、「まだQRコードを
もらっていない場合」をタップし、表示され
たメッセージで［OK］をタップしてくださ
い。

カメラへのアクセスを求めるメッセージが表
示されます。アクティベーションできなかった場合は、

右の「※アクティベーションできなかった場
合」を参照してください。

参考
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［あなただけのOCストーリーズを届けよ
う！］画面が表示されます。

次回以降の起動時は、OCカメラのアイコン
をタップしてください。［あなただけのOC
ストーリーズを届けよう！］画面が表示され
ます。

参考

OCカメラがアクティベーションされた後は、同じ学校の
他のユーザーが投稿したストーリーを参照できます。

参考



6-21

第6章 OCストーリーズ

OCカメラの以下の設定方法を説明します。

⚫ プロフィールを編集する

⚫ 利用規約・プライバシーポリシーを確認する

⚫ 学校を設定する

⚫ 登録情報をリセットする

OCカメラは、［あなただけのOCストーリーズを届けよう！］画面右上の をタップして表示される［設
定］画面で設定します。

1. ［設定］画面で［プロフィール編集］を
タップします。

2. ［ニックネーム］と［所属］を編集し、
［更新する］ボタンをタップします。

［あなたのプロフィールを入力してくださ
い］画面が表示されます。

プロフィールが更新され、［設定］画面に戻
ります。

OCカメラを設定する

◼ プロフィールを編集する
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1. ［設定］画面で［利用規約・プライバシー
ポリシー］をタップします。

2. 利用規約とプライバシーポリシーを確認し、
［完了］をタップします。

利用規約とプライバシーポリシーが表示さ
れます。

［設定］画面に戻ります。

1. ［設定］画面で［学校を設定する］をタッ
プします。

2. 「OCカメラをインストールする」の手順5.
と手順6.を実行します。

アクティベーションコードのQRコードを読
み取る画面が表示されます。

◼ 利用規約・プライバシーポリシーを確認する

◼ 学校を設定する
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動画と静止画を撮影する

1. ［設定］画面で［登録情報をリセットす
る］をタップします。

2. ［リセットする］をタップします。

確認のメッセージが表示されます。

登録情報がリセットされ、初回にOCカメラを
インストールした後に表示される初期画面が
表示されます。

3. 再びOCカメラを使用する場合は、「OC
カメラをインストールする」の手順3.以
降を実行します。

OCカメラで動画と静止画を撮影する方法を説明します。

動画と静止画は、［あなただけのOCストーリーズを届けよう！］画面の をタップして表示される撮影
画面で撮影します。

⚫ 「あなただけのOCストーリーズを届けよ
う！」画面に戻ります。

⚫ 下書きが保存されている場合は、下書きの
一覧が表示されます。

フラッシュを使用する場合
にタップします。

タップするごとに、前面カメラ
と背面カメラを切り替えます。

スマートフォンに保存されている動画
と静止画のサムネールを表示します。

撮影ボタンです。
動画または静止画を撮影する
ときに使用します。

◼ 登録情報をリセットする
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1. 撮影ボタンを長押しします。

撮影中は、撮影ボタンの円に沿って赤いゲー
ジが表示されます。

2. 撮影を止める場合は、撮影ボタンから指を
離します。

加工画面が表示されます。

長押しする

動画の加工については、「動画と静止画を加工する」を参照してください。

参照

1. 撮影ボタンをタップします。 静止画が撮影され、加工画面が表示されます。

タップする

静止画の加工については、「動画と静止画を加工する」を参照してください。

参照

◼ 動画を撮影する

◼ 静止画を撮影する



加工画面は、以下のいずれかを実行すると表示されます。

⚫ 動画や静止画を撮影

⚫ 撮影画面で をタップし、スマートフォンに保存されている静止画を選択

⚫ 撮影画面で をタップし、スマートフォンに保存されている動画を選択してトリミング

加工画面について、以下に説明します。
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OCカメラの加工画面で、動画と静止画に文字を追加できます。
また、保存した動画を読み込んだときに表示される動画編集画面で、動画をトリミング（動画の開始位置と
終了位置を変更）できます。

撮影画面に戻ります。

動画または静止画を保存し
ます。

動画の音声をミュートします。

動画と静止画に文字を追加します。
操作方法については、以下の「文字
を追加する」の説明を参照してくだ
さい。

加工を完了したらタップして投稿し
ます。動画と静止画の投稿について
は、「動画と静止画を投稿する」を
参照してください。

動画と静止画を加工する

1. 以下のどちらかを実行します。

⚫ 加工画面の右上の をタップする
⚫ 加工画面の任意の場所をタップする

2. ［文字色］をタップし、文字色をタップし
ます。また、［背景色］をタップして文字
の背景色をタップします。

画面をスライドすると、別の色パレットが表
示されます。

文字加工画面が表示され、色パレットと
キーボードが表示されます。

文字の追加方法について、以下に説明します。

任意の場所を
タップする

◼ 文字を追加する
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3. 文字を入力します。
背景色を指定した場合は、文字の背景に色
が表示されます。

5. 画面右上の をタップします。

文字が追加され、加工画面に戻ります。

4. 画面左上の をタップし、段落レイアウ
トを設定します。
タップするごとに右揃え→左揃え→中央揃
えが切り替わります。

文字を入力して加工画面に戻った場合、およ
び保存していた動画や静止画を読み込んだ場
合は、文字部分をタップしてから段落レイア
ウトを設定してください。

参考

6. 以下のどちらかの操作を実行します。

⚫ をタップして保存する
⚫ ［加工完了］をタップして投稿する

動画と静止画の投稿については、「動画と静
止画を投稿する」を参照してください。

参照



撮影画面で をタップし、スマートフォンに保存されている動画を読み込んだ場合、動画のトリミング画
面が表示されます。
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動画をトリミングします。

撮影画面に戻ります。
トリミングを完了した後、タップし
ます。加工画面が表示されます。

1. 左の黄色のバーをスライドし、動画の開始
位置を設定します。また、右の黄色のバー
をスライドし、動画の終了位置を設定しま
す。

2. 画面右下の をタップします。

加工画面が表示されます。

開始位置

動画を再生します。

終了位置

加工画面、および文字の追加については、前
述の「文字を追加する」を参照してください。

参照

◼ 動画をトリミングする

最短で1秒間、最長で30秒間トリミングできます。
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OCカメラで撮影した動画と静止画の投稿方法を説明します。また、投稿の下書きを保存し、編集してから
投稿する方法を説明します。

1. 加工画面で［加工完了］をタップします。

3. 学部・学科をタップし、［OK］をタップし
ます。

カテゴリを選択する画面が表示されます。

動画と静止画を投稿する

◼ 動画と静止画を投稿する

コメントを入力する画面が表示されます。

2. カテゴリを選択し、［完了］をタップしま
す。

学部・学科を選択する画面が表示されます。

4. コメントを入力し、［完了］をタップしま
す。

ストーリーを投稿する画面が表示されます。

［下書き保存］をタップすると、下書きとし
て保存できます。「■動画と静止画の投稿の
下書きを保存し、後日投稿する」を参照して
ください。

参照
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5. ［ストーリーを投稿する］ボタンをタップ
します。

ストーリーの投稿が開始されます。
投稿が完了すると、「あなたの学校のス
トーリー」画面が表示されます。

また、投稿したストーリーが［OCカメラ動
画の確認/承認］-［OCカメラ動画一覧］に
表示されます。

［OCカメラ動画の確認/承認］-［OCカメラ
動画一覧］については、「6-4-3 OCカメラ
動画を管理する」を参照してください。

参照

［下書き保存］をタップすると、下書きとし
て保存できます。「■動画と静止画の投稿の
下書きを保存し、後日投稿する」を参照して
ください。

参照
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1. 加工画面で［加工完了］をタップします。

下書きが保存され、「あなたのストー
リー」画面が表示されます。

3. 以下のどちらかの操作を実行します。

⚫ 下書きをタップし、改めて編集する

⚫ をタップして撮影画面を表示し、別の動
画や静止画を撮影する

手順5.以降を参照してください。

参照

「動画と静止画を撮影する」を参照してくだ
さい。

参照

◼ 動画と静止画の投稿の下書きを保存し、後日投稿する

カテゴリを選択する画面が表示されます。

2. ［下書きを保存］をタップします。



6-31

6-4 OCカメラ動画を投稿・編集する

4. 下書きを保存した後に別の操作を実行した
場合、以下のどちらかの操作で下書き一覧
を表示します。

⚫ OCカメラを終了し、改めて起動する
⚫ 撮影画面左上の をタップする

5. 「あなたのストーリー」画面で、編集する
下書きをタップします。

下書きの編集画面が表示されます。

6. 画面右上の［編集］をタップします。

⚫ ［×］をタップすると、「あなたのストー
リー」に戻ります。

⚫ をタップするとスマートフォンに動画または
静止画が保存されます。

操作メニューが表示されます。
加工画面が表示されます。

加工画面、および文字の追加については、前
述の「文字を追加する」を参照してください。

参照

7. ［編集・投稿］をタップします。

⚫ ［削除］をタップすると、下書きが削除されま
す。

⚫ ［キャンセル］をタップすると、下書きの編集
画面に戻ります。
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6-4-3 OCカメラ動画を管理する

OCカメラ動画は、原稿入稿システムのサイドナビゲーションメニュー［OCカメラ動画］をクリックして表
示される［OCカメラ動画の確認/承認］-［OCカメラ動画一覧］画面で管理します。

動画や静止画が入稿されていない
場合は、左記の画面が表示されま
す。［アクティベーションコード
一覧］ボタンをクリックし、
［OCカメラアプリアクティベー
ション］画面でアクティベーショ
ンコードを作成して、スタッフや
学生に動画や静止画の入稿を依頼
してください。
アクティベーションコードの作成
方法については、「6-4-1 アク
ティベーションコードを管理す
る」を参照してください。

参考

画面右上の［アクティベーションコード一覧］ボタンをクリックすると［OCカメラアプリアクティ
ベーション］画面が表示され、アクティベーションコードの管理操作ができます。アクティベーショ
ンコードの管理については、「6-4-1 アクティベーションコードを管理する」を参照してください。

参考

以下に、OCカメラ動画の検索、情報の編集、および承認／公開方法を説明します。また、OCカメラ動画の
公開停止と削除方法を説明します。
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他の学部・学科・コースのOCカメラ動
画を表示する場合、［学部・学科・
コースを選択］ボタンをクリックし、
［学部・学科・コースを選択］画面で
学部・学科・コースを選択します。

OCカメラ動画の一覧の表示順を選択し
ます。

⚫ 新着順
投稿日が新しいOCカメラ動画から
順番に表示されます。

⚫ 優先度順
優先度が高いOCカメラ動画から順
番に表示されます。

一覧に表示するOCカメラ動画のステー
タスにチェックを付けます。

2. ［情報を編集］ボタンをクリッ
クします。

［OCカメラ動画の編集］画面が表
示されます。

1. 「OCカメラ動画を検索する」を実行し、情報を編集するOCカメラ動画を検索します。

OCカメラ動画を検索する

OCカメラ動画の情報を編集する
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2. 各項目を設定します。

OCカメラ動画概要

⚫ 所属
撮影者の所属を入力します。

⚫ ニックネーム
撮影者のニックネームを入力します。

⚫ プロフィール写真
撮影者のプロフィール写真が表示さ
れます。

⚫ コメント
OCカメラ動画のコメントを入力し
ます。

⚫ 撮影日
［撮影日を設定］ボタンをクリック
して表示される［撮影日を設定］画
面で、撮影日を選択します。

⚫ カテゴリ
OCカメラ動画のカテゴリをドロッ
プダウンリストで選択します。

⚫ 優先表示
スタディサプリ進路に公開される表
出優先度をドロップダウンリストで
選択します。★が多いほど、上位に
表示されます。

公開先
⚫ 公開ページ

OCカメラ動画を公開するページに
チェックを付けます。

イベント画面への表示

⚫ OCカメラ動画を表示するイベントの一覧が表示されます。
⚫ ［追加］ボタン

［OCカメラ動画を表示するイベントを選択］画面が表示さ
れ、OCカメラ動画を表示するイベントを選択して追加でき
ます。

⚫ ［削除］ボタン
［削除］ボタンをクリックすると、イベントからOCカメラ
動画が削除されます。

OCカメラ動画を表示するイベントの選択と追加について
は、次ページの「OCカメラ動画を表示するイベントを選
択して追加する」を参照してください。

参照

3. ［保存］ボタンをクリックします。

OCカメラ動画の情報が保存され、
［OCカメラ］画面に戻ります。

⚫ ［承認／公開］ボタンをク
リックすると、OCカメラ動画
を承認して公開します。OCカ
メラ動画の承認／公開につい
ては、「OCカメラ動画を承認
／公開する」を参照してくだ
さい。

⚫ ［リジェクト］ボタンをク
リックすると、OCカメラ動画
を削除します。OCカメラ動画
の削除については、「OCカメ
ラ動画を削除する」を参照し
てください。

参照
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OCカメラ動画を表示するイベントを選択して追加する

OCカメラ動画の情報を編集する画面の「イベント画面への表示」で［追加］ボタンをクリックします。

［OCカメラ動画を表示するイベントを選択］画面が表示されます。

2. OCカメラ動画を表示するイベントにチェッ
クを付けます。

3. ［OK］ボタンをクリックします。

選択したイベントが、OCカメラ動画の情報を
編集する画面の「イベント画面への表示」に
追加されます。

2. ［承認／公開］ボタンをクリッ
クします。

OCカメラ動画が公開されます。

1. 「OCカメラ動画を検索する」を実行し、承認／公開するOCカメラ動画を検索します。

OCカメラ動画を承認／公開する

OCカメラ動画を承認して公開するには、「カテゴリ」と「公開先」の設定が必要です。「OCカメラ動
画の情報を編集する」を参照し、事前に「カテゴリ」と「公開先」を設定することを推奨します。

参考

「カテゴリ」と「公開先」を設定していない場合、手順2.を実行すると［OCカメラ動画の編集］画面
が表示されます。「カテゴリ」と「公開先」を設定し、画面下部の［承認/公開］ボタンをクリックし
てください。

参考
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3. 著作権に関する注意事項を確認
の上、「確認して投稿する」を
クリック
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2. ［公開停止］ボタンをクリック
します。

OCカメラ動画の公開が停止されま
す。

1. 「OCカメラ動画を検索する」を実行し、公開を停止するOCカメラ動画を検索します。

OCカメラ動画の公開を停止する

OCカメラ動画の削除方法を説明します。

2. ［リジェクト］ボタンをクリッ
クします。

OCカメラ動画が［ゴミ箱］タブに
移動します。

1. 「OCカメラ動画を検索する」を実行し、削除するOCカメラ動画を検索します。

OCカメラ動画を削除する
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3. ［ゴミ箱］タブをクリックしま
す。

4. 削除するOCカメラ動画の［完全
に削除］ボタンをクリックしま
す。

［ゴミ箱］からOCカメラ動画が削
除されます。

次の手順を実行すると、OCカメ
ラ動画が削除され、元に戻せませ
ん。削除しても問題がないことを
確認のうえ、操作を実行してくだ
さい。

注意

⚫ ［情報を編集］ボタンをクリックすると、OCカメラ動画の情報を編集できます。OCカメラ動画の
情報の編集については、「OCカメラ動画の情報を編集する」を参照してください。

⚫ ［元に戻す］ボタンをクリックすると、OCカメラ動画が［OCカメラ動画一覧］タブに戻ります。

参考



8-1 学校ページとは

8-2 カバーフォトを設定する

学校の基本情報を表示するページの写真を設定します。

第8章

原稿入稿システム

学校ページ設定



学校ページは、高校生がスタディサプリ進路で学校を選択したときに表示される、学校の基本情報が掲載さ
れたページです。カバーフォトについて、原稿入稿システムを使って、貴校で自由に設定することができま
す。

8-2

第8章 学校ページ設定

8-1 学校ページとは

カバーフォト

学校情報

後述のカバーフォト入稿画面
「No.1」の画像が表示され、スライ
ドすると他の写真が見られるように
なっています

表示される写真について



8-2 カバーフォトを設定する

8-3

8-2 カバーフォトを設定する

2. ［カバーフォト設定］をクリッ
クします。

1. サイドナビゲーションメニューの［原稿入稿］をクリックします。

3. ［画像を追加］をクリックしま
す。

左上先頭の写真がメインカバーフォトとして設定されます。表示されている写真をドラッグして順番
を変えることができます。
写真は50枚まで追加することができます。

カバーフォトについて
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［パソコンからアップロード］をク
リックします。

●パソコンからアップロードする場合

3. ［画像を追加］をクリックします。（つづき）

ファイルを選択し、[開く(O)]ボタ
ンをクリックします

●入稿可能なデータの形式は、JPEG、BMP、GIF、PNG形式です。
●入稿可能なサイズは、横640px以上、縦横8,000px以下、最大10MBです。

写真の種類とサイズ、形

●アップロード済みの写真から選択する場合

［アップロード済の写真］をクリッ
クします。

写真を選択し、[選択する]ボタンを
クリックします

写真を追加するには、次の方法があります。

●パソコンからアップロード

●アップロード済みの写真から選択
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8. ［この内容で反映］をクリック
します。

説明文は30文字以内で入力して
ください。

説明文の制限文字数

7. 必要に応じて説明文を入力しま
す。

入力した説明文にNGワードが含まれる場合は、入力欄の下に「NGワードが含まれています」と表示
されます。このまま［この内容で設定する］をクリックすると、「～のカバーフォトでNGワードが
含まれている可能性があります。このまま設定しますか？」というアラートメッセージが表示されま
す。［OK］をクリックするとそのまま設定、［キャンセル］をクリックすると［学校ページ］画面
に戻ります。必要な修正を行い、再度［この内容で設定する］をクリックしてください。
入力した説明文またはリンク先にNGドメインが含まれる場合は、「NGドメインが含まれています。
設定を完了するためには修正してください。」というアラートメッセージが表示されます。
必要な修正を行い、再度［この内容で設定する］をクリックしてください。

NGワードの注意喚起アラート

3. ［画像を追加］をクリックします。（つづき）



8-2 カバーフォトを設定する

8-6

途中で［キャンセル（変更を破棄）］をクリックしたり、他の画面に切り替えたりすると、編集中の

変更内容はすべて破棄されます。学校ページの設定は元のままで、変更されませんので、ご注意くだ
さい。

編集のキャンセルについて

「学校ページの変更が完了しま
した。」と表示されます。

学校ページの変更は、スタディサプリ進路に即反映されます。
原稿掲載後、内容を確認し、入稿規定に違反している入稿があった場合や、カスタマーまたは第三者
よりクレームなどがあった場合は、非掲載対応の上、ご連絡をさせていただく場合がございます。あ
らかじめご了承ください。

スタディサプリ進路に反映されるタイミング



13-1 資料を発送するまでの流れ
13-2 資料請求を確認する
13-3 資料請求情報をダウンロードする
13-4 資料発送用の宛先ラベルを印刷する

資料請求情報をダウンロードする方法、および資料を発送するための
宛先ラベルの印刷方法を説明します。

第13章

資料請求の確認と資料の発送



業務の流れ 概要

資料請求の確認

資料が請求されたことを、以下のいずれかの方法で確認します。
 アクション通知メール

「13-2-1 アクション通知メールで資料請求を確認する」
 ダッシュボードの新着情報

「13-2-2 ダッシュボードで資料請求を確認する」
 新着アクションファイルのダウンロード一覧

「13-2-3 一覧画面を表示して資料請求を確認する」

資料請求情報の
ダウンロード

資料請求情報をダウンロードします。ダウンロードできるデータ
は、以下のとおりです。
 新着情報（本日から7日前までの新着情報）

「13-3-1 新着情報をダウンロードする」
 過去の資料請求情報（8日前から365日前までの資料請求情報）

「13-3-2 過去の資料請求情報をダウンロードする」
 未ダウンロードの資料請求情報の一括ファイル

「13-3-3 未ダウンロードの資料請求情報を一括でダウンロー
ドする」

 個人の資料請求情報
「13-3-4 個人の資料請求情報をダウンロードする」

 過去にダウンロードした資料請求情報
「13-3-5 ダウンロード済みの資料請求情報を再ダウンロード
する」

宛先ラベルの印刷
資料発送

資料を発送するための宛先ラベルを印刷します。以下の印刷方法
があります。
 新着情報で印刷

「13-4-1 新着情報で宛先ラベルを印刷する」
 過去の資料請求情報で印刷

「13-4-2 過去の資料請求情報で宛先ラベルを印刷する」
 個人の資料請求情報で印刷

「13-4-3 個人の資料請求情報で宛先ラベルを印刷する」

13-2
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13-2 資料請求を確認する
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13-2 資料請求を確認する

13-2-1 アクション通知メールで資料請求を確認する

資料が請求されたことを確認するには以下の3つの方法があります。
 アクション通知メール
 ダッシュボードの新着情報
 新着アクションファイルのダウンロード一覧

アクション通知メールを受け取る設定をしておくと、貴校に対してリクルートの各媒体からの資料・願書請
求、学校見学会予約（キャンセル者を含む）のアクションがあり、システムにデータが取り込まれると、ア
クションの件数がメールで通知されます。
アクション通知メールに記載されたURLをクリックすることで、［新着ダウンロード］画面にアクセスでき
ます。
アクション通知メールの受信設定は、担当者様ごとに設定できます。

1. アクション通知メールに記載さ
れているURLをクリックします。
ログイン画面が表示されます。

2. ログインします。

［ダウンロード］－［新着ダウ
ンロード］画面が表示されます。

［ダウンロード］－［新着ダウン
ロード］ 画面、および資料請求情報
のダウンロードについては、「13-
3-1 新着情報をダウンロードする」
を参照してください。

参照



13-4

第13章 資料請求の確認と資料の発送

13-2-2 ダッシュボードで資料請求を確認する
ダッシュボードに表示される資料請求の新着情報で、資料請求を確認できます。

1. ダッシュボードの［新着情報を
チェック］をクリックします 。
［ダウンロード］－［新着ダウン
ロード］画面が表示されます。

サイドナビゲーションメニューから一覧画面を表示して、資料請求を確認できます。

1. サイドナビゲーションメニューの［ダウンロード］→［新着ダウンロー
ド］をクリックします。
［ダウンロード］－［新着ダウンロード］画面が表示されます。

13-2-3 一覧画面を表示して資料請求を確認する

［ダウンロード］－［新着ダウンロード］ 画面、および資料請求情報のダウンロードについては、
「13-3-1 新着情報をダウンロードする」を参照してください。

参照

［ダウンロード］－［新着ダウンロード］ 画面、および資料請求情報のダウンロードについては、
「13-3-1 新着情報をダウンロードする」を参照してください。

参照
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13-3 資料請求情報をダウンロードする
資料請求情報のダウンロードには以下の方法があります。

13-3-1 新着情報をダウンロードする

1. 以下のいずれかの操作を実行します。
「13-2-1 アクション通知メールで資料請求を確認する」
「13-2-2 ダッシュボードで資料請求を確認する」
「13-2-3 一覧画面を表示して資料請求を確認する」

［ダウンロード］－［新着ダウンロード］画面が表示されます。

方法 説明

新着情報をダウンロードする 本日から7日前までの新着情報をダウンロードします。

過去の資料請求情報をダウン
ロードする 8日前から365日前までの資料請求情報をダウンロードします。

未ダウンロードの資料請求情報
を一括でダウンロードする ダウンロードしていない資料請求情報を一括でダウンロードします。

個人の資料請求情報をダウン
ロードする 個人を検索して資料請求情報をダウンロードします。

資料請求情報を再ダウンロード
する

ダウンロード済みの資料請求情報の一覧で、過去にダウンロードした
資料請求情報を再ダウンロードします。

それぞれの操作について、以下に説明します。

2. ［ダウンロード］ボタンをクリッ
クします。

 資料請求情報の保存期間は1年です。
 ダウンロードされていない情報には が表示されます。

重要
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3. ファイル形式を選択します。

4. コンタクト履歴を追加する場合
は、ダウンロードするファイル
の用途を入力します。

5. ［コンタクト履歴を追加してダ
ウンロード］または［コンタク
ト履歴を追加せずにダウンロー
ド］ボタンをクリックします。

［ダウンロード］画面の各項目について、以下に説明します。

項目 説明

フォーマット形式の選択

ダウンロードするファイルのフォーマット形式を選択します。以下の選
択肢があります。
 xls形式

Microsoft Excelのファイル形式です。
 csv形式

カンマ区切りのファイル形式です。
 txt形式

テキストファイルです。

コンタクト履歴にダウンロー
ドの履歴を追加する

コンタクト履歴とは、学生などの個人が貴校にコンタクトした履歴の情
報です。コンタクト履歴は、個人情報に設定されます。

コンタクト履歴を追加してダウンロードする場合、ダウンロードする
ファイルの用途をテキストボックスに入力します。

コンタクト履歴の管理については、「18-7 コンタクト履歴を管理
する」を参照してください。

参照

用途を入力すると、［コンタクト履歴を追加してダウンロード］ボ
タンをクリックできるようになります。

重要
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13-3-2 過去の資料請求情報をダウンロードする
8日前から365日前までの資料請求情報のダウンロード方法を説明します。

2. ［これ以前のファイルをダウン
ロードする］ボタンをクリックし
ます。

 資料請求情報の保存期間は1年です。
 ダウンロードされていない情報には が表示されます。

重要

ファイルを開く、またはファイルを保存するためのダイアログが表示されます。
6. ダイアログのメッセージに従い、ファイルを開くか、または保存します。

上記のダイアログは、Internet Explorerの例です。Webブラウザによって表示される画面は異なります。

参考

1. サイドナビゲーションメニューの［ダウンロード］→［新着ダウンロー
ド］をクリックします。
［ダウンロード］－［新着ダウンロード］画面が表示されます。
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3. 「13-3-1 新着情報をダウンロー
ドする」の手順2.～6.を実行し
ます。

未ダウンロードの資料請求情報をまと
めたダウンロードファイルが作成され
ます。
ダ ウ ン ロ ー ド フ ァ イ ル の 作 成 中 は
「ファイル作成中」と表示されます。
ダウンロードファイルの作成が終了す
ると［ダウンロード］ボタンが表示さ
れます。

2. ［ダウンロード］ボタンをク
リックします。

13-3-3 未ダウンロードの資料請求情報を一括でダウン
ロードする

1. サイドナビゲーションメニューの［ダウンロード］→［未ダウンロード］
をクリックします。

［削除］ボタンをクリックすると、［ダウンロード］－［ダウンロード結果の削除確認］画面が表示
されます。［削除する］ボタンをクリックすると、ダウンロードファイルを削除できます。

参考
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3. 「13-3-1 新着情報をダウンロードする」の手順4.～6.を実行します。

手順2.で表示される［ダウンロード］画面では、［フォーマット形式の選択］で「xls形式」のみ選択
できます。

参考

3. ダウ ンロードする 個人情報 に
チェックを付け、［ダウンロー
ド］ボタンをクリックします。

13-3-4 個人の資料請求情報をダウンロードする

1. サイドナビゲーションメニューの［ダウンロード］→［個人検索］をク
リックします。
［ダウンロード］－［個人検索］画面が表示されます。

2. 「18-1 個人情報を検索する」を参照し、ダウンロードする個人情報を検
索します。
［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面が表示されます。

［個人ID］の左のチェックボック
スにチェックを付けると、現在表
示されているすべての個人に
チェックが付きます。

参考

4. 「18-8 個人情報をダウンロードする」の手順3.～7.を実行します。
手順3.では、［ダウンロード項目の選択］で「資料・願書請求履歴」を選択してください。



13-10

第13章 資料請求の確認と資料の発送

2. ［ダウンロード］ボタンをク
リックします。

13-3-5 ダウンロード済みの資料請求情報を再ダウンロー
ドする

1. サイドナビゲーションメニューの［ダウンロード］→［データダウンロー
ド］をクリックします。
［ダウンロード］－［データダウンロード］画面が表示され、過去にダウン
ロードした資料請求情報の一覧が表示されます。

3. 「13-3-1 新着情報をダウンロードする」の手順4.～6.を実行します。

手順2.で表示される［ダウンロード］画面では、［フォーマット形式の選択］で「xls形式」のみ選択
できます。

参考

［削除］ボタンをクリックすると、［ダウンロード］－［ダウンロード結果の削除確認］画面が表示
されます。［削除する］ボタンをクリックすると、ダウンロードファイルを削除できます。

参考
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13-4 資料発送用宛先ラベルを印刷する
資料・願書請求者に資料を発送するための宛先ラベルを印刷するには以下の方法があります。

13-4-1 新着情報で宛先ラベルを印刷する
1. 以下のいずれかの操作を実行します。

「13-2-1 アクション通知メールで資料請求を確認する」
「13-2-2 ダッシュボードで資料請求を確認する」
「13-2-3 一覧画面を表示して資料請求を確認する」

［ダウンロード］－［新着ダウンロード］画面が表示されます。

2. ［ラベル出力］ボタンをクリック
します。

項目 説明

新着情報で宛先ラベルを印刷す
る 7日前から本日までの新着情報で宛先ラベルを印刷します。

過去の資料請求情報で宛先ラベ
ルを印刷する 8日前から365日前までの資料請求情報で宛先ラベルを印刷します。

個人の資料請求情報で宛先ラベ
ルを印刷する 個人の資料請求情報で宛先ラベルを印刷します。

それぞれの操作について、以下に説明します。
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3. ラベル印刷のフォーマットを選
択します。

6. コンタクト履歴を追加する場合
は、ラベルの用途を入力します。

7. ［コンタクト履歴を追加して印
刷］または［コンタクト履歴を
追加せずに印刷］ボタンをク
リックします。

5. ゆうメールの料金後納表記を印
字するかどうかを選択します。

4. ラベル途中から印刷したい場合
は印字開始したい位置をクリッ
クします。

ラベルシール用紙を選択した場合は印字開始
位置の変更が表示されます。

ラベルシール用紙の右上[サイズを見る]に
カーソルを合わせると用紙サイズが確認でき
ます。
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各項目について、以下に説明します。

項目 説明

ラベル出力印刷フォーマット
の選択

印刷フォーマットを選択します。以下の選択肢があります。
 A4用紙（10面付）
 ラベルシール用紙（10面付）

図にマウスカーソルを合わせると、各部の寸法が表示されます。
 ラベルシール用紙（12面付）

図にマウスカーソルを合わせると、各部の寸法が表示されます。
 ラベルシール用紙（14面付）

図にマウスカーソルを合わせると、各部の寸法が表示されます。
 ラベルシール用紙（18面付）

図にマウスカーソルを合わせると、各部の寸法が表示されます。
 ラベルシール用紙（24面付）

図にマウスカーソルを合わせると、各部の寸法が表示されます。

印字開始位置の変更
ラベルシール用紙フォーマットを選択した際、どの位置のラベルシール
から印刷するかを選択します。選択しない場合はデフォルト設定の先頭
１から印刷します。

ゆうメール設定
ゆうメールの料金後納表記を印字するかどうかを選択します。
 印字しない:料金後納表記を印字しません。
 印字する:料金後納表記を印字します。

コンタクト履歴にラベル出力
の履歴を追加する

コンタクト履歴とは、学生などの個人が貴校にコンタクトした履歴の情
報です。コンタクト履歴は、個人情報に設定されます。

コンタクト履歴を追加してラベルを出力する場合、出力するラベルの用
途をテキストボックスに入力します。

コンタクト履歴の管理については、「18-7 コンタクト履歴を管理
する」を参照してください。

参照

用途を入力すると、［コンタクト履歴を追加して印刷］ボタンをク
リックできるようになります。

重要

印刷の設定をする画面が表示されます。ご使用のプリンターで印刷を実行してください。

印刷方法については、ご使用のOS（WindowsまたはmacOS）のヘルプ、およびプリンターの説明書
などを参照してください。

参考
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13-4-2 過去の資料請求情報で宛先ラベルを印刷する
8日前から365日前までの資料請求情報で宛先ラベルを印刷する方法を説明します。

3. ［ラベル出力］ボタンをクリック
します。

4. 「13-4-1 新着情報で宛先ラベル
を印刷する」の手順3.～5.を実
行します。

1. サイドナビゲーションメニューの［ダウンロード］→［新着ダウンロー
ド］をクリックします。

2. ［これ以前のファイルをダウン
ロードする］ボタンをクリックし
ます。
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3. ラベ ルを印刷する 個人情報 に
チェックを付け、［ラベル出力］
ボタンをクリックします。

13-4-3 個人の資料請求情報で宛先ラベルを印刷する

1. サイドナビゲーションメニューの［ダウンロード］→［個人検索］をク
リックします。

2. 「18-1 個人情報を検索する」を参照し、宛先ラベルを出力する個人情報
を検索します。

4. 「13-4-1 新着情報で宛先ラベル
を印刷する」の手順3.～5.を実
行します。

［個人ID］の左のチェックボック
スにチェックを付けると、現在表
示されているすべての個人に
チェックが付きます。

参考
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14-2 イベントを作成する

14-3 来校受付を設定する

14-4 アンケートを作成・管理する

14-5 イベントにアンケートを設定する

14-6 開催準備をする

14-7 受付・アンケートを実施する

14-8 受付・アンケートの結果を確認する

14-補足 来校予約人数管理について

オープンキャンパスを実施する流れを説明します。

また、オープンキャンパスアンケートの作成と管理、オープンキャン
パスイベントへのアンケートの設定、オープンキャンパスの開催、お
よびアンケート結果の分析と確認について、説明します。

第14章

オープンキャンパスの実施



業務の流れ 概要

オープンキャンパス
イベントの作成

スタディサプリ進路にイベントを入稿すると、スタディサプリ for 
Marketingでイベント管理の機能が利用できます。

来校受付の設定

アンケート利用のために来校受付の設定をします。

来校受付設定は全イベント共通の設定です。随時、変更・解除ができま
す。

オープンキャンパス
アンケートの
作成と管理

事前にアンケート項目を検討し、アンケートを作成します。

オープンキャンパス
イベントに

アンケートを設定

⚫ オープンキャンパスイベントの一覧、開催日時、および詳細を確認
します。

⚫ オープンキャンパスイベントごとに、オープンキャンパスアンケー
トを設定します。
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14-1 オープンキャンパス実施の流れ

第14章 オープンキャンパスの実施

オープンキャンパス予約者へのリマインダーメール自動送付、当日の受付がデジタルに行え、予約者と実来
校者を管理できます。※別マニュアルの「受付管理の手順案内」を参照してください。

また、開始前と終了後に参加者へのアンケートを実施できます。回答を集計して分析することで、事前と事
後に参加者が感じた貴校への印象の違いを把握し、貴校の魅力の伝わり方についての課題を抽出できます。

来校受付設定、アンケートの作成と管理、イベントの管理、アンケートの回答の分析など、オープンキャン
パスを実施するために必要な作業の流れを以下に示します。

オープンキャンパスイベントは、イベント入稿機能で作成します。

重要

「14-2 オープンキャンパスイベントを作成する」

参照

「14-4 オープンキャンパスアンケートを作成・管理する」

参照

「14-5 オープンキャンパスイベントにアンケートを設定する」

参照

（次ページに続く）

設定方法はマニュアル一覧にある別マニュアル「受付管理の手順案内」
を参照してください。

参照

アンケート利用は任意です。アンケートを行わない場合は来校受付設定
は必須ではありません。

重要



業務の流れ 概要

オープンキャンパス
の開催準備

⚫ 参加者を管理します。

⚫ 登録されている個人にメッセージを送信します。

⚫ オープンキャンパスで使用する以下の資料を準備します。
出欠名簿、参加者の名札、受付・アンケート実施説明資料（QRコー
ド付き）、紙アンケート

オープンキャンパス
で来校受付、

アンケートを実施

⚫ オープンキャンパスで、受付・アンケート実施説明資料（QRコード
付き）を配布します。

⚫ 受付状況を確認します。

⚫ アンケートの回答状況を確認します。

⚫ 紙アンケートの回答を登録します。

オープンキャンパス
受付状況、

アンケート結果の
確認

⚫ 受付状況の結果を確認します。

⚫ アンケート結果を確認します。

14-3

14-1 オープンキャンパス実施の流れ

（前ページからの続き）

「14-7 オープンキャンパスで受付・アンケートを実施する」

参照

「14-8 オープンキャンパスで受付・アンケートの結果を確認する」

参照

「14-6 オープンキャンパスの開催準備をする」

参照
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第14章 オープンキャンパスの実施

スタディサプリ for Marketingでオープンキャンパスの管理を行うには、最初にイベントを作成・入稿する
必要があります。

各管理機能はスタディサプリ進路に掲載のあるイベントについて利用できます。

オープンキャンパスイベントの作成方法については、「第4章 イベント入稿」を参照してください。

参考

作成したオープンキャンパスイベントは、即時反映されません。翌日に［オープンキャンパスイベン
ト管理］－［オープンキャンパスイベント一覧］画面に反映されます。
アンケートの設定などの操作は、オープンキャンパスイベントが反映された後、実施してください。

重要

1. サイドナビゲーションメニューの［原稿入稿］をクリックします。

［原稿入稿システム（WEB/アプリ）］画面が表示されます。

2. ［入稿メニュー］の［イベント追
加/編集］をクリックします。

［イベントの追加/編集］画面が表
示されます。

3. オープンキャンパスイベントを作
成します。
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14-3 来校受付を設定する
アンケートを利用するには事前に来校受付設定が必要です。 詳細はマニュアル一覧にある別マニュアル
「受付管理の手順案内」を参照してください。

アンケート利用は任意です。アンケートを行わない場合は開催準備に進んでください。アンケートを
利用するには来校受付設定が必要です。

重要

個人情報取得とプライバシーポリシーの設定は、来校受付設定に移管されました。オープンキャンパ
スアンケートでは個人情報の取得は行いません。来校受付設定画面では、取得する個人情報の項目と、
受付フォームに表示するプライバシーポリシーの文章を編集することができます。個人情報の取得に
ついては別マニュアル「受付管理の手順案内」を参照してください。

以下はプライバシーポリシーの編集画面です。初期状態で例文が入力されていますので、そのままご
使用いただくこともできます。

参考
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第14章 オープンキャンパスの実施

アンケートの作成と管理の流れは、以下のとおりです。

「14-4-1 アンケートを新規作成する」

「14-4-2 アンケートを下書き保存する」

「14-4-3 アンケートのプレビューを表示する」

「14-4-5 アンケートを編集する」

「14-4-7 アンケートを確定する」

オープンキャンパスイベントにアンケートを設定するにはアンケートを「確定」する必要があります
が、確定したアンケートは編集と削除ができなくなります。

注意

14-4 オープンキャンパスアンケートを
作成・管理する

オープンキャンパスアンケート（以降、アンケート）は、オープンキャンパスの参加者に対するアンケート
です。アンケートには、「開始前アンケート」と「終了後アンケート」があります。

アンケートは、掲載済みのオープンキャンパスイベント、およびオープンキャンパスの開催予定（開
催日時）ごとに設定できます。詳細は、「14-5 オープンキャンパスイベントにアンケートを設定す
る」を参照してください。

重要

アンケートは、サイドナビゲーションメニューの［オープンキャンパス管理］→［アンケート設定］をク
リックして表示される［オープンキャンパス管理］－［アンケート設定］画面で管理します。
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14-4 オープンキャンパスアンケートを作成・管理する

アンケートの「基本情報」を設定し、「開始前アンケート」と「終了後アンケート」を作成します。

14-4-1 アンケートを新規作成する

1. ［オープンキャンパス管理］－
［アンケート設定］画面の［アン
ケートを新規作成する］ボタンを
クリックします。

アンケート作成では、以下の3つの設定をします。

①アンケートの基本情報の設定

②開始前アンケートの設定

③終了後アンケートの設定

オープンキャンパスアンケートでは個人情報の取得は行いません。個人情報の取得については「受付
管理の手順案内」のマニュアルを参照してください。

参考
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［基本情報］タブの各項目について、以下に説明します。

アンケート基本情報

項目 説明

アンケート管理名
アンケートの名称を入力します。［オープンキャンパス管理］－［アン
ケート設定］画面に表示される、アンケート管理上の名称です。

アンケート表示名 実際のアンケートに表示される、アンケートのタイトルを入力します。

＜表示例＞

アンケートの基本情報は、［オープンキャンパス管理］ －［アンケート編集］画面の［基本情報］タブで
設定します。以下のいずれかの操作で［基本情報］タブを開きます。

⚫ 画面上部の［基本情報］タブをクリックする
⚫ ［開始前アンケート］タブ左下の「基本情報を編集する」をクリックする

① アンケートの基本情報の設定
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14-4 オープンキャンパスアンケートを作成・管理する

② 開始前アンケートの設定

開始前アンケートは、［オープンキャンパス管理］ －［アンケート編集］画面の［開始前アンケート］タ
ブで設定します。画面上部の［開始前アンケート］タブをクリックすると、 ［開始前アンケート］タブの
設定項目が表示されます。
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［開始前アンケート］タブの各項目について、以下に説明します。

項目 説明

順番

各設問の表示順を入れ替えます。

：順番を変更できません。

：1つ上の設問と順番が入れ替わります。

：1つ下の設問と順番が入れ替わります。

ステータス

設問のステータスです。

⚫ 共通
共通設問です。設問の削除、設問名の編集はできません。

⚫ 編集可能
追加された設問です。設問の編集・削除ができます。

設問名 設問の名称です。

回答種別

回答の種別（方式）です。

⚫ 5段階評価
5段階の評価から回答を選択します。

⚫ 複数選択
チェックボックスで回答を選択します。複数回答が可能です。

⚫ 単数選択
ラジオボタン、またはプルダウンで回答を1つだけ選択します。

⚫ 記述
テキストボックスに回答を入力します。

編集

編集可能な設問には［編集］ボタンが表示されます。

⚫ ［編集］ボタンをクリックすると、［オープンキャンパス管理］－
［アンケート設問編集］画面が表示され、［設問内容］に設問の内
容が表示されます。設問内容を編集できます。

⚫ 編集結果を保存するには、設問の設定内容を編集後に［下書き保
存］ボタンをクリックします。

編集可能な設問の編集画面については、以降で説明します。

設問を追加する 任意の設問を追加します。設問の追加については、以降で説明します。

［プレビューを見る］ボタンをクリックすると、別ウィンドウでアンケートのプレビューが表示され
ます。

参考
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14-4 オープンキャンパスアンケートを作成・管理する

編集可能な設問内容と各項目、および任意の設問の追加について、以下に説明します。

以降の説明の画面例は、［オープンキャンパス管理］－［アンケート設問編集］画面の［設問内容］部分の
み記載しています。また、スマートフォン上での設問の表示例を示します。

⚫ 設問名「希望する学部・学科・コースを教えてください」

項目 説明

設問名
設問の名称です。「希望する学部・学科・コースを教えてください」で
固定され、変更できません。

補足コメント
設問の補足説明です。「（当てはまるものすべてにチェックをしてくだ
さい）」で固定され、変更できません。

選択肢入力

⚫ 選択肢をドロップダウンリストで選択します。

⚫ ボタンをクリックすると、1つ上の選択肢と順番が入れ替わります。

⚫ ボタンをクリックすると、1つ下の選択肢と順番が入れ替わります。

⚫ ［削除］ボタンをクリックすると、選択肢が削除されます。

⚫ 「選択肢を追加する」をクリックすると、選択肢が追加されます。

＜設問の設定画面＞ ＜表示例＞
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⚫ 設問名「アンケートの完了」

項目 説明

設問名 設問の名称です。「アンケートの完了」で固定され、変更できません。

表示テキスト 「アンケートの完了」に表示する説明文を入力します。

＜設問の設定画面＞ ＜表示例＞
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⚫ 任意で追加する設問

項目 説明

必須選択
設問への回答を必須にする場合、［必須選択にする］にチェックを付け
ます。

設問種別

設問への回答の種別（方式）です。

⚫ 複数選択：チェックボックス
チェックボックスで回答を選択します。複数回答が可能です。

⚫ 単数選択：ラジオボタン
ラジオボタンで回答を1つだけ選択します。

⚫ 単数選択：プルダウン
プルダウンで回答を1つだけ選択します。

⚫ 記述：テキストフォーム
テキストボックスに回答を入力します。

設問名 設問の名称を入力します。

補足コメント 設問の補足説明を入力します。

貴校に合わせた設問を任意に追加できます。

回答の種別（方式）ごとのスマートフォン上での表示例を、次ペー
ジに示しています。ご参照ください。

参考
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項目 説明

選択数選択

［設問種別］で「複数選択（MA）：チェックボックス」を選択した場
合に表示される設定項目です。

⚫ 選択できる回答数の下限を設定する場合、「選択可能数の下限を設
定する」にチェックを付け、［以上］テキストボックスに下限数を
入力します。

⚫ 選択できる回答数の上限を設定する場合、「選択可能数の上限を設
定する」にチェックを付け、［以下］テキストボックスに上限数を
入力します。

選択肢入力

［設問種別］で「複数選択（MA）：チェックボックス」、「単数選択
（SA）：ラジオボタン」、または「単数選択（SA）：プルダウン」を
選択した場合に表示される設定項目です。

⚫ 選択肢をテキストボックスに入力します。

⚫ ボタンをクリックすると、1つ上の選択肢と順番が入れ替わります。

⚫ ボタンをクリックすると、1つ下の選択肢と順番が入れ替わります。

⚫ ［削除］ボタンをクリックすると、選択肢が削除されます。

⚫ 「選択肢を追加する」をクリックすると、選択肢が追加されます。

⚫ ［設問一覧に戻る］ボタンをクリックすると、 ［オープンキャンパス管理］－［アンケート編集］画面
の［開始前アンケート］タブに戻ります。

⚫ 追加した設問を保存する場合は、［下書き保存］ボタンをクリックします。

以下に、回答の種別（方式）ごとのスマートフォン上での表示例を示します。

＜複数選択：チェックボックスの表示例＞ ＜単数選択：ラジオボタンの表示例＞
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＜単数選択：プルダウンの表示例＞ ＜記述：テキストフォームの表示例＞
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③ 終了後アンケートの設定

終了後アンケートは、［オープンキャンパス管理］ －［アンケート編集］画面の［終了後アンケート］タ
ブで設定します。画面上部の［終了後アンケート］タブをクリックすると、 ［終了後アンケート］タブの
設定項目が表示されます。

⚫ 各項目の説明については、「②開始前アンケートの設定」を参照してください。

⚫ 「設問を追加する」をクリックして表示される、任意で追加する設問の編集画面と各項目の説明につい
ては、「②開始前アンケートの設定」の「●任意で追加する設問」を参照してください。

⚫ ［プレビューを見る］ボタンをクリックすると、別ウィンドウでアンケートのプレビューが表示されま
す。
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編集可能な設問内容と各項目、および任意の設問の追加について、以下に説明します。

以降の説明の画面例は、［オープンキャンパス管理］－［アンケート設問編集］画面の［設問内容］部分の
み記載しています。また、スマートフォン上での設問の表示例を示します。

⚫ 設問名「アンケートの説明」

項目 説明

設問名 設問の名称です。「アンケートの説明」で固定され、変更できません。

表示テキスト 「アンケートの説明」に表示する説明文を入力します。

＜設問の設定画面＞ ＜表示例＞

⚫ 設問名「本校の特長の中で、気に入ったものを教えてください。 」

項目 説明

設問名
設問の名称です。「本校の特長の中で、最も気に入ったものを教えてく
ださい」で固定され、変更できません。

補足コメント
設問の補足説明です。「（当てはまるものすべてにチェックしてくださ
い）」で固定され、変更できません。

選択肢入力

⚫ 選択肢をテキストボックスに入力します。
⚫ ボタンをクリックすると、1つ上の選択肢と順番が入れ替わります。
⚫ ボタンをクリックすると、1つ下の選択肢と順番が入れ替わります。
⚫ ［削除］ボタンをクリックすると、選択肢が削除されます。
⚫ 「選択肢を追加する」をクリックすると、選択肢が追加されます。

＜設問の設定画面＞ ＜表示例＞
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⚫ 設問名「アンケートの完了」

項目 説明

設問名 設問の名称です。「アンケートの完了」で固定され、変更できません。

表示テキスト 「アンケートの完了」に表示する説明文を入力します。

＜設問の設定画面＞ ＜表示例＞

アンケートが下書き保存されます。

1. ［基本情報］ タブ、［開始前ア
ンケート］ タブ、および［終了
後アンケート］タブで［下書き保
存する］ボタンをクリックします。

左の画面例は、［基本情報］タブ
です。

14-4-2 アンケートを下書き保存する

作成中、および編集中のアンケートを下書き保存する方法を説明します。

下書き保存されたアンケートは、編集可能な状態で［オープンキャンパス管理］－［アンケート設
定］画面に表示されます。

参考
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アンケートのプレビュー表示では、アンケートがスマートフォンでどのように表示されるかを確認できます。
アンケートをプレビュー表示する方法を以下に説明します。

14-4-3 アンケートのプレビューを表示する

1. 以下のいずれかの操作を実行しま
す。

［オープンキャンパス管理］－
［アンケート編集］画面の［基本
情報］タブ、［開始前アンケー
ト］タブ、または［終了後アン
ケート］タブで［プレビューを見
る］ボタンをクリックする。

［オープンキャンパス管理］－
［アンケート設定］画面で、プレ
ビューを表示するアンケートの
［プレビュー］ボタンをクリック
する。

別ウィンドウでアンケートのプレビューが表示されます。

⚫ 開始前アンケートのプレビューを表示するには、画面上部の
［開始前アンケート］ボタンをクリックします。

⚫ 終了後アンケートのプレビューを表示するには、画面上部の
［終了後アンケート］ボタンをクリックします。

⚫ プレビューでは、実際に回答を選択して［次のページへ］ボタ
ンをクリックし、アンケートを操作できます。

⚫ プレビュー表示を終了するには、ウィンドウ右上の［×］ボタ
ンをクリックします。



14-20

第14章 オープンキャンパスの実施

14-4-4 既存のアンケートをコピーして新規作成する

2. テキストボックスにアンケートの
名称を入力し、［コピーを作成す
る］ボタンをクリックします。

アンケートがコピーされ、［オー
プンキャンパス管理］－［アン
ケート設定］画面に表示されます。

1. ［オープンキャンパス管理］ －
［アンケート設定］画面で、コ
ピーするアンケートの［コピーを
作成］ボタンをクリックします。

［アンケートをコピーして作成］
画面が表示されます。

3. コピーで作成したアンケートの
［編集］ボタンをクリックします。

［オープンキャンパス管理］－
［アンケート編集］画面が表示さ
れます。

4. 「14-4-1 アンケートを新規作
成する」の以下の説明を参照し、
アンケートの内容を設定します。

①アンケートの基本情報の設定
②開始前アンケートの設定
③終了後アンケートの設定
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14-4-5 アンケートを編集する

1. ［オープンキャンパス管理］ －
［アンケート設定］画面で、編集
するアンケートの［編集］ボタン
をクリックします。

［オープンキャンパス管理］－
［アンケート編集］画面が表示さ
れます。

2. 「14-4-1 アンケートを新規作成
する」の以下の説明を参照し、ア
ンケートの内容を編集します。

①アンケートの基本情報の設定
②開始前アンケートの設定
③終了後アンケートの設定

14-4-6 アンケートを削除する

1. ［オープンキャンパス管理］ －
［アンケート設定］画面で、削除
するアンケートの［削除］ボタン
をクリックします。

［アンケートの削除］画面が表示
されます。

確定したアンケートは編集できません。

重要

確定したアンケートは削除できません。

重要
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オープンキャンパスイベントにアンケートを設定するには、アンケートを確定する必要があります。

14-4-7 アンケートを確定する

2. ［基本情報］ タブ、［開始前アン
ケート］ タブ、または［終了後ア
ンケート］タブで［確定する］ボ
タンをクリックします。

左の画面例は、［基本情報］タブで
す。

［アンケートの確定］画面が表示さ
れます。

1. ［オープンキャンパス管理］－
［アンケート設定］画面で、確定
するアンケートの［編集］ボタン
をクリックします。

［オープンキャンパス管理］－
［アンケート編集］画面が表示さ
れます。

確定したアンケートは、編集および削除できません。十分に内容を確認のうえ、確定してください。

注意

オープンキャンパスイベントにアンケートを設定する方法については、「14-5 オープンキャンパスイ
ベントにアンケートを設定する」を参照してください。

参照

2. ［削除する］ボタンをクリックし
ます。

アンケートが削除され、［オープ
ンキャンパス管理］－［アンケー
ト設定］画面に戻ります。
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⚫ ［オープンキャンパスイベント一覧］ボタンをクリックすると、［オープンキャンパス管理］－［オー
プンキャンパスイベント一覧］画面が表示されます。オープンキャンパスイベントにアンケートを設定
できます。

⚫ アンケートは、確定（編集不可）の状態で［オープンキャンパス管理］－［アンケート設定］画面に表
示されます。

アンケートが確定され、［オープン
キャンパス管理］－［アンケート入力
内容確定］画面が表示されます。

3. ［確定する］ボタンをクリックし
ます。
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14-5 オープンキャンパスイベントにアンケー
トを設定する

14-5-1選択したイベント日程に一括でアンケートを設定する
1. サイドナビゲーションメニューの［オープンキャンパス管理］→［オープンキャンパスイベント一

覧］をクリックします。

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント一覧］画面が表示され、オープンキャン
パスイベントの一覧を確認できます。

「スタディサプリ進路」に掲載されているオープンキャンパスイベントには、「14-4 オープンキャンパス
アンケートを作成・管理する」で作成したアンケートを設定できます。

ここでは、オープンキャンパスイベントにアンケートを設定する方法を説明します。以下の2つの設定方法
があります。

⚫ 選択したイベント日程に一括でアンケートを設定する

⚫ 個別のイベント日程にアンケートを設定する

それぞれの設定方法について、以下に説明します。
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［開催日で絞り込む］で開催日の範囲を指定し、［絞り込む］ボタンをクリックすると、指定した範
囲内に開催されるオープンキャンパスイベントが一覧に表示されます。 をクリックして表示される
カレンダーで、日付を選択します。

参考

項目 説明

開催日 イベントの開催日の範囲が表示されます。

イベント種別

イベントの種別が表示されます。

イベント名 イベントの名称が表示されます。

日程
［イベント日程］ボタンをクリックすると、イベントの開催日程が表示
されます。手順2.を参照してください。

2. 設定するオープンキャンパスイベ
ントを選択します。
まず、［イベント日程］をクリッ
クします。

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント一覧］画面の各項目について、以下に説明
します。

イベント種別については、「第4章 イベント入稿」を参照してくだ
さい。

参照
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［オープンキャンパス管理］－［イベント日程一覧］画面が表示され、日程の一覧が表示されます。

［開催日で絞り込む］で開催日の範囲を指定し、［絞り込む］ボタンをクリックすると、指定した範
囲内のイベント日程が一覧に表示されます。 をクリックして表示されるカレンダーで、日付を選択
します。

参考
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項目 説明

［実施予定］タブ これから開催されるイベントの、日程の一覧が表示されます。

［実施済み］タブ 開催済みのイベントの、日程の一覧が表示されます。

（イベント名の下の）詳細を
見る

［イベント詳細］画面が表示されます。イベントの詳細説明が表示され
ます。

（一覧表左端の）チェック
ボックス

アンケートを一括で設定するイベント日程にチェックを付けます。

一覧表下部の［全てにチェックする］にチェックを付けると、すべての
イベント日程にチェックが付きます。

開催日程 イベント日程の開催日が表示されます。

開催日時 イベント日程の開催時間が表示されます。

アンケート
イベント日程に設定されているアンケートの名称が表示されます。

アンケートが設定されていない場合は、「未設定」が表示されます。

［イベント詳細］ボタン イベント日程の詳細情報が表示されます。手順3.を参照してください。

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント日程一覧］画面の各項目について、以下に
説明します。
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3. アンケートを設定するイベント日
程にチェックを付け、［アンケー
トを一括設定する］ボタンをク
リックします。

［アンケートの設定］画面が表示
され、設定可能なアンケートの一
覧が表示されます。

4. 選択したイベント日程に設定する
アンケートの［このアンケートを
選択］ボタンをクリックします。

［全てにチェックする］にチェッ
クを付けると、すべてのイベント
日程にチェックが付きます。

参考

すでにアンケートが設定されてい
るイベント日程を選択した場合、
設定されていたアンケートが削除
され、次の手順で指定したアン
ケートが設定されます。

注意

⚫ ［確定日で絞り込む］でアンケートの確定日の範囲を指定し、［絞り込む］ボタンをクリックする
と、一覧に表示するアンケートを確定日で絞り込めます。 をクリックして表示されるカレンダー
で日付を選択します。

⚫ ［プレビュー］ボタンをクリックすると、アンケートのプレビューが表示されます。

参考

アンケートのプレビュー表示については、「14-4-3 アンケートのプレビューを表示する」を参照して
ください。

参照
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アンケートが設定され、［オープン
キャンパス管理］－［オープンキャン
パス イベント日程一覧］画面に戻りま
す。設定したアンケートの名称が［ア
ンケート］に表示されます。

14-5-2 個別のイベント日程にアンケートを設定する
1. サイドナビゲーションメニューの［オープンキャンパス管理］→［オープンキャンパスイベント一

覧］をクリックします。

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント一覧］画面が表示され、オープンキャン
パスイベントの一覧を確認できます。
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2. 設定するオープンキャンパスイベ
ントを選択します。
まず、［イベント日程］をクリッ
クします。

［開催日で絞り込む］で開催日の範囲を指定し、［絞り込む］ボタンをクリックすると、指定した範
囲内に開催されるオープンキャンパスイベントが一覧に表示されます。 をクリックして表示される
カレンダーで、日付を選択します。

参考

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント一覧］画面の各項目については、
「14-5-1 選択したイベント日程に一括でアンケートを設定する」を参照してください。

参照
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［オープンキャンパス管理］－［イベント日程一覧］画面が表示され、日程の一覧が表示されます。

［開催日で絞り込む］で開催日の範囲を指定し、［絞り込む］ボタンをクリックすると、指定した範
囲内のイベント日程が一覧に表示されます。 をクリックして表示されるカレンダーで、日付を選択
します。

参考

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント日程一覧］画面の各項目については、
「14-5-1選択したイベント日程に一括でアンケートを設定する」を参照してください。

参照
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3. アンケートを設定する日程の［イ
ベント詳細］ボタンをクリックし
ます。

［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面が表示されます。

［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面が表示されます。
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4. 画面下部の［アンケートを設定す
る］ボタンをクリックします。

［アンケート設定］画面が表示さ
れます。

5. 個別のイベント日程に設定するア
ンケートの［このアンケートを選
択する］ボタンをクリックします。

アンケートが設定され、［オープン
キャンパス管理］－［オープンキャン
パス イベント詳細］画面の［アンケー
ト設定（設定済み）］にアンケートの
名称が表示されます。
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3. 「14-5-2 個別のイベント日程
にアンケートを設定する」の手
順5.を実行します。

アンケートが変更され、［オープ
ンキャンパス管理］－［イベン
ト］画面の［アンケート設定（設
定済み）］に変更後のアンケート
の名称が表示されます。

14-5-3 オープンキャンパスイベントに設定したアンケー
トを変更する

オープンキャンパスイベントに設定したアンケートを変更する方法を説明します。

1. 「14-5-2 個別のイベント日程にアンケートを設定する」の手順1.～3.を実行し、アンケートを変
更するイベント日程の詳細情報を表示します。

2. ［アンケート設定（設定済み）］
の［アンケート変更］ボタンをク
リックします。

［アンケート設定］画面が表示さ
れます。

［オープンキャンパス管理］－［イベント日程一覧］画面の、［実施済み］タブに表示されている
オープンキャンパスイベントのアンケートは、変更できません。

重要

［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面が表示されます。
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14-6 オープンキャンパスの開催準備をする
オープンキャンパスを開催するための準備として、以下の作業を実施します。

⚫ 開催準備をするオープンキャンパスイベントを検索する

⚫ 参加者を追加する

⚫ 出欠名簿を印刷する

⚫ 参加者用の名札を印刷する

⚫ 参加者にメッセージを送信する

⚫ 受付・アンケート実施説明資料（QRコード付き）を準備する

⚫ 紙アンケートを印刷する

それぞれの作業について、以下に説明します。

14-6-1 オープンキャンパスイベントを検索する

開催準備をするオープンキャンパスイベントの検索方法を説明します。開催準備は、以下の手順で表示され
る［オープンキャンパスイベント管理］－［イベント］画面で行います。

1. サイドナビゲーションメニューの［オープンキャンパス管理］→［オープンキャンパス イベント
一覧］をクリックします。

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント一覧］画面が表示され、オープンキャン
パスイベントの一覧を確認できます。

［開催日で絞り込む］で開催日の範囲を指定し、［絞り込む］ボタンをクリックすると、指定した範
囲内に開催されるオープンキャンパスイベントが一覧に表示されます。 をクリックして表示される
カレンダーで、日付を選択します。

参考
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2. オープンキャンパスイベントの日
程を確認します。日程を確認する
オープンキャンパスイベントの
［イベント日程］ボタンをクリッ
クします。

［オープンキャンパス管理］－
［イベント日程一覧］画面が表示
されます。

3. イベント日程の詳細情報を確認し
ます。詳細情報を確認するイベン
ト日程の［イベント詳細］ボタン
をクリックします。

［オープンキャンパス管理］－［オープンキャンパス イベント一覧］画面の各項目については、
「14-5-1 選択したイベント日程に一括でアンケートを設定する」を参照してください。

参照

［開催日で絞り込む］で開催日の範囲を指定し、［絞り込む］ボタンをクリックすると、指定した範
囲内のイベント日程が一覧に表示されます。 をクリックして表示されるカレンダーで、日付を選択
します。

参考

［オープンキャンパス管理］－［イベント日程一覧］画面の各項目については、「14-5-1 選択したイ
ベント日程に一括でアンケートを設定する」を参照してください。

参照



14-37

14-6 オープンキャンパスの開催準備をする

［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面が表示されます。
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14-6-2 参加者を確認する
スタディサプリ進路、スタディサプリ for SCHOOL 、フォーム経由で来校予約した参加者は、自動的に参
加者リストに追加されます。

その他の方法で来校予約をした参加者は、以下の操作で一人ずつ参加者リストに登録します。

1. ［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面で、［出欠名
簿に個人を追加する］をクリッ
クします。

［個人管理］－［個人情報登録］
画面が表示されます。

2. 各項目を設定し、［検索する］ボ
タンをクリックします。

スタディサプリ進路 、スタディサプリfor SCHOOL、フォーム以外からの参加者については、参加者
の情報をまとめたデータをアップロードして登録することもできます。データのアップロードについ
ては、「18-12 他メディアの反応情報をアップロードする」を参照してください。

参照

各項目の説明については、「18-3 
個人情報を登録する」の手順2.を
参照してください。

参照
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3. 以下のいずれかを実行します。

⚫ 該当する個人が登録されていない場合
「18-3 個人情報を登録する」の手順3.で［新規個人として登録する］ボタンをクリックして
以降の手順を実行し、参加者として追加する個人を登録します。

⚫ 該当する個人が登録されているが、追加する参加者ではない場合
「18-3 個人情報を登録する」の手順3.で［上記とは別人として登録する］ボタンをクリック
して以降の手順を実行し、参加者として追加する個人を登録します。

⚫ 該当する個人が登録されていて、検索結果が参加者として追加する個人の場合
［選択する］ボタンをクリックします。

［個人管理］－［個人情報登録］画面が表示されます。

4. 各項目を設定し、［確認する］ボ
タンをクリックします。

項目 説明

種別
コンタクト履歴の種別として「来校」が自動的に設定されます。「来
校」が表示されていることを確認してください。

予約日（登録日）
オープンキャンパスの予約日を設定します。

をクリックして表示されるカレンダーで日付を選択できます。

メディア
オープンキャンパスの申し込みで利用したメディアを、ドロップダウン
リストで選択します。

イベント名
参加者を登録するオープンキャンパスイベントの名称が自動的に設定さ
れます。オープンキャンパスイベントの名称が正しいことを確認してく
ださい。

開催日程
参加者を登録するオープンキャンパスイベントの開催日時が自動的に設
定されます。開催日時が正しいことを確認してください。

「コンタクト履歴」の各項目について、以下に説明します。

「コンタクト履歴」以外の［個人
管理］－［個人情報登録］画面、
および各項目の説明については、
「18-3 個人情報を登録する」の
手順4.を参照してください。

参照

［個人管理］－［個人情報登録確認］画面が表示されます。
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5. ［登録する］ボタンをクリックし
ます。

参加者が追加され、［個人管理］－
［個人情報登録完了］画面が表示され
ます。

⚫ 続けて別の参加者を登録する場合は、［続けて個人登録を行う］ボタンをクリックしてください。［個
人管理］－［個人情報登録］画面に戻ります。「18-3 個人情報を登録する」の手順2.を実行し、「14-
6-2 参加者を確認する」の手順3.～5.を実行してください。

⚫ 参加者の登録を終了する場合は、［オープンキャンパスイベント詳細へ戻る］ボタンをクリックしてく
ださい。［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面に戻ります。
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項目 説明

名前 参加者の氏名が表示されます。

フリガナ 参加者の氏名のフリガナが表示されます。

高校名 参加者の高校の名称が表示されます。

学年 参加者の学年が表示されます。

同行者 同行者の人数が表示されます。

登録メディア オープンキャンパスの申し込みで利用したメディアが表示されます。

アンケート 開始前アンケートと終了後アンケートの回答状況が表示されます。

ステータス

参加者のステータスが表示されます。

⚫ 予約完了
予約のみで受付をしていない方。

⚫ 受付完了
受付済みの方。パスコード・QRコードどちらでの受付でも同じ表記
です。

⚫ キャンセル
予約後キャンセルになった方

参加者が追加された［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面の各項目について、以下に説明します。
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参加者リスト内の予約は下記の方法でキャンセルできます。

重要

1. キャンセルしたい参加者の名前を
クリックします。

2. キャンセルしたいイベントの[詳細]欄
のボタンをクリックします。

3. [予約キャンセル]ボタンをクリックし
ます。

参照

イベント予約者の定員管理については、
「14-補足 来校予約人数管理について」を参照してください。
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14-6-3 出欠名簿を印刷する

出欠名簿は、オープンキャンパス開催前の参加者の受付時に、参加者の出欠を記録するための名簿です。

出欠名簿を印刷する方法を説明します。

1. ［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面で、 ［出欠名
簿を印刷する］ボタンをクリック
します。

印刷を実行するためのダイアロ
グが表示されます。

2. 印刷を実行します。

印刷方法については、ご使用の
OS（Windows、またはmacOS）
のヘルプ、およびご使用のプリン
ターの操作説明書を参照してくだ
さい。

参照

出欠名簿が印刷されます。出欠名簿の印刷例を以下に示します。
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14-6-4 名札を印刷する

オープンキャンパスの参加者に付けていただく名札を印刷する方法を説明します。

1. ［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面で、［名札を印
刷する］ボタンをクリックします。

印刷を実行するためのダイアロ
グが表示されます。

2. 印刷を実行します。

印刷方法については、ご使用の
OS（Windows、またはmacOS）
のヘルプ、およびご使用のプリン
ターの操作説明書を参照してくだ
さい。

参照
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名札が印刷されます。名札の印刷例を以下に示します。
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14-6-5 参加者にメッセージを送信する

オープンキャンパスの参加者にメッセージを送信する方法を説明します。イベント日程の参加者リストに登
録されている個人にメッセージを送信できます。

1. ［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面で、［メッ
セージを送信する］ボタンをク
リックします。

［個人管理］－［個人検索の結果
一覧］画面が表示されます。

2. 「19-5-1 個人を検索してメッ
セージの送信を予約する」を参照
し、以下のいずれかを実行します。

⚫ 「■複数の個人にメッセージを送
信する」の手順3.～8.

⚫ 「■特定の個人にメッセージを送
信する」の手順2.～4.
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14-6-6 受付・アンケート実施説明資料（QRコード付き）
を準備する

1. ［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面で、 ［受付資
料をダウンロードする］ボタンを
クリックします。

3. ダイアログのメッセージに従い、ファイルを開くか、または保存します。

4. 開いたファイル、または保存したファイルを印刷します。

受付・アンケート実施説明資料（QRコード付き）は、オープンキャンパスの当日に参加者に配布し、
事前予約者はパスコードの入力のみで、当日参加者はQRを読み取っていただき受付完了していただく
ための資料です。アンケート設定をしている場合はアンケート回答もしていただけます。

参考

上記のダイアログは、Internet Explorerの例です。Webブラウザによって表示される画面は異なりま
す。

参考

印刷方法については、ご使用のOS（Windows、またはmacOS）のヘルプ、およびご使用のプリン
ターの操作説明書を参照してください。

参照

2. ［受付資料ダウンロード］画面で、
［説明資料をダウンロード］ボタ
ンをクリックします。

ファイルを開く、またはファイル
を保存するためのダイアログが表
示されます。
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受付・アンケート実施説明資料（QRコード付き）の印刷例を、以下に示します。

＜説明資料サンプル：当日来校者用＞ ＜説明資料サンプル：事前予約者用＞
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14-6-7 紙アンケートを印刷する

通常、参加者にはスマートフォンでアンケートに回答していただきますが、スマートフォンでの回答
ができない参加者には、紙に印刷したアンケートを配布します。

参考

1. ［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面で、 ［受付資
料をダウンロードする］ボタンを
クリックします。

3. ダイアログのメッセージに従い、ファイルを開くか、または保存します。

4. 開いたファイル、または保存したファイルを印刷します。

上記のダイアログは、Internet Explorerの例です。Webブラウザによって表示される画面は異なりま
す。

参考

印刷方法については、ご使用のOS（Windows、またはmacOS）のヘルプ、およびご使用のプリン
ターの操作説明書を参照してください。

参照

2. ［受付資料ダウンロード］画面で、
［受付用紙をダウンロード］ボタ
ンをクリックします。
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紙アンケートの例を以下に示します。
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14-7 オープンキャンパスで受付・アンケート
を実施する

オープンキャンパスで受付・アンケートを実施する方法と、紙アンケートの回答結果の登録方法、およびア
ンケートの回答状況の確認方法を説明します。

14-7-1 資料配布して受付後、アンケートに回答していた
だく

オープンキャンパスの開催前に、出席した参加者に以下の資料を配布します。

⚫ スマートフォンでアンケートに回答できない参加者には、「紙アンケート」を配布し、回答を記入して
いただきます。

⚫ スマートフォンでアンケートに回答できる参加者には、「受付・アンケート実施説明資料（QRコード付
き）」を配布し、アンケートに回答していただきます。

紙アンケートの印刷方法については、「14-6-7 紙アンケートを印刷する」を参照してください。

参照

受付・アンケート実施説明資料（QRコード付き）の準備については、「14-6-6 受付・アンケート実
施説明資料（QRコード付き）を準備する」を参照してください。

参照

アンケートを利用するには事前に来校受付設定が必要です。 詳細は、別マニュアル「受付管理の手順
案内」を参照してください。

重要

事前予約者
イベント前日に届く受付メールにあるURL→パスコードを入力→
アンケート回答

当日来校者 QRコード読み込み→個人情報入力→アンケート回答
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14-7-2 受付状況を確認する
受付状況は、リアルタイムで確認できます。

参加者がスマートフォンで受付をすると、［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面の［ステータ
ス］に「受付完了」が表示されます。

また、予約をしなかった参加者（参加者リストに登録されていない参加者）の受付状況も確認できます。参
加者リストに登録されていない参加者の回答状況は、［予約なし参加者（直来校者）］に表示されます。

オープンキャンパスの実施中は、 ［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面で受付状況を常に確認
してください。
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入力ミスなどで、参加者リスト上の個人情報とアンケート回答の個人情報が一致しなかった参加者、
また、予約も連絡もせずに参加した参加者は、［予約なし参加者（直来校者） ］に表示されます。
［予約なし参加者（直来校者） ］に表示されている参加者を［参加者リスト］に登録するには、個人
情報を統合する必要があります。詳細については「18-6 個人情報を統合する」を参照してください。

参考

14-7-3 アンケートの回答状況を確認する
回答状況は、リアルタイムで確認できます。

参加者がスマートフォンでアンケートに回答すると、 ［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面の
［アンケート］の［開始前］と［終了後］に「回答済み」が表示されます。

また、予約をしなかった参加者（参加者リストに登録されていない参加者）の回答状況も確認できます。参
加者リストに登録されていない参加者の回答状況は、［予約なし参加者（直来校者）］に表示されます。

オープンキャンパスの実施中は、 ［オープンキャンパス管理］－［イベント］画面で回答状況を常に確認
してください。
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アンケートに回答した参加者の人数を確認する場合は、「14-5-1選択したイベント日程に一括でアン
ケートを設定する」の手順1.～2.を実行します。［オープンキャンパス管理］－［イベント日程一覧］
画面が表示され、［アンケート］に回答済みの参加者の人数が表示されます。

参考
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14-7-4 紙アンケートの回答結果を登録する

1. ［オープンキャンパス管理］－
［イベント］画面で、 ［アン
ケート回答入力］の［紙アンケー
ト回答を登録する］ボタンをク
リックします。

紙アンケートは、オープンキャンパスの終了後に必ず参加者から回収してください。

参考

2. 各項目を入力し、［次のページ
へ］ボタンをクリックします。

項目 説明

お名前 回答者の氏名を入力します。

フリガナ
回答者の氏名のフリガナが自動入力されます。間違っている場合は訂正
します。

性別 回答者の性別を選択します。

卒業予定年 回答者の卒業予定年をドロップダウンリストで選択します。

学校情報 回答者の学校名を入力します。

各項目について、以下に説明します。
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開始前アンケートの1つ目の設問が表示されます。

4. 紙アンケートに記入された回答を選択し、［次のページへ］ボタンをクリックします。以降、すべ
ての設問の回答を選択・入力し、［次のページへ］ボタンをクリックします。

5. 開始前アンケートの回答の登録終了後、終了後アンケートの回答を登録します。以降、すべての設
問の回答を選択・入力し、［次のページへ］ボタンをクリックします。

アンケートが登録され、画面下部に［アンケート結果］が表示されます。

［アンケート結果画面へ移動する］をクリックすると、［オープンキャンパス管理］－［アンケート結果］
画面が表示されます。アンケート結果を確認・分析できます。

アンケートの確認・分析については、「14-8 オープンキャンパスで受付・アンケートの結果を確認す
る」を参照してください。

参照

アンケートが登録され、画面下部に［アンケート結果］が表示されます。

アンケート回答完了まで回答せず、途中で回答をやめた場合は、登録されません。最初から回答しな
おしてください。

注意
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14-8 オープンキャンパスで受付・アンケート
の結果を確認する

オープンキャンパスの受付状況の結果を確認する方法を説明します。

サイドナビゲーションメニューの［オープンキャンパス管
理］→［受付結果］をクリックします。

14-8-1 受付状況の結果を確認する

オープンキャンパスの受付状況の結果とアンケートの結果を確認する方法と、アンケート回答の集計結果、
および分析結果を確認する方法を説明します。

月毎の集計結果を確認する

受付件数が月毎に表示されます。

件数をクリックすると、イベント毎の
集計結果が表示されます。

イベント毎の集計結果を確認する

受付件数がイベント毎に表示されます。

受付状況結果をダウンロード

［ダウンロード］をクリックすると、
受付状況の結果をダウンロードできま
す。

件数はアクション毎のカウントで
す。同月に同じ人が2回受付して
いたら2件となります。

参考
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オープンキャンパスで実施したアンケートの集計結果は、以下の単位で確認できます。

⚫ イベント別

項目 説明

すべてのオープンキャンパス
イベントのアンケート結果

すべてのオープンキャンパスイベントに設定されている、すべてのアン
ケートの回答がまとめられて集計結果として表示されます。

複数のオープンキャンパスイ
ベントのアンケート結果

選択した複数のオープンキャンパスイベントに設定されている、複数の
アンケートの回答がまとめられて集計結果として表示されます。

一つのイベント日程のアン
ケート結果

選択した一つのオープンキャンパスイベントに設定されている単一のア
ンケートの、回答の集計結果が表示されます。

⚫ アンケート別

項目 説明

すべてのアンケート結果
登録されているすべてのアンケートの回答がまとめられて集計結果集計
結果として表示されます。

アンケートごとの結果 単一のアンケートの、回答の集計結果が表示されます。

14-8-3 アンケートの集計対象

オープンキャンパスで実施したアンケートの結果の一覧を確認する方法を説明します。

オープンキャンパスアンケートの結果を確認するには、サイ
ドナビゲーションメニューの［オープンキャンパス管理］→
［アンケート結果］をクリックします。

14-8-2 アンケートの結果を確認する
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アンケート回答の集計結果、および分析結果の確認操作は、［オープンキャンパス管理］－［アンケート結
果一覧］画面で実行します。

アンケート回答の集計結果、および分析結果の確認には、以下の5とおりの方法があります。

すべてのアンケート結果を確認する

以下のどちらかの操作をします。

［イベント別］タブで、［すべてのア
ンケート結果を見る］ボタンをクリッ
クします。

個別のアンケート結果を確認する

以下のどちらかの操作をします。

［イベント別］タブで、アンケート結
果を確認するオープンキャンパスイベ
ントの［アンケート結果］ボタンをク
リックします。

選択したオープンキャンパスイベント
のアンケート結果を確認する

［イベント別］タブで、アンケート結
果を確認するオープンキャンパスイベ
ントにチェックを付け、［選択したイ
ベントのアンケート結果を見る］ボタ
ンをクリックします。

［イベント別］タブ、または［アン
ケート別］タブで、［すべてのアン
ケート結果を見る］ボタンをクリック
します。

［アンケート別］タブで、アンケート
結果を確認するアンケートの［アン
ケート結果］ボタンをクリックします。
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14-8-4 アンケート回答の集計・分析結果の見方
［開始前アンケート集計結果］タブ、［終了後アンケート集計結果］タブ、および［前後アンケート相関分
析］タブに表示される集計・分析結果の見方を以下に説明します。

項目 説明

全アンケートに共通の設問
すべて同じ項目への回答として処理され、すべての回答が一つの
集計結果として表示されます。

全アンケートに共通の設問で、ア
ンケートごとに回答の選択肢が異
なる設問

回答は選択肢ごとに別々に処理され、集計結果も別々に表示され
ます。例えば、アンケートAとアンケートBで、設問は同じだが選
択肢が異なる場合、アンケートAとアンケートBそれぞれの集計結
果が表示されます。

任意で設定した設問

⚫ 回答は設問ごとに別々に処理され、集計結果も別々に表示され
ます。例えば、アンケートAとアンケートBで異なる設問がある
場合、アンケートAとアンケートBそれぞれで設問ごとの集計結
果が表示されます。

⚫ アンケートの設問内容で以下の［設問種別］を設定した場合、
集計結果は棒グラフと円グラフで表示されます。

•複数選択（MA）：チェックボックス

•単数選択（SA）：ラジオボタン

•単数選択（SA）：プルダウン

⚫ アンケートの設問内容の［設問種別］で「記述（FA）：テキス
トフォーム」を設定した場合、集計結果は回答者ごとのコメン
トの一覧表で表示されます。

「イベント別」で、すべてまたは複数のオープンキャンパスイベントに設定されているアンケートの
集計結果を表示した場合、および「アンケート別」で、すべてのアンケートの集計結果を表示した場
合、設問の内容によって集計結果の表示方法が異なります。

重要
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項目 説明

回答者数 アンケートの回答者数が表示されます。

には、男性の回答者数、および回答者の総数に対する男性の割合が表
示されます。

には、女性の回答者数、および回答者の総数に対する女性の割合が表
示されます。

（棒グラフ）

属性ごとの回答者数が表示されます。棒にマウスカーソルを合わせると、
属性の男女比が表示されます。

高校順位
回答者が多かった高校から順番に、10位まで表示されます。［もっと見
る］ボタンをクリックすると、11位以下の高校が表示されます。

◼［開始前アンケート集計結果］タブ

⚫ アンケート回答者属性

アンケート回答者の属性の情報です。アンケート回答者属性は、［開始前アンケート集計結果］タブに表示
されます。

各項目について、以下に説明します。
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⚫ 事前印象（平均点）

アンケートの設問名「本校に感じていらっしゃる印象を教えてください」に対する回答（5段階評価）につ
いて、平均点の棒グラフが集計結果として表示されます。平均点は、「回答の点数の合計÷回答者数」で算
出されます。
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⚫ 学校選びの重視（平均点）

アンケートの設問名「学校選びで重視しているのは何でしょうか」に対する回答（5段階評価）について、
平均点の棒グラフが集計結果として表示されます。平均点は、「回答の点数の合計÷回答者数」で算出され
ます。

⚫ 入学志望度

アンケートの設問名「今の入学志望度を教えてください。」に対する回答について、選択肢の回答数が棒グ
ラフで表示されます。また、全回答数に対する選択肢の回答数が円グラフで表示されます。
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⚫ 参加回数

アンケートの設問名「参加回数」に対する回答について、選択肢の回答数が棒グラフで表示されます。また、
全回答数に対する選択肢の回答数が円グラフで表示されます。

⚫ 希望する学部・学科・コースを教えてください。

アンケートの設問名「希望する学部・学科・コースを教えてください。」に対する回答について、選択肢の
回答数が棒グラフで表示されます。また、全回答数に対する選択肢の回答数が円グラフで表示されます。
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◼［終了後アンケート集計結果］タブ

⚫ 事後魅力（平均点）

アンケートの設問名「オープンキャンパスに参加してみて、魅力と感じたものを教えて下さい。」に対する
回答（5段階評価）について、平均点の棒グラフが集計結果として表示されます。平均点は、「回答の点数
の合計÷回答者数」で算出されます。

⚫ 入学志望度

アンケートの設問名「今の入学志望度を教えてください。」に対する回答について、選択肢の回答数が棒グ
ラフで表示されます。また、全回答数に対する選択肢の回答数が円グラフで表示されます。
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⚫ 本校の特長の中で、気に入ったものを教えてください。

アンケートの設問名「本校の特長の中で、気に入ったものを教えてください。」に対する回答について、選
択肢の回答数が棒グラフで表示されます。また、全回答数に対する選択肢の回答数が円グラフで表示されま
す。
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⚫ 魅力の変化×学校選び重視平均との相関グラフ

以下の設問への回答の相関関係を分析し、魅力の変化、および学校選びの理由として重視する対象の変化を
確認できます。

アンケートでの設問名 集計結果名

開始前アンケートの「本校に感じていらっしゃる印象を
教えてください。」

開始前アンケート集計結果の「事前印象（平
均点）」

開始前アンケートの「学校選びの際に重視しているもの
を教えてください。」

開始前アンケート集計結果の「学校選びの重
視（平均点）」

終了後アンケートの「オープンキャンパスに参加してみ
て、魅力と感じたものを教えて下さい。」

終了後アンケート集計結果の「事後魅力（平
均点）」

「魅力の変化×学校選び重視平均との相関グラフ」の例を、以下に示します。

◼前後アンケート相関分析結果

［前後アンケート相関分析］タブには、開始前アンケートと終了後アンケートの回答の相関関係を分析した
結果が表示されます。

前後アンケート相関分析結果について、以下に説明します。
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項目 説明

（折れ線グラフ）

⚫ 縦軸は、各設問内容の回答（5段階評価）の平均点です。平均点は、
「回答の点数の合計÷回答者数」で算出されます。

⚫ 横軸は、設問内容の番号です。折れ線グラフの下に表示されている表
の1行目の番号が設問内容の番号です。

⚫ 赤い線は、開始前アンケート集計結果の「事前印象（平均点）」です。

⚫ 黒い線は、開始前アンケート集計結果の「学校選びの重視（平均
点）」です。

⚫ 青い線は、終了後アンケート集計結果の「事後魅力（平均点）」です。

（表の1行目） 「魅力項目」のラベル番号に対応しています。

開始前 開始前アンケート集計結果の「事前印象（平均点）」の結果です。

終了後 終了後アンケート集計結果の「事後魅力（平均点）」の結果です。

学校選び重視平均 開始前アンケート集計結果の「学校選びの重視（平均点）」の結果です。

ポイント率
開始前－重視

「開始前アンケート集計結果の「事前印象（平均点）」の結果」から「開
始前アンケート集計結果の「学校選びの重視（平均点）」の結果」を引い
た値です。マイナスの場合は赤字で表示されます。

ポイント率
終了後－開始前

「終了後アンケート集計結果の「事後魅力（平均点）」の結果」から「開
始前アンケート集計結果の「事前印象（平均点）」の結果」を引いた値で
す。マイナスの場合は赤字で表示されます。

ポイント率
終了後－重視

「終了後アンケート集計結果の「事後魅力（平均点）」の結果」から「開
始前アンケート集計結果の「学校選びの重視（平均点）」の結果」を引い
た値です。マイナスの場合は赤字で表示されます。

各項目について、以下に説明します。
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⚫ 入学志望度

開始前アンケートと終了後アンケートの入学志望度の変化を、グラフと表で示します。

「入学志望度」の分析結果の例を、以下に示します。
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項目 説明

（棒グラフ）

縦軸は回答の選択肢の割合

です。横軸はアンケートの

種類（開始前または終了後）

です。

棒にマウスカーソルを合わせ

ると、選択肢ごとの回答の割

合が表示されます。

入学志望度 回答の選択肢です。

開始前 開始前アンケートの回答数です。

終了後 終了後アンケートの回答数です。

終了後－開始前
終了後アンケートの回答数から開始前アンケートの回答数を差し引いた
値です。マイナスの場合は赤字で表示されます。

各項目について、以下に説明します。

▌ 開始前－終了後

開始前アンケートと終了後アンケートの志望度の比較結果です。

▌ 入学志望度の変化

開始前アンケートと比較した終了後アンケートにおける志望度の変化です。

⚫ 表中の数値は、終了後アンケートの志望度の回答数です。
⚫ 薄赤色のセルは、開始前アンケートと終了後アンケートの両方で志望度が高いエリアです。

薄青色のセルは、開始前アンケートと終了後アンケートの両方で志望度が低いエリアです。
⚫ は、開始前アンケートと比較して、終了後アンケートで志望度が上がったことを示しています。

は、開始前アンケートと比較して、終了後アンケートで志望度が下がったことを示しています。
例えば、「開始前」－「第二志望」×「終了後」－「第一志望」のセルの は、「開始前アンケートでは
貴校が第二志望」だったが、「終了後アンケートでは貴校が第一志望」になったことを示しています。

⚫ 志望度の変化のパターンは、以下の16種類です。

開始前アンケートの志望度 終了後アンケートの志望度 志望度の高低 志望度の変化

第一志望 第一志望 高い －

第一志望 第一志望にするか迷っている 高い 下がった

第一志望 他の学校が第一志望 － 下がった

第一志望 まだ決めていない － 下がった

第一志望にするか迷っている 第一志望 高い 上がった

第一志望にするか迷っている 第一志望にするか迷っている 高い －

第一志望にするか迷っている 他の学校が第一志望 － 下がった

第一志望にするか迷っている まだ決めていない － 下がった
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開始前アンケートの志望度 終了後アンケートの志望度 志望度の高低 志望度の変化

他の学校が第一志望 第一志望 － 上がった

他の学校が第一志望 第一志望にするか迷っている － 上がった

他の学校が第一志望 他の学校が第一志望 低い －

他の学校が第一志望 まだ決めていない 低い －

まだ決めていない 第一志望 － 上がった

まだ決めていない 第一志望にするか迷っている － 上がった

まだ決めていない 他の学校が第一志望 低い －

まだ決めていない まだ決めていない 低い －

⚫ オープンキャンパス体験後に感じた魅力×学校の特長相関表

終了後アンケートの、以下の設問の相関関係を示しています。

終了後アンケートでの設問名 相関表での名称

オープンキャンパスに参加してみて、魅力と感じたもの
を教えてください。

学校の魅力

本校の特長の中で、気に入ったものを教えてください。 学校の特長

「学校の魅力」の回答で「魅力と感じた」および「やや魅力と感じた」と回答した人が選択した、「学校の
特長」の回答結果です。学校の魅力と特長の関連付けを確認できます。

「オープンキャンパス体験後に感じた魅力×学校の特長 相関表」の例を、以下に示します。
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⚫ 列項目「1」～「15」の各セルの数値について
• 上段の数値は、「学校の魅力」の回答の選択肢「魅力と感じた」および「やや魅力と感じた」の回答

数です。
• 下段の数値は、「学校の特長」の回答数の割合です。「（下記画面の①÷②）×100」で算出されま

す。

⚫ 列項目「1」～「15」の各セルの色について
• 白色のセルは、「学校の特長」の回答数の割合が「0～9％」であることを示しています。
• 黄色のセルは、「学校の特長」の回答数の割合が「10～19％」であることを示しています。
• 薄赤色のセルは、「学校の特長」の回答数の割合が「20％以上」であることを示しています。

⚫ 列項目「延べ回答集計」の各セルの数値について
• 上段の数値は列項目「1」～「15」の合計値です。
• 下段の数値は、「延べ回答集計」の合計に対する上段の数値が占める割合です。「（下記画面の③÷

④）×100」で算出されます。

①

②

③

④

◼分析軸の設定

検索条件を指定し、特定の人やグループに絞り込んで集計結果と分析結果を確認できます。

1. ［開始前アンケート集計結果］タブ、［終了後アンケート集計結果］タブ、および［前後アンケー
ト相関分析］タブの右に表示される［分析軸の設定］ボタンをクリックします。

［分析軸の設定］画面が表示されます。
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2. 検索条件を指定し、［適用する］
ボタンをクリックします。

⚫ 指定した検索条件は、開始前アン
ケート集計結果、終了後アンケート
集計結果、および前後アンケート相
関分析のすべてに適用されます。

⚫ 検索条件を指定しない場合は、すべ
ての条件に該当する集計結果と分析
結果が表示されます。

各タブに、指定した検索条件が表示されます。また、各タブには、検索条件によって絞り込まれた集計結果
と分析結果が表示されます。以下の画面例は、［開始前アンケート集計結果］タブです。
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14-8-5 アンケート回答の集計・分析結果をダウンロード
する

アンケート回答の集計・分析結果のダウンロード方法を説明します。

ファイルを開く、またはファイルを保存するためのダイアログが表示されます。

3. ダイアログのメッセージに従い、ファイルを開くか、または保存します。

開始前アンケート集計結果、終了後アンケート集計結果、および前後アンケート相関分析のデータが1
つのcsvファイルでダウンロードされます。

参考

1. 「14-8-3 アンケートの集計対象」の説明を参照し、いずれかの方法で集計・分析結果を表示しま
す。

2. ［開始前アンケート集計結果］タブ、［終了後アンケート集計結果］タブ、または［前後アンケート相
関分析］タブ下部の［データダウンロード］ボタンをクリックします。

表示している集計・分析結果の種類を問わず、すべての集計・分析結果のデータが1つのcsvファイル
でダウンロードされます。

参考

上記のダイアログは、Internet Explorerの例です。Webブラウザによって表示される画面は異なりま
す。

参考
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14-補足 来校予約人数管理について

スマッケで管理されるイベント予約の経路には下記の種類があります。

・スタディサプリ進路

・スタディサプリ for SCHOOL

・スタディサプリ for MARKETING 来校予約フォーム

ひとつのイベントに対していくつかの経路で予約を受け付ける場合、各経路からの予約数は合算され、
満席時には自動的に予約が締め切られます。
なお、上記経路の予約において、予約者にてキャンセル操作が行われた場合や、スタディサプリ for 
MARKETING 上からキャンセル（予約者個人の情報を削除した場合を含む）操作をした場合、予約枠が
キャンセル数だけ解放され、予約受付が再開されます。

※複数の予約操作が全く同時に行われた場合、定員数を超えて予約を受け付けてしまう場合があります。

定員数については多少の余裕を持たせた上でのご利用を推奨します。

（例）来校予約フォームで予約した際の満席表示

上記以外の経路で登録されたイベント参加者は、定員に対して管理されません。

例）
・参加者リスト内 [出欠名簿に個人を追加する] からの登録
・同じく、[データアップロード画面へ移動する] で表示される画面での一括登録

重要

「今何人の予約が入っているのか？」を確認したい場合は、参加者リストをご確認ください。
参加者リストについては、「14-6-2 参加者を確認する」を参照してください。

参考



15-1 反応状況・構造分析
15-2 時期分析
15-3 メディア効果
15-4 併願学科分析

募集データをさまざまな条件で分析し、結果を表示します。
分析結果は、以後の募集戦略を検討する上で、重要な情報となります。

第15章

募集データ分析（募集状況分析）
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第15章 募集データ分析

15-1 反応状況・構造分析
反応状況・構造分析では、登録されているデータに基づいた募集状況分析レポートを確認できます。反応状
況・構造分析では、分析軸で設定した条件で分析した各種データを確認できます。
反応状況・構造分析は、サイドナビゲーションメニュー［募集データ分析］→［反応状況・構造分析］をク
リックして表示される［募集データ分析］－［反応状況・構造分析］画面で確認します。
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［分析軸を設定する］ボタン
分析軸を設定します。

分析軸の設定については、「15-1-1 分析軸
を設定する」を参照してください。

参照

合格表示
「合格」と「合格率」の表示／非表示を切り替え
られます。
 表示

「合格」と「合格率」の分析結果を表示します。
 非表示

「合格」と「合格率」の分析結果を表示しませ
ん。

モード切替
反応状況・構造分析のモードを切り替えます。
 経年比較

本年度と昨年度の分析結果の比較を表示します。
 来校回数

本年度の来校回数を基準にした分析結果を表示
します。

機能ボタンの説明

［募集目標を入力する］ボタン
［募集目標の入力］画面が表示されます。資料請
求、来校、出願、および入学の各募集状況の目標
を入力し、［適用する］ボタンをクリックします。



第15章 募集データ分析

15-4

15-1-1 分析軸を設定する
分析軸は、登録されているデータを分析するための条件です。条件を変更することで、さまざまな角度から
分析した結果を表示できます。
分析軸の設定方法を、以下に説明します。

1. ［分析軸を設定する］ボタンをクリックします。

2. 各タブで分析軸を設定し、［適用する］ボタンをクリックします。
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各タブの設定内容を、以下に説明します。

タブ 説明

入学予定年 分析結果を表示する対象者の入学予定年を選択します。

個人属性 分析結果を表示する対象者の個人属性を選択します。

学部・学科・コース 分析結果を表示する貴校の学部、学科、およびコースを選択します。

反応メディア 分析結果を表示する対象者が利用したメディアを選択します。

募集状況

分析結果を表示する対象者の、以下の募集状況を選択します。
 資料請求と請求区分
 来校と来校回数
 出願と出願・入試方式
 合格
 入学

設定した分析軸が表示されます。

 をクリックすると、分析軸が削除されます。
 ［すべてクリアする］ボタンをクリックすると、すべての分析軸がクリアされます。
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15-1-2 反応状況・構造分析を確認する
反応状況・構造分析には、募集状況の実績、構造分析の結果、およびルート別シェア率が表示されます。

募集状況の実績
募集状況の実績が表示されます。また、各募集状況の歩留まりが表示されます。

①

②
③

④

⑤
⑥

 以下に示した募集状況の実績例は、［モード切替］で［経年比較］を選択した場合の表示です。
［来校回数］を選択した場合、②③⑤⑥は表示されません。

 ［合格表示］スライドボタンを［非表示］にしている場合、「合格」と「合格率」は表示されませ
ん。

参考

出願を例として、項目の説明を以下に示します。

②目標対比＝
現時点の実績数

募集目標

③昨年着地対比＝
現時点の実績数

昨年の実績

④出願歩留まり＝
現時点の出願数
現時点の来校数

⑤目標歩留まり＝
出願数の目標
来校数の目標

⑥昨年着地歩留まり＝
昨年の出願数
昨年の来校数

①現時点の実績数
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構造分析
ルートごとの構造分析結果が表示されます。モード切替の選択（経年比較／来校回数）によって、表示され
る内容が異なります。以下に、経年比較と来校回数の表示例を示します。

①

②

③
④
⑤

②昨年歩留まり＝
昨年の来校数

昨年の資料請求数

 モード切替:経年比較の場合
資料請求→来校を例として、項目の説明を以下に示します。

①歩留まり＝
現時点の来校数

現時点の資料請求数

④昨年対比＝
現時点の資料請求→来校数
昨年の資料請求→来校数

（ ）は昨年の資料請求→来校の人数

③現時点の資料請求→来校数

⑤来校内のシェア率
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①
②

③
④

⑤

 モード切替:来校回数の場合
資料請求→来校予約→出願を例として、項目の説明を以下に示します。

①歩留まり＝
現時点の来校数

現時点の資料請求数

②単来歩留まり
複来歩留まり
2回 ＝
3回
4回以上

来校回数ごとの現時点の来校数
現時点の資料請求数

③現時点の資料請求→来校予約→出願数

④来校回数ごとの現時点の資料請求→来校予約→出願数

⑤出願内のシェア率
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ルート別シェア率
来校、出願、合格、および入学への各ルートのシェア率が、棒グラフで表示されます。

15-1-3 反応状況・構造分析のデータをダウンロードする
表示中の反応状況・構造分析のデータをCSVファイルでダウンロードします。

1. ［募集データ分析］－［反応状況・構造分析］画面下部の［データダウンロード］ボタンをクリッ
クします。

• 設定された条件で表示されているデータがダウンロードされます。
• 「15-2 時期分析」、「15-3 メディア効果」、「15-4 併願学科分析」でも、同様にデータのダウ

ンロードができます。

重要
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15-2 時期分析
時期分析では、登録されているデータに基づいた以下の分析結果を確認できます。
 時期別アクション
 来校回数別の来校時期
 資料請求と来校の相関
 出願とアクションの相関
時期分析は、サイドナビゲーションメニュー［募集データ分析］→［時期分析］をクリックして表示される
［募集データ分析］－［時期分析］画面で確認します。
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15-2-1 時期別アクションを確認する
時期別アクションでは、卒年ごとに、月別の学生のアクションを確認できます。
時期別アクションは、［募集データ分析］－［時期分析］画面の［時期別アクション］タブで確認します。

［分析軸を設定する］ボタン
分析軸を設定します。

分析軸の設定については、「15-1-1 分析軸
を設定する」を参照してください。

参照

カウント切替
分析対象の人数を切り替えます。
 初回接触

最初に接触したときの人数を対象に分析します。
 のべ

のべ人数を対象に分析します。

アクション切替
分析対象のアクションを選択します。資料請求と
来校の両方を同時に選択できます。
 資料請求

資料請求アクションの分析結果を表示します。
 来校

来校数の分析結果を表示します。

機能ボタンの説明

累計表示
累計の表示／非表示を切り替えます。
 表示

累計を表示します。
 非表示

累計を表示しません。

［比較用に画面を複製する］ボタン
現在表示している情報を別ウィンドウで表示しま
す。他の分析結果と比較する際に利用してくださ
い。
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時期詳細
卒年ごとの月別の、資料請求数と来校数のグラフと内訳表が表示されます。
 内訳表では、 ボタンで卒年を切り替えられます。
 内訳表の［目標（メモ）］には、目標値を入力できます。

グラフ内の各月にマウスカーソルを合わせると、その月の資料請求と来校の件数が表示されます。

「来校回数別の来校時期」、「資料請求と来校の相関」、および「出願とアクションの相関」の「時
期詳細」のグラフでも、同様の表示ができます。

参照
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シェア率
卒年ごとの時期別の、資料請求数と来校数のシェア率と内訳表が表示されます。
［内訳表の表示］で、内訳表の表示／非表示を切り替えられます。
 表示

内訳表を表示します。
 非表示

内訳表を表示しません。

グラフにマウスカーソルを合わせると、シェア率のボックスを均等な高さで表示し、グラフに表示されてい
ないシェア率の数値を表示します。

「来校回数別の来校時期」の「シェア率」のグラフでも、同様の表示ができます。

参照
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15-2-2 来校回数別の来校時期を確認する
来校回数別の来校時期を確認できます。
来校回数別の来校時期は、［募集データ分析］－［時期分析］画面の［来校回数別の来校時期］タブで確認
します。

［分析軸を設定する］ボタン
分析軸を設定します。

分析軸の設定については、「15-1-1 分析軸
を設定する」を参照してください。

参照

来校回数切替
分析対象の来校回数を切り替えます。
 初回

初回の来校を対象に、来校時期を分析します。
 2回目

2回目の来校を対象に、来校時期を分析します。
 3回目

3回目の来校を対象に、来校時期を分析します。

機能ボタンの説明

累計表示
累計の表示／非表示を切り替えます。
 表示

累計を表示します。
 非表示

累計を表示しません。

［比較用に画面を複製する］ボタン
現在表示している情報を別ウィンドウで表示しま
す。他の分析結果と比較する際に利用してくださ
い。
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時期詳細
グラフには、卒年別で来校回数ごとの月別の来訪者数が棒グラフで表示されます。また、来校回数ごとの月
別の来訪者数の累計が折れ線グラフで表示されます。
内訳表には、来校回数ごとに、卒年別の月別の来訪者数が表示されます。 ボタンで卒年を切り替えられ
ます。

シェア率
選択した来校回数の来校時期のシェア率と内訳表が表示されます。
［内訳表の表示］で、内訳表の表示／非表示を切り替えられます。
 表示

内訳表を表示します。
 非表示

内訳表を表示しません。

（次ページに続く）
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（前ページからの続き）

15-2-3 資料請求と来校の相関を確認する
資料請求数と来校数の相関を確認できます。資料請求数と来校数の相関は、［募集データ分析］－［時期分
析］画面の［資料請求と来校の相関］タブで確認します。

［分析軸を設定する］ボタン
分析軸を設定します。

分析軸の設定については、「15-1-1 分析軸
を設定する」を参照してください。

参照

機能ボタンの説明

［比較用に画面を複製する］ボタン
現在表示している情報を別ウィンドウで表示しま
す。他の分析結果と比較する際に利用してくださ
い。
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時期詳細
グラフには、卒年ごとの月別の、総資料請求数と来校者の資料請求数が棒グラフで表示されます。また、資
料請求→来校の歩留まりが折れ線グラフで表示されます。
内訳表には、卒年ごとの月別の総資料請求数、来校者の資料請求数、および資料請求→来校の歩留まりが表
示されます。 ボタンで卒年を切り替えられます。
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15-2-4 出願とアクションの相関を確認する
出願数とアクション数（資料請求数または来校数）の相関を確認できます。出願数とアクション数の相関は、
［募集データ分析］－［時期分析］画面の［出願とアクションの相関］タブで確認します。

［分析軸を設定する］ボタン
分析軸を設定します。

分析軸の設定については、「15-1-1 分析軸
を設定する」を参照してください。

参照

機能ボタンの説明

アクション切替
分析対象のアクションを選択します。
 資料請求

出願と資料請求の相関の分析結果を表示しま
す。

 来校
出願と来校数の相関の分析結果を表示します。

［比較用に画面を複製する］ボタン
現在表示している情報を別ウィンドウで表示しま
す。他の分析結果と比較する際に利用してくださ
い。

カウント切替
分析対象の人数を切り替えます。
 初回接触

最初に接触したときの人数を対象に分析します。
 のべ

のべ人数を対象に分析します。
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時期詳細
出願と、［アクション切替］で選択したアクションの相関を表示します。

 アクション切替:資料請求の場合
グラフには、卒年ごとの月別の、総資料請求数と出願者の資料請求数が棒グラフで表示されます。また、資
料請求→出願の歩留まりが折れ線グラフで表示されます。
内訳表には、卒年ごとの月別の総資料請求数、出願者の資料請求数、および資料請求→出願の歩留まりが表
示されます。 ボタンで卒年を切り替えられます。

 アクション切替:来校の場合
グラフには、卒年ごとの月別の、総来校数と出願者の来校数が棒グラフで表示されます。また、来校→出願
の歩留まりが折れ線グラフで表示されます。
内訳表には、卒年ごとの月別の総来校数、出願者の来校数、および来校→出願の歩留まりが表示されます。

ボタンで卒年を切り替えられます。
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15-3 メディア効果
メディア効果では、メディアごとの接触数に基づいた資料請求、来校、および出願の分析結果を確認できま
す。

メディア効果の各項目について、以下に説明します。

［分析軸を設定する］ボタン
分析軸を設定します。

分析軸の設定については、「15-1-1 分析軸を設定する」を参照してください。

参照

機能ボタンの説明

「来校寄与数」と「出願寄与数」は、メディアによって来校や出願が実現した数のことです。

参照

メディア効果は、サイドナビゲーションメニュー［募集データ分析］→［メディア効果］をクリックして表
示される［募集データ分析］－［メディア効果］画面で確認します。
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メディア毎の資料請求～出願までの効果
メディアごとの学生との総接触数、および接触数に基づいた資料請求から出願までのアクションの分析結果
を表示します。
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15-4 併願学科分析
併願学科分析では、学部・学科・コースごとの出願者数、および複数の学部・学科・コースを重複して出願
している学生の人数を確認できます。
併願学科分析は、サイドナビゲーションメニュー［募集データ分析］→［併願学科分析］をクリックして表
示される［募集データ分析］－［併願学科分析］画面で確認します。

［分析軸を設定する］ボタン
分析軸を設定します。

分析軸の設定については、「15-1-1 分析軸を設定する」を参照してください。

参照

機能ボタンの説明
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表内のセルにマウスカーソルを合わせると、学部・学
科・コースの組み合わせと、その組み合わせによる寄与
数が表示されます。

学部・学科・コースかぶり効果
学部・学科・コースの組み合わせごとに、複数の学部・学科・コースに出願した学生の人数を表示します。
［全画面で表示する］ボタンをクリックすると、「学部・学科・コースかぶり効果」を別ウィンドウで表示
します。
また、「かぶり図（イメージ）」では、3つの学部・学科・コースの組み合わせによる重複状況のイメージ
を表示します。
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16-2 オープンキャンパス予約数

リクルート反応状況では、スタディサプリ進路（ネット）や、
スタディサプリ for SCHOOL(進学辞典)による資料請求数、および
オープンキャンパス予約数を確認します。

第16章

リクルート反応状況
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リクルート反応状況では、スタディサプリ進路（ネット）とスタディサプリ for SCHOOL（進学辞典）を
経由した資料請求数、およびオープンキャンパス予約数を確認します。
リクルート反応状況は、サイドナビゲーションメニューの［リクルート反応状況］をクリックして表示され
る［リクルート反応状況］画面で確認します。

 ［資料請求数］または［オープンキャンパス予約数］タイトル下の「資料請求数 ＞」をクリック
すると、［資料請求数］タイトルが画面最上部に表示されて資料請求数の情報が表示されます。

 「オープンキャンパス予約数 ＞」をクリックすると、［オープンキャンパス予約数］タイトルが
画面最上部に表示されてオープンキャンパス予約数の情報が表示されます。

参考
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資料請求数は、［リクルート反応状況］画面の［資料請求数］で確認できます。
［資料請求数］には、以下の3つの情報が表示されます。

16-1 資料請求数

情報 説明

メディア全体
（ネット＋進学辞典）

スタディサプリ進路（ネット）とスタディサプリ for SCHOOL（進学辞典）
経由の資料請求数の情報が表示されます。

ネット スタディサプリ進路（ネット）経由の資料請求数の情報が表示されます。

進学辞典 スタディサプリ for SCHOOL（進学辞典）経由の資料請求数の情報が表示さ
れます。

メディア全体（ネット＋進学辞典）、スタディサプリ進路（ネット）経由、およびスタディサプリ for
SCHOOL（進学辞典）経由の資料請求数について、「年度比較」と「卒年比較」の情報を確認できます。

上記の3つの情報の確認・操作方法は同じです。以下の説明では、「メディア全体（ネット＋情報
誌）」の情報を例として確認・操作方法を説明します。
表示する情報には、「年度比較」と「卒年比較」があります。初期状態では、「年度比較」が選択さ
れています。［比較軸の選択］の［年度比較］または［卒年比較］をクリックして情報を選択できま
す。

参考

 年度比較
年度ごとに、以下の情報を確認できます。

• 今年度の資料請求数の累積
• 今年度の現時点での資料請求数の累積と、昨年同時期における資料請求数の累積の対比（％）、およ

び昨年同時期の資料請求数の累積
• 今年度の昨年度の、月別資料請求数のグラフ
• 今年度と昨年度の、累積資料請求数のグラフ
• 今年度と昨年度の、月別の資料請求数の一覧表
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資料請求数の「年度比較」の情報について、［メディア全体（ネット＋進学辞典）］を例として図示します。

 年度ごとの資料請求数の情報を確認できます。 今年度については、閲覧している年月を含めて過去14カ
月の情報が表示されます。

 昨年度については、閲覧している月の次の月（現在が2018年1月であれば2017年2月）を含めて過去15
カ月の情報が表示されます。

今年度の現時点での資料請求数の累積

＝
①
②

昨年同時期対比

昨年同時期の資料請求数の累積
②

①

棒グラフの軸

折れ線グラフの軸

資料請求数の累積を
示す折れ線グラフ

月別の資料請求数を
示す棒グラフ

12月を起点とする累計を表示しています。
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 卒年比較
卒年ごとに、以下の情報を確認できます。

• 今回、次回、および次々回の卒年の、資料請求数の累積
• 卒年ごとの現時点での資料請求数の累積と、1つ前の卒年同時期における資料請求数の累積の対比

（％）、および1つ前の卒年同時期の、資料請求数の累積
• 今回、次回、および次々回の卒年の、月別資料請求数のグラフ
• 今回、次回、および次々回の卒年の、累積資料請求数のグラフ
• 学年ごとの、月別の資料請求数の一覧表

資料請求数の「卒年比較」の情報について、［メディア全体（ネット＋情報誌）］を例として図示します。
卒年ごと（3年生から1年生）の資料請求数の情報を確認できます。

棒グラフの軸

折れ線グラフの軸

資料請求数の累積を
示す折れ線グラフ

月別の資料請求数を
示す棒グラフ

卒年ごとの現時点での
資料請求数の累積

＝
①
②

XX卒
同時期対比

卒年ごとの昨年同時期の
資料請求数の累積②

①

（次ページに示す表が表示されます）
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4月を起点とする累計を表示しています。
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［リクルート反応状況］画面の［オープンキャンパス予約数］で以下の6つの切り口でオープンキャンパス
の予約数を確認できます。

16-2 オープンキャンパス予約数

情報 説明

① メディア全体（ネット＋進
学事典）

スタディサプリ進路（ネット）経由とスタディサプリ for SCHOOL 
(進学事典) 経由のオープンキャンパス予約数を合算して表示

② メディア全体（ネット＋進
学事典）-イベント別

スタディサプリ進路（ネット）経由とスタディサプリ for SCHOOL 
(進学事典) 経由のオープンキャンパス予約数を合算してイベント別
に表示

③ ネット スタディサプリ進路（ネット）経由のオープンキャンパス予約数を
表示

④ ネット – イベント別 スタディサプリ進路（ネット）経由のオープンキャンパス予約数を
イベント別に表示

⑤ 進学事典 スタディサプリ for SCHOOL (進学事典)経由のオープンキャンパス
予約数を表示

⑥ 進学事典-イベント別 スタディサプリ for SCHOOL (進学事典)経由のオープンキャンパス
予約数をイベント別に表示
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棒グラフの軸

折れ線
グラフの軸

オープンキャンパス予約数
の累積を示す折れ線グラフ

月別のオープンキャンパス予
約数を示す棒グラフ

 メディア全体（ネット＋進学事典）／ネット／進学事典 の見方

 年度比較
年度ごとに、以下の情報を確認できます。

• 今年度のオープンキャンパス予約数の累積
• 今年度の現時点でのオープンキャンパス予約数の累積と、昨年同時期におけるオープンキャンパス予

約数の累積の対比（％）、および昨年同時期のオープンキャンパス予約数の累積
• 今年度の昨年度の、月別オープンキャンパス予約数のグラフ
• 今年度と昨年度の、累積オープンキャンパス予約数のグラフ
• 今年度と昨年度の、月別のオープンキャンパス予約数の一覧表

「年度比較」を選択した場合の表示について、以下に図示します。

今年度の現時点でのオープンキャンパス予約数の累積

＝
①
②

昨年同時期対比

昨年同時期のオープンキャンパス予約数の累積②

①

詳細（累計）-3月を起点とする累計を表示しています。
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 卒年比較
卒年ごとに、以下の情報を確認できます。

• 今回、次回、および次々回の卒年の、オープンキャンパス予約数の累積
• 卒年ごとの現時点でのオープンキャンパス予約数の累積と、1つ前の卒年同時期におけるオープン

キャンパス予約数の累積の対比（％）、および1つ前の卒年同時期の、オープンキャンパス予約数の
累積

• 今回、次回、および次々回の卒年の、オープンキャンパス予約数のグラフ
• 今回、次回、および次々回の卒年の、オープンキャンパス予約数のグラフ
• 学年ごとの、月別のオープンキャンパス予約数の一覧表

オープンキャンパス予約数の「卒年比較」の情報について、以下に図示します。

棒グラフの軸

折れ線
グラフの軸

オープンキャンパス予約数
の累積を示す折れ線グラフ

月別のオープンキャンパス
予約数を示す棒グラフ

卒年ごとの現時点での
オープンキャンパス
予約数の累積

＝
①
②

XX卒同時期対比

卒年ごとの昨年同時期の
オープンキャンパス
予約数の累積

②

①

（次ページに示す表が表示されます）
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16-2 オープンキャンパス予約数

詳細（累計）-4月を起点とする累計を表示しています。
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 メディア全体（ネット＋進学事典）／ネット／進学事典 -イベント別 の見方

イベント別のオープンキャンパス
予約数の累積を示す棒グラフ

イベント名と開催日

開催日をクリックすると
開催日時ごとの棒グラフを表示

開催日を指定してイベントを絞り込み



17-1 反応状況分析で確認できる情報
17-2 ヒートマップを確認する
17-3 地域別（エリア）の資料請求数を確認する
17-4 地域別（都道府県）の資料請求数を確認する
17-5 高校別（順位）の資料請求数を確認する
17-6 男女別の資料請求数を確認する
17-7 メディア別の資料請求数を確認する

反応状況詳細分析では、以下の方法で資料請求数の分析結果を確認で
きます。
ヒートマップ
地域別（エリア）
地域別（都道府県）
高校別（順位）
男女別
メディア別

第17章

募集データ分析（反応状況詳細分析）
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17-1 反応状況分析で確認できる情報

第17章 反応状況分析

サイドナビゲーションメニューの［募集データ分析］内各メニューで、以下の分析結
果を確認できます。

 ヒートマップ
資料請求を行った人の所在分布、および所在ごとの資料請求数の多少を、地図上へのマッピングで確認
できます。

 地域別（エリア）
地域別の資料請求数、および資料請求数の総数に対する地域ごとの資料請求数の割合を確認できます。

 地域別（都道府県）
都道府県ごとの資料請求数、および資料請求数の総数に対する都道府県ごとの資料請求数の割合を確認
できます。

 高校別（順位）
資料請求を行った人が所属する高校の分布を、地図上へのマッピングで確認できます。また、資料請求
数が多い順番で高校が一覧表示され、資料請求数の総数に対する高校ごとの資料請求数の割合を確認で
きます。

 男女別
資料請求数の総数に対する性別ごとの資料請求数の割合を確認できます。

 メディア別
メディアごとの資料請求数、および資料請求数の総数に対するメディアごとの資料請求数の割合を確認
できます。
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17-2 ヒートマップを確認する
ヒートマップは、資料請求を行った人の所在を地図上にマッピングしたデータです。
サイドナビゲーションメニューの［反応状況分析］→［ヒートマップ］をクリックして表示される［反応状
況分析］－［ヒートマップ］画面で確認します。

 表示するデータの選択について
 ［メディア選択］ドロップダウンリストで［すべて］を選択すると、すべてのメディアの情報が表示さ

れます。メディアを選択すると、選択したメディアごとの情報を表示できます。

 ［比較軸の選択］で年度ごと、または卒年ごとの表示に切り替えられます。
• ［比較軸の選択］で［年度比較］を選択した場合、［年度の選択］で選択した年度のヒートマップを
表示できます。

• ［比較軸の選択］で［卒年比較］を選択した場合、［卒年の選択］で選択した卒年のヒートマップを
表示できます。

 ［男女の選択］で［すべて］を選択すると、男女を合わせた情報が表示されます。［男性］または［女
性］を選択すると、性別ごとの情報を表示できます。

［メディア選択］ドロップダウンリストには、個人情報管理で「資料請求」のコンタクト履歴を個人
に追加したときに選択したメディアが表示されます。

参考
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項目 説明

地図上の 貴校の所在地です。

［自校に戻る］ボタン
初期状態では、貴校を中心とした地図が表示されます。
地図をスクロールした後にクリックすると、貴校を中心とした初期状態
の地図に戻ります。

地図が全画面表示になります。
元の表示に戻すには、キーボードの【ESC】キーを押します。

地図表示の拡大・縮小

をクリックすると、地図の表示が拡大されます。 をクリックすると、
地図の表示が縮小されます。
地図上にマウスカーソルを置き、キーボードの【Ctrl】キーを押しなが
らマウスのスクロールボタンを操作すると、地図の表示が拡大・縮小し
ます。

資料請求数の色表示 資料請求数が多い場所ほど、赤く表示されます。資料請求数が少ない場
所は、少なくなるにしたがって薄赤色～黄色～緑色で表示されます。

ヒートマップ部の各部と操作について、以下に説明します。
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17-3 地域別（エリア）の資料請求数を確認
する

地域別（エリア）は、地域ごとの資料請求数、および資料請求数の総数に対する資料請求数の割合の情報で
す。
サイドナビゲーションメニューの［反応状況分析］→［地域別（エリア）］をクリックして表示される［反
応状況分析］－［地域別（エリア）］画面で確認します。
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 地域別（エリア）資料請求【実数】
地域別（エリア）の「資料請求数の実数」を棒グラフで表示します。
 年度比較
年度ごとの「地域別（エリア）の資料請求数」の実数です。

地域別（エリア）の資料請求数の分析結果について、以下に説明します。

［メディア選択］ドロップダウンリストには、個人情報管理で「資料請求」のコンタクト履歴を個人
に追加したときに選択したメディアが表示されます。

参考

 表示するデータの選択について
 ［メディア選択］ドロップダウンリストで［すべて］を選択すると、すべてのメディアの情報が表示さ

れます。メディアを選択すると、選択したメディアごとの情報を表示できます。

 ［比較軸の選択］で年度ごと、または卒年ごとの表示に切り替えられます。
 ［男女の選択］で［すべて］を選択すると、男女を合わせた情報が表示されます。［男性］または［女

性］を選択すると、性別ごとの情報を表示できます。
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17-3 地域別（エリア）の資料請求数を確認する

 卒年比較
卒年ごとの「地域別（エリア）の資料請求数」の実数です。

 棒の右側には、以下の情報が表示されます。
資料請求数の総数（男性の資料請求数 / 女性の資料請求数 / 性別不明の資料請求数）

 棒にマウスカーソルを合わせると、「資料請求数の総数」に対する「性別ごとの資料請求数」の割合
（％）が表示されます。
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 地域別（エリア）資料請求【割合】
地域別（エリア）の、「資料請求数の総数」に対する「地域ごとの資料請求数」の割合（％）を棒グラフで
表示します。
 年度比較
年度ごとの、「資料請求数の総数」に対する「地域（エリア）ごとの資料請求数」の割合（％）です。

 卒年比較
卒年ごとの、「資料請求数の総数」に対する「地域（エリア）ごとの資料請求数」の割合（％）です。

棒にマウスカーソルを合わせると、地域（エリア）名と棒
グラフ上の色、および「資料請求数の総数」に対する「地
域（エリア）ごとの資料請求数」の割合（％）が表示され
ます。
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17-4 地域別（都道府県）の資料請求数を確
認する

地域別（都道府県）は、都道府県ごとの資料請求数、および資料請求数の総数に対する資料請求数の割合の
情報です。
サイドナビゲーションメニューの［反応状況分析］→［地域別（都道府県）］をクリックして表示される
［反応状況分析］－［地域別（都道府県）］画面で確認します。
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 表示するデータの選択について
 ［エリア選択］ドロップダウンリストで、表示するデータの地域を選択できます。

• 「すべて」を選択すると、すべての都道府県の情報が表示されます。このとき、「地域別（都道府県）
資料請求（割合）」は非表示になります。

• 地域を選択すると、選択した地域内の都道府県ごとの情報が表示されます。
• 初期状態では、貴校の所在地の地域（エリア）が選択されています。

 ［メディア選択］ドロップダウンリストで［すべて］を選択すると、すべてのメディアの情報が表示さ
れます。メディアを選択すると、選択したメディアごとの情報を表示できます。

［メディア選択］ドロップダウンリストには、個人情報管理で「資料請求」のコンタクト履歴を個人
に追加したときに選択したメディアが表示されます。

参考

 ［比較軸の選択］で年度ごと、または卒年ごとの表示に切り替えられます。
 ［男女の選択］で［すべて］を選択すると、男女を合わせた情報が表示されます。［男性］または［女

性］を選択すると、性別ごとの情報を表示できます。
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 地域別（都道府県）資料請求【実数】
地域別（都道府県）の「資料請求数の実数」を棒グラフで表示します。以下の画面は、［エリア選択］が初
期状態の場合の例です。
 年度比較
年度ごとの「地域別（都道府県）の資料請求数」の実数です。

地域別（都道府県）の資料請求数の分析結果について、以下に説明します。
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 卒年比較
卒年ごとの「地域別（都道府県）の資料請求数」の実数です。
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 地域別（都道府県）資料請求【割合】
地域別（都道府県）の、「資料請求数の総数」に対する「地域（都道府県）ごとの資料請求数」の割合
（％）を棒グラフで表示します。
 年度比較
年度ごとの「資料請求数の総数」に対する「地域（都道府県）ごとの資料請求数」の割合（％）です。

 棒の右側には、以下の情報が表示されます。
資料請求数の総数（男性の資料請求数 / 女性の資料請求数 / 性別不明の資料請求数）

 棒にマウスカーソルを合わせると、「資料請求数の総数」に対する「性別ごとの資料請求数」の割合
（％）が表示されます。

 卒年比較
卒年ごとの「資料請求数の総数」に対する「地域（都道府県）ごとの資料請求数」の割合（％）です。
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棒にマウスカーソルを合わせると、地域（都道府県）名と棒
グラフ上の色、および「資料請求数の総数」に対する「地域
（都道府県）ごとの資料請求数」の割合（％）が表示されま
す。
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17-5 高校別（順位）の資料請求数を確認す
る

高校別（順位）は、資料請求を行った人が所属する高校ごとの資料請求数の情報です。
サイドナビゲーションメニューの［反応状況分析］→［高校別（順位）］をクリックして表示される［反応
状況分析］－［高校別（順位）］画面で確認します。

 表示するデータの選択について
 ［メディア選択］で［すべて］を選択すると、すべてのメディアの情報が表示されます。メディアを選

択すると、選択したメディアごとの情報を表示できます。
 ［比較軸の選択］で年度ごと、または卒年ごとの表示に切り替えられます。

• ［比較軸の選択］で［年度比較］を選択した場合、［年度の選択］で選択した年度のヒートマップを
表示できます。

• ［比較軸の選択］で［卒年比較］を選択した場合、［卒年の選択］で選択した卒年のヒートマップを
表示できます。

 ［男女の選択］で［すべて］を選択すると、男女を合わせた情報が表示されます。［男性］または［女
性］を選択すると、性別ごとの情報を表示できます。
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 高校分布図

貴校の所在地を中心とした高校の分布が表示され
ます。
 貴校は、（青色のバルーン）で表示されます。
 高校は、以下のバルーンで表示されます。

• 資料請求数が0件の高校は、（灰色のバルー
ン）で表示されます

• 資料請求数が1～5件の高校は、（緑色のバ
ルーン）で表示され、バルーン内に資料請求
数が表示されます。

• 資料請求数が6件以上の高校は、（赤色のバ
ルーン）で表示され、バルーン内に資料請求
数が表示されます。

• バルーンをクリックすると、高校名が表示さ
れます。

項目 説明

［自校に戻る］ボタン
初期状態では、貴校を中心とした地図が表示されます。
地図をスクロールした後にクリックすると、貴校を中心とした初期状態
の地図に戻ります。

地図が全画面表示になります。
元の表示に戻すには、キーボードの【ESC】キーを押します。

地図表示の拡大・縮小

をクリックすると、地図の表示が拡大されます。 をクリックすると、
地図の表示が縮小されます。
地図上にマウスカーソルを置き、キーボードの【Ctrl】キーを押しなが
らマウスのスクロールボタンを操作すると、地図の表示が拡大・縮小し
ます。

高校分布図の各部と操作について、以下に説明します。
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17-5 高校別（順位）の資料請求数を確認する

 高校順位
資料請求の多い順に、上位10位までの高校の一覧
が表示されます。高校ごとに、資料請求数の全体
に対する割合、および資料請求数が表示されます。
［もっと見る］ボタンをクリックすると、11位以
下の高校が表示されます。
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17-6 男女別の資料請求数を確認する
男女別は、資料請求数の総数に対する性別ごとの資料請求数の割合の情報です。
サイドナビゲーションメニューの［反応状況分析］→［男女別］をクリックして表示される［反応状況分
析］－［男女別アクション］画面で確認します。

 表示するデータの選択について
 ［メディア選択］ドロップダウンリストで［すべて］を選択すると、すべてのメディアの情報が表示さ

れます。メディアを選択すると、選択したメディアごとの情報を表示できます。

［メディア選択］ドロップダウンリストには、個人情報管理で「資料請求」のコンタクト履歴を個人
に追加したときに選択したメディアが表示されます。

参考

 ［比較軸の選択］で年度ごと、または卒年ごとの表示に切り替えられます。
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17-6 男女別の資料請求数を確認する

 卒年比較
卒年ごとの「資料請求数の総数」に対する「性別ごとの資料請求数」の割合（％）です。 （ ）内は、資
料請求（人数）です。

棒にマウスカーソルを合わせると、「資料請求数の総数」に
対する「性別ごとの資料請求数」の割合（％）が表示されま
す。

男女別の資料請求数の分析結果について、以下に説明します。
 年度比較
年度ごとの「資料請求数の総数」に対する「性別ごとの資料請求数」の割合（％）です。（ ）内は、資料
請求（人数）です。
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17-7 メディア別の資料請求数を確認する
メディア別は、メディアごとの資料請求数、および資料請求数の総数に対するメディアごとの資料請求数の
割合の情報です。
サイドナビゲーションメニューの［反応状況分析］→［メディア別］をクリックして表示される［反応状況
分析］－［メディア別］画面で確認します。

 表示するデータの選択について
 ［メディア選択］で［すべて］を選択すると、すべてのメディアの情報が表示されます。メディアを選

択すると、選択したメディアごとの情報を表示できます。

［メディア選択］ドロップダウンリストには、個人情報管理で「資料請求」のコンタクト履歴を個人
に追加したときに選択したメディアが表示されます。

参考

 ［比較軸の選択］で年度ごと、または卒年ごとの表示に切り替えられます。
 ［男女の選択］で［すべて］を選択すると、男女を合わせた情報が表示されます。［男性］または［女

性］を選択すると、性別ごとの情報を表示できます。
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17-7 メディア別の資料請求数を確認する

 卒年比較
卒年ごとの「メディア別の資料請求数」の実数です。

 棒の右側には、以下の情報が表示されます。
資料請求数の総数（男性の資料請求数 / 女性の資料請求数 / 性別不明の資料請求数）

 棒にマウスカーソルを合わせると、「資料請求数の総数」に対する「性別ごとの資料請求数」の割合
（％）が表示されます。

メディア別の資料請求数の分析結果について、以下に説明します。

 メディア別 資料請求【実数】
メディア別の資料請求数の実数を棒グラフで表示します。
 年度比較
年度ごとの「メディア別の資料請求数」の実数です。



17-22

第17章 反応状況分析

 卒年比較
卒年ごとの「資料請求数の総数」に対する「メディアごとの資料請求数」の割合（％）です。

棒にマウスカーソルを合わせると、メディア名と棒グラフ上
の色、および「資料請求数の総数」に対する「メディアごと
の資料請求数」の割合（％）が表示されます。

 メディア別 資料請求【割合】
メディア別の「資料請求数の総数」に対する「メディアごとの資料請求数」の割合（％）を棒グラフで表示
します。
 年度比較
年度ごとの「資料請求数の総数」に対する「メディアごとの資料請求数」の割合（％）です。
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18-5 個人情報を削除する
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個人情報管理



18-2

18-1 個人情報を検索する

第18章 個人情報管理

個人情報の検索は、サイドナビゲーションメニューの［個人管理］→［個人検索］をクリックして表示され
る［個人管理］－［個人検索］画面で実行します。

［個人管理］－［個人検索］画面の［検索条件指定］タブで、検索条件を指定します。

18-1-1 検索条件を指定して検索する

検索条件の各項目について、以下に説明します。

個人の検索には、以下の2つの方法があります。

• 検索条件を指定し、該当する複数の個人を検索する

• 特定の個人を検索する

検索対象の個人に該当する属性にチェックを付けます。

属性

⚫ ［属性］にチェックを付けると、すべての項目にチェックが付きます。初期状態でチェックが付いてい
ます。

⚫ ［高校生］にチェックを付けると、［高校生］内のすべての項目にチェックが付きます。

⚫ ［高校生以外］にチェックを付けると、［高校生以外］内のすべての項目にチェックが付きます。
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検索対象の個人が登録された日付、または資料請求やオープンキャンパスの予約をした日付の範囲を指定し
ます。

日付

⚫ 各コンタクト履歴のデータが登録された日で検索する場合は［データ取り込み日］を、各コンタクト履
歴のアクション日で検索する場合は［アクション日］を選択します。

⚫ 左のテキストボックスに日付の範囲の開始日、右のテキストボックスに日付の範囲の終了日を指定しま
す。開始日と終了日のどちらか一方のみでも検索できます。

⚫ をクリックして表示されるカレンダーで日付を選択します。

⚫ 指定をクリアする場合は、 ボタンをクリックします。

検索対象の個人の性別にチェックを付けます。

性別

⚫ ［性別］にチェックを付けると、すべての項目にチェックが付きます。

検索対象の個人が所属する高校を指定します。

高校名
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2. テキストボックスに高校名を入
力します。

1文字目の入力後から、該当する
高校がリスト表示されます。文
字の入力を進めると、該当する
高校が絞り込まれます。

3. 検索条件に指定する高校をク
リックします。

⚫ 複数の高校を指定できます。続けて他の高校を選択する場合は、手順1.～3.を実行します。

⚫ 選択した高校を削除する場合、［削除］の をクリックします。

選択した高校が［選択した学校］に
表示されます。

⚫ 高校名で検索する場合は、［高校名検索］を選択し、高校名を指定します。その他の学校の場合は、
［その他の学校］を選択します。

⚫ ［高校名検索］を選択した場合の、高校名の指定方法を以下に説明します。

1. ドロップダウンリストをクリッ
クします。

テキストボックスが表示されま
す。
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検索対象の個人の、住所の都道府県を指定します。

都道府県

⚫ ［都道府県］にチェックを付けると、すべての項目にチェックが付きます。

⚫ 地方名にチェックを付けると、地方のすべての県にチェックが付きます。

コンタクト履歴の種別を指定して検索します。コンタクト履歴とは、学生などの個人が貴校にコンタクトし
た履歴の情報です。コンタクト履歴の検索条件を指定するには、各コンタクト種別の ボタン
をクリックします。

コンタクト種別

各コンタクト種別の ボタンをクリックして表示される画面について、以下に説明します。

⚫ 各コンタクト種別の条件追加画面では、検索条件に指定する項目にチェックを付け、［検索条件を追
加する］ボタンをクリックします。

⚫ ［キャンセル］ボタンをクリックすると、検索条件を指定せずに［個人管理］－［個人検索］画面に
戻ります。
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❒ 資料請求

▌ 資料請求の有無

資料請求の有無を指定します。

▌ 資料・願書区分

請求した書類の区分を指定します。

▌ 資料請求媒体

資料を請求したときに使用した媒
体を指定します。

▌ 資料請求番号

⚫ ［資料請求番号一覧］で、資料
請求番号を指定します。

⚫ ［過去の資料を選択する］をク
リックすると、過去の資料請求
番号が表示されます。

資料請求媒体は、資料請求番号と
同時に指定できません。

参考

資料請求番号は、資料請求媒体と
同時に指定できません。

参考



⚫ 来校の検索条件を削除する場合、検索条件右横の をクリックします。
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❒ 来校

▌ 来校の有無

来校の有無を指定します。

▌ 開催日

イベント開催日の範囲を指定しま
す。

⚫ 左のテキストボックスに開催日の
範囲の開始日、右のテキストボッ
クスに開催日の範囲の終了日を指
定します。

⚫ をクリックして表示されるカレ
ンダーで日付を選択します。

⚫ 指 定 を ク リ ア す る 場 合 は 、
ボタンをクリックします。

▌ イベント

一覧に表示されているイベントに
チェックを付け、検索条件にする
イベントを指定します。

⚫ ［開催日で絞り込む］に開催日
の範囲を指定し、［絞り込む］
ボタンをクリックすると、イベ
ントを絞り込めます。

指定した来校の検索条件が［コンタクト種別］の［来校］に表示されます。

⚫ 資料請求の検索条件を削除する場合、検索条件右横の をクリックします。

指定した資料請求の検索条件が［コンタクト種別］の［資料請求］に表示されます。

開催日の範囲の指定方法について
は、上記の「▋開催日」の説明を
参考にしてください。

参照
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❒ ガイダンス

▌ ガイダンス参加の有無

ガイダンス参加の有無を指定しま
す。

▌ 開催日

ガイダンスの開催日の範囲を指定
します。

⚫ 左のテキストボックスに開催日の
範囲の開始日、右のテキストボッ
クスに開催日の範囲の終了日を指
定します。

⚫ をクリックして表示されるカレ
ンダーで日付を選択します。

⚫ 指 定 を ク リ ア す る 場 合 は 、
ボタンをクリックします。

▌ ガイダンス

一覧に表示されているガイダンス
にチェックを付け、検索条件にす
るガイダンスを指定します。

⚫ ［開催日で絞り込む］に開催日
の範囲を指定し、［絞り込む］
ボタンをクリックすると、イベ
ントを絞り込めます。

開催日の範囲の指定方法について
は、上記の「▋開催日」の説明を
参考にしてください。

参照

⚫ ガイダンスの検索条件を削除する場合、検索条件右横の をクリックします。

指定したガイダンスの検索条件が［コンタクト種別］の［ガイダンス］に表示されます。
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❒ オープンキャンパスアンケート回答

一覧に表示されているオープンキャ
ンパスイベントにチェックを付け、
アンケートに回答したコンタクト履
歴を検索条件に指定します。

⚫ ［開催日で絞り込む］に開催日の
範囲を指定し、ボタンをクリック
すると、オープンキャンパスイベ
ントを絞り込めます。

⚫ オープンキャンパスアンケート回答の検索条件を削除する場合、検索条件右横の をクリックします。

指定したオープンキャンパスアンケート回答の検索条件が［コンタクト種別］の［オープンキャンパスアン
ケート回答］に表示されます。

開催日の範囲の指定方法について
は、前ページの「❐来校」の、
「▋開催日」の説明を参考にして
ください。

参照
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❒ 出願
▌ 出願の有無

出願の有無を指定します。

▌ 学部・学科・コース

出願した学部・学科・コースを
ドロップダウンリストで選択しま
す。

⚫ [学部・学科・コースを追加する]
をクリックして、検索条件を追加
できます。

⚫ 検索条件を削除する場合、検索条
件右横の をクリックします。

▌ 出願・入試方法

出願・入試方法をドロップダウン
リストで選択します。

⚫ [出願・入試方法を追加する]をク
リックして、検索条件を追加でき
ます。

⚫ 検索条件を削除する場合、検索条
件右横の をクリックします。

▌ 試験日

検索条件に含める試験日の範囲を
指定します。

⚫ 左のテキストボックスに試験日の
範囲の開始日、右のテキストボッ
クスに試験日の範囲の終了日を指
定します。

⚫ をクリックして表示されるカレ
ンダーで日付を選択します。

⚫ 指定をクリアする場合は、
ボタンをクリックします。

▌ 合否結果

合否の結果、欠席を指定します。

⚫ 出願の検索条件を削除する場合、検索条件右横の をクリックします。

指定した出願の検索条件が［コンタクト種別］の［出願］に表示されます。
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❒ 入学

▌ 入学の有無

入学、未入学の結果を指定します。

▌ 学部・学科・コース

入学した学部・学科・コースをド
ロップダウンリストで選択します。

⚫ [学部・学科・コースを追加する]
をクリックして、検索条件を追加
できます。

⚫ 検索条件を削除する場合、検索条
件右横の をクリックします。

▌ 入学書類の提出有無

入学書類受領したか、していない
かを指定します。

▌ 諸費用の支払い有無

諸費用の入金が済んでいるか、い
ないかを指定します。

⚫ 入学の検索条件を削除する場合、検索条件右横の をクリックします。

指定した入学の検索条件が［コンタクト種別］の［入学］に表示されます。
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⚫ ラベル出力の検索条件を削除する場合、検索条件右横の をクリックします。

指定したラベル出力の検索条件が［コンタクト種別］の［ラベル出力］に表示されます。

❒ ラベル出力

ラベルを出力した回数を指定します。
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❒ メッセージ送信

▌ メッセージ送信有無

メッセージの送信の有無を指定し
ます。

▌ メッセージテンプレートID

一覧に表示されているメッセージ
テンプレートにチェックを付け、
メッセージの送信に使用したメッ
セージテンプレートを指定します。

⚫ メッセージ送信の検索条件を削除する場合、検索条件右横の をクリックします。

指定したメッセージ送信の検索条件が［コンタクト種別］の［メッセージ送信］に表示されます。
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❒ その他

［その他］の条件の一覧には、個人
情報のコンタクト履歴の［種別］で
「その他」を選択したときに［内
容］へ入力した内容が表示されます。

条件の設定方法は、以下のとおりで
す。

1. コンタクト履歴の「その他」の
「内容」に対して設定する条件
（アクション）をテキストボッ
クスに入力します。

2. 条件として追加するコンタクト
履歴の「その他」の「内容」に
チェックを付けます。

⚫ その他の検索条件を削除する場合、検索条件右横の をクリックします。

指定したその他の検索条件が［コンタクト種別］の［その他］に表示されます。

コ ン タ ク ト 履 歴 に つ い て は 、
「18-7 コンタクト履歴を管理す
る」を参照してください。

参照
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検索対象の個人が利用したメディアを指定します。

「リクルート」にチェックを付けた場合、リクルート経由の資料請求またはオープンキャンパス予約をした
個人が検索対象になります。

「受付（予約なし）」にチェックを付けた場合、QRコードを読み込んで受付した予約なし来校者が検索対
象になります。

「リクルート」以外のメディアの場合、以下の操作で「種別」に「資料請求」「ガイダンス」または「来
校」を指定したときに選択した「メディア」が登録されている個人が検索対象になります。

• 個人情報のコンタクト履歴を登録
• データアップロード機能で他のメディアの反応情報をアップロード

メディア

⚫ ［メディア］にチェックを付けると、すべての項目にチェックが付きます。

検索対象の個人への連絡手段を指定します。

連絡手段

⚫ コンタクト履歴については、「18-7 コンタクト履歴を管理する」を参照してください。
⚫ データアップロード機能については、「18-12 他メディアの反応情報をアップロードする」を参照

してください。

参照

資料発送対象

検索対象の個人への資料発送対象を指定します。
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［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面が表示され、検索結果が表示されます。

［該当件数］には、検索条件に該当する件数（人数）が表示されます。

検索対象の個人に設定した募集支援項目を指定します。

募集支援項目

募集支援項目については、「18-10 募集支援項目を活用する」を参照してください。

参照
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◼ 検索結果一覧

検索結果が表示されます。各項目について、以下に説明します。

項目 説明

該当件数 検索結果のチェックボックスにチェックを付けた件数が表示されます。

（チェックボックス） 画面下部の各ボタンの操作を実行する個人にチェックを付けます。

個人ID 個人情報の登録時に付与されたIDです。

氏名

個人の氏名とフリガナが表示されます。

氏名をクリックすると、個人情報を参照できます。

性別 個人の性別が表示されます。

都道府県 個人の住所の都道府県が表示されます。

電話番号
メールアドレス

個人の電話番号、およびメールアドレスが表示されます。

高校名 個人の所属する高校が表示されます。

学年
卒年

個人の学年、および卒業年が表示されます。

属性 個人の属性が表示されます。

各項目について、以下に説明します。

◼ 指定された検索条件

⚫ 検索条件が表示されます。

⚫ ［指定された検索条件を確認する］
ボタンをクリックすると、［指定さ
れた検索条件］画面が表示されます。

⚫ ［指定された検索条件］画面で［検
索条件を再設定する］ボタンをク
リックすると、［個人管理］－［個
人検索］画面が表示されます。

⚫ ［指 定さ れた 検索 条件 ］画面 で
［キャンセルする］ボタンまたは
［閉じる× ］をクリックすると、
［指定された検索条件］画面が閉じ、
［個人管理］－［個人検索の結果一
覧］画面に戻ります。

個人情報の参照については、「18-2 個人情報を参照する」を参照
してください。

参照
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◼ （画面下部の操作ボタン）

ボタン 説明

募集支援項目設定

［個人管理］－［募集支援項目の設定］画面が表示されます。募集支援
項目を個人情報に追加できます。

メッセージ送信

［メッセージ送信］－［メッセージ送信予約］画面が表示されます。
メッセージの送信予約ができます。

ダウンロード

［ダウンロード］画面が表示されます。個人情報をダウンロードできま
す。

ラベル出力

［ラベル出力印刷］画面が表示されます。個人のラベルを出力できます。

条件設定へ戻る ［個人管理］－［個人検索］画面に戻ります。

項目 説明

コンタクト履歴 貴校に対するコンタクトの履歴が表示されます。

詳細

をクリックすると、個人情報を確認できます。

個人情報の参照については、「18-2 個人情報を参照する」を参照
してください。

参照

事前に、募集支援項目を設定する必要があります。

重要

募集支援項目の個人情報への追加については、「18-10-4 募集支
援項目を個人情報に追加する」を参照してください。

参照

メッセージ送信については、「第19章 メッセージ送信」を参照し
てください。

参照

個人情報のダウンロードについては、「18-8 個人情報をダウン
ロードする」を参照してください。

参照

ラベル出力印刷については、「18-9 宛先ラベルを印刷する」を参
照してください。

参照
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［個人管理］－［個人検索］画面の［個人プロフィール指定］タブで、個人プロフィールを指定します。

18-1-2 特定の個人を検索する
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項目 説明

氏名 検索する個人の氏名の一部、またはすべてを入力します。

フリガナ
検索する個人の氏名の、フリガナの一部、またはすべてをカタカナで入
力します。

性別
検索する個人の性別にチェックを付けます。不明の場合は「不明」に
チェックを付けます。

属性
検索する個人に該当する属性（学年・卒業年度など）を、ドロップダウ
ンリストで選択します。

高校名

検索する個人が所属する高校を指定します。

⚫ 高校の指定方法については、「18-1-1 検索条件を指定して検索す
る」－「高校名」の説明を参照してください。

⚫ 指定をクリアする場合は、 ボタンをクリックします。

都道府県 検索する個人の、住所の都道府県をドロップダウンリストで選択します。

生年月日 検索する個人の生年月日をドロップダウンリストで選択します。

個人特定条件－電話番号 検索する個人の電話番号の一部、またはすべてを入力します。

個人特定条件－メールアドレ
ス

検索する個人のメールアドレスの一部、またはすべてを入力します。

個人特定条件－個人ID 検索する個人のIDの一部、またはすべてを入力します。

個人プロフィールの各項目を指定した後、画面最下部の［検索する］ボタンをクリックします。

［該当件数］には、検索条件に該当する件数が表示されます。

個人プロフィールの各検索項目について、以下に説明します。

［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面が表示され、検索結果が表示されます。

検索結果の説明については、「18-1-1 検索条件を指定して検索する」を参照してください。

参照



18-1 個人情報を検索する

18-21

18-2 個人情報を参照する
検索した個人の情報を参照する方法を説明します。

1. 「18-1 個人情報を検索する」を参照し、個人情報を検索します。

［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面が表示され、検索結果が表示されます。

2. 個人の氏名、または をクリッ
クします。
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項目 説明

個人ID 個人情報の登録時に付与されたIDです。

個人登録日 個人情報が登録された年月日が表示されます。

氏名 氏名が表示されます。

フリガナ 氏名のフリガナが表示されます。

性別 性別が表示されます。

学年/卒年 学年と卒業年が表示されます。

属性

個人の現在の属性が表示されます。

⚫ 高校在学中、および高校生（既卒者）の場合は、「高校生」が表示
されます。

⚫ 高校生以外の場合は、個人情報の登録または変更時に設定した［属
性］が表示されます。

高校情報 個人が所属する高校が表示されます。

その他学校名 高校情報に表示されないその他の学校名が表示されます。

住所 住所が表示されます。

電話番号 電話番号が表示されます。

メールアドレス メールアドレスが表示されます。

生年月日 生年月日が表示されます。

備考 個人情報の登録／修正の際に入力された「備考」の情報が表示されます。

（募集支援項目）

画面例で［出願フラグ］と表示されている箇所には、募集支援項目が表
示されます。

メッセージ送信
メッセージの送信停止が設定されている場合、「メッセージ送信停止」
が表示されます。

検索対象

空欄です。

各項目について、以下に説明します。

個人を検索対象外にする方法については、「18-13 個人を検索対
象外にする／検索対象外を解除する」を参照してください。

参照

募集支援項目については、「18-10 募集支援項目を活用する」を
参照してください。

参照
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項目 説明

資料発送対象

個人登録後に個人情報の変更にて設定可能になります。個人登録時点で
は発送対象(空欄)です。

コンタクト履歴

コンタクト履歴とは、学生などの個人が貴校にコンタクトした履歴の情
報です。コンタクト履歴の一覧が表示されます。

をクリックすると、コンタクト履歴の詳細が表示されます。

コンタクト履歴については、「18-7 コンタクト履歴を管理する」
を参照してください。

参照

◼ 操作ボタン

ボタン 説明

個人プロフィール変更

個人情報を変更します。

コンタクト履歴追加・変更

コンタクト履歴を追加・変更・削除します。コンタクト履歴とは、学生
などの個人が貴校にコンタクトした履歴の情報です。

前の画面に戻る ［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面に戻ります。

削除する

個人情報を削除できます。

メッセージを送信する

個人にメッセージを送信できます。

個人情報の変更方法については、「18-4 個人情報を変更する」を
参照してください。

参照

「18-5 個人情報を削除する」の手順3.を参照してください。

参照

「19-5-1 個人を検索してメッセージの送信を予約する」の手順4.
～8.を参照してください。

参照

コンタクト履歴については、「18-7 コンタクト履歴を管理する」
を参照してください。

参照

個人を発送対象外にする方法については、「18-14 個人を資料発
送対象外にする／資料発送対象外を解除する」を参照してください。

参照
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2. 各項目を設定し、［検索する］ボタンをクリックします。

各項目について、以下に説明します。

項目 説明

氏名（姓） 登録する個人の姓を入力します。

卒業予定年 登録する個人の卒業予定の年をドロップダウンリストで選択します。

高校情報

登録する個人が所属する高校を指定します。

⚫ 高校の指定方法については、「18-1-1 検索条件を指定して検索す
る」－「高校名」の説明を参照してください。

⚫ 指定をクリアする場合は、 ボタンをクリックします。

電話番号 登録する個人の電話番号を入力します。

郵便番号 登録する個人の住所の郵便番号を入力します。

18-3 個人情報を登録する
個人情報を登録する方法を説明します。

1. サイドナビゲーションメニューの［個人管理］→［個人登録］をクリック
します。

［個人管理］－［個人情報登録］画面が表示されます。

登録を実行する前に、登録しようとしている個人がシステムに登録されているかどうかを確認します。

参考
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［個人管理］－［個人情報登録］画面に［個人情報の選択］が表示され、該当する個人が登録されてい
るかどうかが表示されます。

⚫ 該当する個人が登録されていない場合、該当する個人が登録されていないというメッセージが表示さ
れ、［新規個人として登録する］ボタンが表示されます。

⚫ 該当すると思われる個人が登録されている場合、検索結果が表示されます。検索結果には［選択］ボ
タンが表示されます。また、検索結果の下に［上記とは別人として登録する］が表示されます。

3. 以下のいずれかの操作を実行します。

◼ 該当する個人が登録されていない場合 ◼ 該当すると思われる個人が登録されている場合

⚫ 該当する個人が登録されていない場合は［新規
個人として登録する］ボタンをクリックし、以
降の手順4.と5.を実行して個人情報を登録しま
す。

⚫該当すると思われる個人が登録されているが、
検索結果に表示された個人とは別人の場合は、
［上記とは別人として登録する］をクリックし、
以降の手順4.と5.を実行して個人情報を登録し
ます。

⚫検索結果に表示された個人が登録しようとして
いる個人の場合、個人情報を更新します。
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［個人管理］－［個人情報登録］画面に、個人情報の設定項目が表示されます。

4. 各項目を設定し、［確認する］ボタンをクリックします。

（次ページへ続く）
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各項目について、以下に説明します。

項目 説明

氏名 登録する個人の姓と名を入力します。

フリガナ 登録する個人の姓と名のフリガナを、カタカナで入力します。

性別
登録する個人の性別にチェックを付けます。不明の場合は「不明」に
チェックを付けます。

卒業予定年 登録する個人の卒業予定の年をドロップダウンリストで選択します。

属性
［卒業予定年］で「高校生以外」を選択した場合に表示されます。現在
の属性を選択します。

卒業年
［卒業予定年］で「高校生（既卒者）」または「高校生以外」を選択し
た場合に表示されます。高校を卒業した年を選択します。

（前ページからの続き）

［卒業予定年］で「高校生（既卒者）」を選択すると、［卒業年］という項目が表示されます。

参考

［卒業予定年］で「高校生以外」を選択すると、［属性］と［卒業年］という項目が表示されます。



18-3 個人情報を登録する

18-29

項目 説明

高校情報

登録する個人が所属する高校を指定します。

⚫ 高校の指定方法については、「18-1-1 検索条件を指定して検索す
る」－「高校名」の説明を参照してください。

⚫ 指定をクリアする場合は、 ボタンをクリックします。

郵便番号 登録する個人の住所の郵便番号を入力します。

都道府県 登録する個人の住所の都道府県をドロップダウンリストで選択します。

都道府県市区町村 登録する個人の住所の市区町村を入力します。

番地 登録する個人の住所の番地（丁目、番、号）を入力します。

建物名・部屋番号 登録する個人の住所の建物名、および部屋番号を入力します。

電話番号 登録する個人の電話番号を入力します。

メールアドレス 登録する個人のメールアドレスを入力します。

生年月日 検索する個人の生年月日をドロップダウンリストで選択します。

備考 登録する個人に関する備考情報を入力します。

（募集支援項目）

画面例で［出願フラグ］と表示されている箇所には、募集支援項目が表
示されます。募集支援項目を選択・入力します。

コンタクト履歴

コンタクト履歴とは、学生などの個人が貴校にコンタクトした履歴の情
報です。

登録する個人の、貴校へのコンタクトの種別をドロップダウンリストで
選択します。以下の種別があります。

登録しない、資料請求、来校、出願、入学、ラベル出力、その他

募集支援項目については、「18-10 募集支援項目を活用する」を
参照してください。

参照

選択した種別によって設定項目が異なります。コンタクト履歴の種
別ごとの設定項目については、「18-7-1 コンタクト履歴を追加す
る」を参照してください。

参照

［卒業予定年］で「高校生以外」を選択し、［属性］で「中学生」
および「小学生」以外を選択した場合は、必須項目ではありません。

参照

個人登録時は「検索対象外」と「資料発送対象」項目は表示されません。初期設定で検索対象(空欄)、
資料発送対象(空欄)で登録となります。
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［個人管理］－［個人情報登録確認］画面が表示されます。

5. ［登録する］ボタンをクリックし
ます。

個人情報が登録され、［個人管理］－
［個人情報登録完了］画面が表示され
ます。

［続けて個人登録を行う］ボタンをク
リックすると、［個人管理］－［個人
情報登録］画面に戻ります。
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変更する個人情報を「18-1 個人情
報を検索する」で検索し、［個人
管理］－［個人検索の結果一覧］
画面の［検索結果一覧］で、「詳
細」の をクリックする。

18-4 個人情報を変更する
個人情報は、［個人プロフィール］－［個人検索］画面で変更します。

1. 以下のいずれかの方法で［個人プロフィール］－［個人検索］画面を表示します。

変更する個人情報を「18-1 個人情
報を検索する」で検索し、［個人
管理］－［個人検索の結果一覧］
画面の［検索結果一覧］で、「氏
名」をクリックする。

「18-3 個人情報を登録する」の手
順3.で、「該当すると思われる個
人が登録されている場合」の［個
人管理］－［個人情報登録］画面
の［個人情報の選択］で、変更す
る個人情報の［選択］ボタンをク
リックする。

［個人プロフィール］－［個人検索］画面が表示されます。
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2. ［個人プロフィール変更］ボタンをクリックします。

［個人プロフィール］－［個人プロフィールの変更］画面が表示されます。
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3. 各項目を設定・変更し、［確認する］ボタンをクリックします。

（次ページへ続く）
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（前ページからの続き）

各項目について、以下に説明します。

項目 説明

メッセージ送信停止 チェックを付けると、メッセージを送信できなくなります。

検索対象外

チェックを付けると、通常の検索から除外されます。

資料発送対象

チェックを付けると、個人検索条件で発送対象/発送対象外の個人の絞
り込みができます。

下記以外の設定項目の説明については、「18-3 個人情報を登録する」の手順4.を参照してください。

参照

個人を検索対象外にする方法については、「18-13 個人を検索対
象外にする／検索対象外を解除する」を参照してください。

参照

個人を発送対象外にする方法については、「18-14 個人を資料発
送対象外にする／資料発送対象外を解除する」を参照してください。

参照
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［個人管理］－［個人プロフィールの変更内容確認］画面が表示されます。

4. ［登録する］ボタンをクリックし
ます。

個人情報が変更され、［個人管理］－
［個人プロフィールの変更完了］画面
が表示されます。

⚫ 変更する個人情報を「18-1 個人情報を検索する」で検索して個人プロフィールを変更した場合、［個人
検索結果一覧へ戻る］ボタンが表示されます。［個人検索結果一覧へ戻る］ボタンをクリックすると、
［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面に戻ります。

⚫ 「18-3 個人情報を登録する」の手順3.の「該当すると思われる個人が登録されている場合」で選択して
個人プロフィールを変更した場合、［個人登録へ戻る］ボタンが表示されます。［個人登録へ戻る］ボ
タンをクリックすると、［個人管理］－［個人情報登録］画面に戻ります。
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18-5 個人情報を削除する
個人情報は、［個人プロフィール］－［個人検索］画面で削除します。

1. 以下のいずれかの方法で［個人プロフィール］－［個人検索］画面を表示します。

⚫ 変更する個人情報を「18-1 個人情報を検索する」で検索し、［個人管理］－［個人検索の結果一
覧］画面の［検索結果一覧］で、「氏名」をクリックする。

⚫ 変更する個人情報を「18-1 個人情報を検索する」で検索し、［個人管理］－［個人検索の結果一
覧］画面の［検索結果一覧］で、「詳細」の をクリックする。

⚫ 「18-3 個人情報を登録する」の手順3.で、「該当すると思われる個人が登録されている場合」の
［個人管理］－［個人情報登録］画面の［個人情報の選択］で、変更する個人情報の［選択］ボタ
ンをクリックする。

［個人プロフィール］－［個人検索］画面が表示されます。

2. 画面下部の［削除する］ボタンを
クリックします。

3. ［削除］ボタンをクリックします。

個人情報が削除され、［個人プロ
フィール］－［個人プロフィールの削
除完了］画面が表示されます。

削除した個人情報はシステム上から完全に削除され、元に戻せません。

注意

⚫ 変更する個人情報を「18-1 個人情報を検索する」で検索して個人プロフィールを変更した場合、［個人
検索結果一覧へ戻る］ボタンが表示されます。［個人検索結果一覧へ戻る］ボタンをクリックすると、
［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面に戻ります。

⚫ 「18-3 個人情報を登録する」の手順3.の「該当すると思われる個人が登録されている場合」で選択して
個人プロフィールを変更した場合、［個人登録へ戻る］ボタンが表示されます。［個人登録へ戻る］ボ
タンをクリックすると、［個人管理］－［個人情報登録］画面に戻ります。
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18-6 個人情報を統合する

1. サイドナビゲーションメニューの［個人管理］→［個人
統合］をクリックします。

2. 各項目を設定し、［検索する］ボタンをクリックします。

各項目の設定をクリアする場合は、 ボタンをクリックします。

各項目について、以下に説明します。

項目 説明

氏名 検索する個人の氏名を入力します。

個人ID 検索する個人の個人IDを入力します。

セグメント

クリックして表示されるドロップダウンリストで、検索対象にする重複
情報にチェックを付けます。

重複して登録されている個人の情報を検索します。

参考

同じ個人の情報が重複して登録されている場合に、重複している個人情報を統合（名寄せ）する方法を説明
します。
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3. 統合する個人情報にチェックを付
けます。

「セグメント」でチェックを付けた重複情報ごとに、検索結果が表示されます。

選択できる個人情報は2件までで
す。3件以上の重複した個人情報
を統合する場合は、本節の操作を
繰り返してください。

重要

4. ［選択した個人を統合する］ボタ
ンをクリックします。

手順3.で選択した個人情報と同じ
個人情報には、自動的にチェック
が付きます。

参考

画面左下の「選択をはずす」をク
リックすると、すべてのチェック
が外れます。

参考

⚫ 検索結果は、重複情報ごとに5件ずつ表示されます。各重複情報の検索結果の下に表示されている
「もっと見る」をクリックするごとに、表示件数が5件増えます。

⚫ 検索結果の「氏名」に表示されている個人の氏名、または をクリックすると、［個人管理］－
［個人詳細］画面が表示され、個人情報を参照できます。個人情報の参照については、「18-2 個
人情報を参照する」を参照してください。

参考
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［個人管理］－［個人統合編集］画面が表示されます。

5. 統合先の個人情報を選択します。

個人プロフィールの各項目の説明
については、「18-2 個人情報を
参照する」を参照してください。

参考

6. 統合後に不要となるコンタクト履
歴は、チェックを外します。
チェックを付けると、統合後の個
人情報にコンタクト履歴が引き継
がれます。

7. ［統合を確定する］ボタンをク
リックします。

コンタクト履歴の行をクリックすると、
詳細情報が表示されます。

参考

⚫ ［対象を選び直す］ボタンをクリックすると、［個人管理］－［個人統合検索］画面が表示されま
す。統合する個人情報を選び直せます。

⚫ ［編集した内容をリセットする］ボタンをクリックすると、すべての編集内容がリセットされます。

参考

選択した統合先の個人情報が表示
されます。

統合を確定した個人情報は、元に
戻せません。ご注意ください。

注意

選択した個人情報が統合され、統合先の個人の［個人管理］－［個人詳細］画面が表示されます。
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18-7 コンタクト履歴を管理する
コンタクト履歴とは、学生などの個人と貴校がコンタクトした履歴の情報です。

登録されている個人情報のコンタクト履歴を管理する方法を説明します。
追加、修正、および削除ができます。

コンタクト履歴は、［個人管理］－［コンタクト履歴追加・変更］画面で管理します。

以下のいずれかの方法で［個人プロフィール］－［個人検索］画面を表示します。

変更する個人情報を「18-1 個人情
報を検索する」で検索し、［個人
管理］－［個人検索の結果一覧］
画面の［検索結果一覧］で、「詳
細」の をクリックする。

変更する個人情報を「18-1 個人情
報を検索する」で検索し、［個人
管理］－［個人検索の結果一覧］
画面の［検索結果一覧］で、「氏
名」をクリックする。

「18-3 個人情報を登録する」の手
順3.で、「該当すると思われる個
人が登録されている場合」の［個
人管理］－［個人情報登録］画面
の［個人情報の選択］で、変更す
る個人情報の［選択］ボタンをク
リックする。

［個人プロフィール］－［個人検索］画面が表示されます。
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18-7-1 コンタクト履歴を追加する

1. ［個人管理］－［コンタクト履歴
追加・変更］画面の「コンタクト
履歴新規追加」をクリックします。

［コンタクト履歴新規追加］画
面が表示されます。

2. 登録するコンタクト履歴を［種
別］ドロップダウンリストで選択
します。

登録するコンタクト履歴の種別ごとに、設定項目が異なります。それぞれの種別の設定項目を以下に説明し
ます。
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項目 説明

種別 コンタクト履歴の種別をドロップダウンリストで選択します。

請求日
をクリックして表示されるカレンダーで、資料の請求日を選択しま

す。

メディア 資料を請求したメディアをドロップダウンリストで選択します。

資料名 請求した資料の名称を入力します。

資料媒体名 請求した資料の媒体の名称を入力します。

希望する学部・学科・コース
進学を希望する学部、学科、またはコースをドロップダウンリストで選
択します。「学部・学科・コースを追加する」のリンクをクリックする
と、ドロップダウンリストを追加できます。

各項目について、以下に説明します。

⚫ 資料請求

資料請求のコンタクト履歴を追加する場合に選択します。
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⚫ 来校

来校のコンタクト履歴を追加する場合に選択します。

項目 説明

接触日（予約日・来校日）
をクリックして表示されるカレンダーで、来校の予約日を選択しま

す。

メディア 来校を予約したメディアをドロップダウンリストで選択します。

イベント名 来校のイベント名を入力します。

開催日程

イベントの開催日程を設定します。

⚫ 左のテキストボックスに開催日を指定します。 をクリックして表
示されるカレンダーで日付を選択します。

⚫ 4つのドロップダウンリストで、イベントの開始時刻と終了時刻を選
択します。

希望する学部・学科・コース
進学を希望する学部、学科、またはコースをドロップダウンリストで選
択します。「学部・学科・コースを追加する」のリンクをクリックする
と、ドロップダウンリストを追加できます。

ここで設定する「来校」は、オープンキャンパスイベントの参加者リストとは連携していません。
オープンキャンパスイベントの参加者の場合は、［オープンキャンパスイベント管理］－［オープン
キャンパスイベントの詳細］画面で個人を登録してください。

重要
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⚫ 出願

出願のコンタクト履歴を追加する場合に選択します。

項目 説明

出願日 をクリックして表示されるカレンダーで、出願日を選択します。

学部・学科・コース 出願した学部・学科･コースをドロップダウンリストで選択します。

入学予定年 入学する予定年をドロップダウンリストで選択します。

出願・入試方法 出願方法、または入試方法を入力します。

試験日 をクリックして表示されるカレンダーで、試験日を選択します。

合否結果 合否結果をドロップダウンリストで選択します。

備考 備考を入力します。
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⚫ 入学

入学のコンタクト履歴を追加する場合に選択します。

項目 説明

受付日 をクリックして表示されるカレンダーで、受付日を選択します。

学部・学科・コース 入学した学部・学科･コースをドロップダウンリストで選択します。

入学予定年 入学する予定年をドロップダウンリストで選択します。

入学書類の提出有無 [受領待ち][受領済み]のどちらかを選択します。

諸費用の支払い有無 [入金待ち][入金確認済み]のどちらかを選択します。

備考 備考を入力します。
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⚫ ラベル出力

ラベル出力のコンタクト履歴を追加する場合に選択します。

項目 説明

ラベル出力日
をクリックして表示されるカレンダーで、ラベルを出力した日を選

択します。

ラベル用途 出力したラベルの用途を入力します。

⚫ ガイダンス

ガイダンスのコンタクト履歴を追加する場合に選択します。

ガイダンスを選択します。

⚫ ［開催日で絞り込む］に開催日の範囲を指定し、
［絞り込む］ボタンをクリックすると、ガイダンス
を絞り込めます。
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項目 説明

開催日
選択したガイダンスの開催日が表示されています。ガイダンスを選択し
なおす場合は［ガイダンスを再設定する］をクリックします。

ガイダンス名称 選択したガイダンスの名称が表示されています。

開催場所 選択したガイダンスの開催場所が表示されています。

メディア 選択したガイダンスを予約したメディアが表示されています。

備考 備考を入力します。
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項目 説明

日付
をクリックして表示されるカレンダーで、任意のコンタクトが発生

した日を選択します。

内容 コンタクトの内容を入力します。

詳細 コンタクトの詳細を入力します。

⚫ その他

資料請求、来校、出願、入学、ラベル出力以外のコンタクト履歴を追加する場合に選択します。
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［個人管理］－［コンタクト履歴追
加・変更］画面に戻ります。追加した
コンタクト履歴が表示されます。

表示されているコンタクト履歴の行を
クリックすると、コンタクト履歴の他
の情報が表示されます。

3. ［コンタクト履歴を新規追加す
る］ボタンをクリックします。
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18-7-2 コンタクト履歴を変更する

2. 各項目を変更し、［コンタクト履
歴を更新する］ボタンをクリック
します。

1. ［個人管理］－［コンタクト履歴
追加・変更］画面で、変更するコ
ンタクト履歴の［変更］ボタンを
クリックします。

「18-7-1 コンタクト履歴を追加する」で追加したコンタクト履歴のみ、変更できます。他メディア経
由で登録された他のコンタクト履歴は、変更できません。

参考

各項目の説明については、「18-
7-1 コンタクト履歴を追加する」
の手順2.を参照してください。

参照

コンタクト履歴が変更され、［個人
管理］－［コンタクト履歴追加・変
更］画面に戻ります。「正常に更新
が完了しました。」というメッセー
ジが表示されます。

⚫ 自動登録されるメディアの
「リクルート」、「自校ホー
ムページ（フォーム経由）」、
アンケート回答のコンタクト
履歴は、変更・削除ができま
せん。

⚫ ［種別］は変更できません。

重要
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18-7-3 コンタクト履歴を削除する

2. ［コンタクト履歴を削除］ボタン
をクリックします。

1. ［個人管理］－［コンタクト履歴
追加・変更］画面で、削除するコ
ンタクト履歴の［削除］ボタンを
クリックします。

「18-7-1 コンタクト履歴を追加する」で追加したコンタクト履歴のみ、削除できます。他メディア経
由で登録された他のコンタクト履歴は、削除できません。

参考

⚫ 自動登録されるメディアの
「リクルート」、「自校ホー
ムページ（フォーム経由）」、
アンケート回答のコンタクト
履歴は、変更・削除ができま
せん。

⚫ 削除したコンタクト履歴は、
元に戻せません。

重要

コンタクト履歴が削除され、［個人
管理］－［コンタクト履歴追加・変
更］画面に戻ります。「正常に削除
が完了しました。」というメッセー
ジが表示されます。
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18-8 個人情報をダウンロードする
個人情報は、［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面でダウンロードします。

1. 「18-1 個人情報を検索する」を参照し、ダウンロードする個人情報を検索します。

［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面が表示されます。

2. ダウンロードする個人情報に
チェックを付け、［ダウンロー
ド］ボタンをクリックします。

［ダウンロード］画面が表示されま
す。

3. ダウンロードする項目を選択し
ます。

［個人ID］の左のチェックボック
スにチェックを付けると、現在表
示されているすべての個人に
チェックが付きます。

参考

（次ページへ続く）

いずれも検索条件に合致した個人の全履歴がダウンロードされますが、資料・願書請求履歴と学校見学会予
約履歴は、検索条件で期間を指定した場合、検索条件で指定した期間のみの履歴をダウンロードする事がで
きます。[検索条件で指定した期間の○○履歴]

[＋該当する個人の全履歴]の方で今まで通り検索結果の個人の全ての該当データをダウンロードできます。

資料・願書請求履歴と学校見学会予
約履歴については、該当期間のみの
履歴を選択する事ができます。

検索条件で期間を指定していない場
合、期間の選択はできません。
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各項目について、以下に説明します。

項目 説明

ダウンロード項目の選択

ダウンロードする項目を選択します。以下の選択肢があります。

⚫ 個人プロフィール

⚫ 全アクション履歴

⚫ 資料・願書請求履歴

└検索条件で指定した期間の請求履歴

└検索条件で指定した期間の請求履歴＋該当する個人の全履歴

⚫ 学校見学予約履歴

└検索条件で指定した期間の予約履歴

└検索条件で指定した期間の予約履歴＋該当する個人の全履歴

⚫ 出願者リスト

⚫ 入学者リスト

⚫ 募集支援項目

⚫ メッセージ送信履歴

フォーマット形式の選択

ダウンロードするファイルのフォーマット形式を選択します。以下の選
択肢があります。

⚫ xls形式
Microsoft Excelのファイル形式です。

⚫ csv形式
カンマ区切りのファイル形式です。

⚫ txt形式
テキストファイルです。

コンタクト履歴にダウンロー
ドの履歴を追加する

コンタクト履歴を追加してダウンロードする場合、ダウンロードする
ファイルの用途をテキストボックスに入力します。

用途を入力すると、［コンタクト履歴を追加してダウンロード］ボ
タンをクリックできるようになります。

重要

4. ファイル形式を選択します。

5. コンタクト履歴を追加する場合
は、ダウンロードするファイル
の用途を入力します。

6. ［コンタクト履歴を追加してダ
ウンロード］または［コンタク
ト履歴を追加せずにダウンロー
ド］ボタンをクリックします。

（前ページからの続き）
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18-9 宛先ラベルを印刷する
登録されている個人情報を宛先ラベルに印刷する方法を説明します。ラベルは、［個人管理］－［個人検索
の結果一覧］画面で印刷します。

1. 「18-1 個人情報を検索する」を参照し、ラベルに印刷する個人情報を検索します。

［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面が表示されます。

2. ラベルに印刷する個人情報に
チェックを付け、［ラベル出力］
ボタンをクリックします。

［個人ID］の左のチェックボック
スにチェックを付けると、現在表
示されているすべての個人に
チェックが付きます。

参考

上記のダイアログは、Internet Explorerの例です。Webブラウザによって表示される画面は異なりま
す。

参考

ファイルを開く、またはファイルを保存するためのダイアログが表示されます。

7. ダイアログのメッセージに従い、ファイルを開くか、または保存します。
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3. ラベル印刷のフォーマットを選
択します。

6. コンタクト履歴を追加する場合
は、ラベルの用途を入力します。

7. ［コンタクト履歴を追加して印
刷］または［コンタクト履歴を
追加せずに印刷］ボタンをク
リックします。

5. ゆうメールの料金後納表記を印
字するかどうかを選択します。

4. ラベル途中から印刷したい場合
は印字開始したい位置をクリッ
クします。

ラベルシール用紙を選択した場合は印字開始
位置の変更が表示されます。

ラベルシール用紙の右上[サイズを見る]に
カーソルを合わせると用紙サイズが確認でき
ます。
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各項目について、以下に説明します。

項目 説明

ラベル出力印刷フォーマット
の選択

印刷フォーマットを選択します。以下の選択肢があります。

⚫ A4用紙（10面付）

⚫ ラベルシール用紙（10面付）
図にマウスカーソルを合わせると、各部の寸法が表示されます。

⚫ ラベルシール用紙（12面付）
図にマウスカーソルを合わせると、各部の寸法が表示されます。

⚫ ラベルシール用紙（14面付）
図にマウスカーソルを合わせると、各部の寸法が表示されます。

⚫ ラベルシール用紙（18面付）
図にマウスカーソルを合わせると、各部の寸法が表示されます。

⚫ ラベルシール用紙（24面付）
図にマウスカーソルを合わせると、各部の寸法が表示されます。

印字開始位置の変更
ラベルシール用紙フォーマットを選択した際、どの位置のラベルシール
から印刷するかを選択します。選択しない場合はデフォルト設定の先頭
１から印刷します。

ゆうメール設定

ゆうメールの料金後納表記を印字するかどうかを選択します。

⚫ 印字しない：料金後納表記を印字しません。

⚫ 印字する：料金後納表記を印字します。

コンタクト履歴にラベル出力
の履歴を追加する

コンタクト履歴を追加してラベルを出力する場合、出力するラベルの用
途をテキストボックスに入力します。

印刷の設定をする画面が表示されます。ご使用のプリンターで印刷を実行してください。

印刷方法については、ご使用のOS（WindowsまたはmacOS）のヘルプ、およびプリンターの説明書
などを参照してください。

参考

用途を入力すると、［コンタクト履歴を追加して印刷］ボタンをク
リックできるようになります。

重要
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18-10 募集支援項目を活用する
募集支援項目は、貴校の募集活動に合わせたデータ管理のために、自由に内容を設定できる項目です。個人
情報の設定項目以外に、貴校にとって必要な項目を募集支援項目として、任意に設定できます。募集支援項
目の例を、以下に示します。

⚫ 発送した資料の種類
⚫ 説明会の出欠や出席回数
⚫ 希望する学部学科コースの詳細
⚫ 学校見学会のアンケート結果

募集支援項目は、サイドナビゲーションメニューの［個人管理］→［募集支援項目］をクリックして表示さ
れる［個人管理］－［募集支援項目の設定］画面で管理します。

18-10-1 募集支援項目を設定する
募集支援項目の設定方法を説明します。

1. ［個人管理］－［募集支援項目の
設定］画面の「未設定」をクリッ
クします。



第18章 個人情報管理

18-58

2. ［募集支援項目名称］に募集支援
項目の名称を入力し、［種別］で
募集支援項目の種別を選択します。
以下の選択肢があります。

文字列、数値、選択（プルダウ
ン）

⚫ 選択

選択肢を入力します。個人情報に追加するときに、ドロップダウンリストで選択肢を選択します。

種別によって設定項目が異なりま
す。

参考
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各項目について、以下に説明します。

項目 説明

コード（半角英数3文字） 選択肢を管理するためのコードを、半角英数字3文字で入力します。

選択式の項目名称（全角40
文字まで）

選択肢を全角40文字までで入力します。

選択肢を追加する 選択肢を入力する行が10行追加されます。

⚫ 数値

「募集支援項目名称」のみ入力します。個人情報に追加するときに、任意の数値を入力します。
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3. ［個人管理］－［募集支援項目の
新規設定］画面下部の［内容確
認］ボタンをクリックします。

［個人管理］－［募集支援項目の
新規設定］に［募集支援項目の内
容確認］が表示されます。

⚫ 文字列

「募集支援項目名称」のみ入力します。個人情報に追加した場合、任意の文字列を入力します。
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4. ［登録］ボタンをクリックします。

［募集支援項目一覧へ戻る］ボタンを
クリックすると、［個人管理］－［募
集支援項目の設定状況一覧］に戻りま
す。

18-10-2 募集支援項目を修正する

1. ［個人管理］－［募集支援項目の
設定］画面で、修正する募集支援
項目をクリックします。
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2. 各項目を修正し、［内容確認］ボ
タンをクリックします。

3. ［登録］ボタンをクリックします。

各項目の説明については、「18-
10-1 募集支援項目を設定する」
を参照してください。

参照

募集支援項目が修正され、［個人管
理］－［募集支援項目の修正］画面に、
［募集支援項目の修正完了］が表示さ
れます。

［募集支援項目一覧へ戻る］ボタンを
クリックすると、［個人管理］－［募
集支援項目の設定状況一覧］画面に戻
ります。

• 選択肢のコードは修正できま
せん。

• 選択肢の並び替えはできませ
ん。

重要
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18-10-3 募集支援項目を削除する

1. ［個人管理］－［募集支援項目の
設定］画面で、削除する募集支援
項目をクリックします。

2. 画面下部の［削除］ボタンをク
リックします。

3. ［削除］ボタンをクリックします。

個人情報に登録されている募集支
援項とフォームに設定されている
募集支援項目は、削除できません。
削除するには、個人情報から募集
項目の登録内容を削除し、フォー
ムの募集支援項目の設定を解除し
た後に、募集支援項目の削除を実
施してください。

重要

募集支援項目が削除され、［個人管
理］－［募集支援項目の削除］画面
に、［募集支援項目の削除］が表示
されます。

［募集支援項目一覧へ戻る］ボタン
をクリックすると、［個人管理］－
［募集支援項目の設定状況一覧］画
面に戻ります。
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18-10-4 募集支援項目を個人情報に追加する
1. 「18-1 個人情報を検索する」を参照し、募集支援項目を追加する個人情報を検索します。

2. 募集支援項目を追加する個人情報
にチェックを付け、［募集支援項
目設定］ボタンをクリックします。

3. 追加する募集支援項目をクリック
します。

4. 属性によって、以下のいずれかの
操作をします。

⚫ 属性が「選択」の場合は、
［選択項目の指定］が表示さ
れます。ドロップダウンリス
トで項目を選択します。

⚫ 属性が「数値入力」の場合は、
［数値入力］が表示されます。
テキストボックスに任意の数
値を入力します。

⚫ 属性が「文字列」の場合は、
［文字列入力］が表示されま
す。テキストボックスに任意
の文字列を入力します。

5. ［内容確認］ボタンをクリックし
ます。
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6. ［登録］ボタンをクリックします。

［個人管理］－［募集支援項目の更新
完了］画面が表示されます。

［検索結果一覧へ戻る］ボタンをク
リックすると、［個人管理］－［個人
検索の結果一覧］画面に戻ります。
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18-11 個人を検索してメッセージを送信する
複数の個人にメッセージを送信する方法と、特定の個人にメッセージを送信する方法があります。

◼ 複数の個人にメッセージを送信する

1. 「18-1 個人情報を検索する」を参照し、個人情報を参照する個人を検索します。

2. ［検索結果一覧］で、メッセージ
を送信する個人にチェックを付け、
［メッセージ送信］ボタンをク
リックします。

［メッセージ送信］－ ［メッセー
ジ送信予約］画面が表示され、
［送信メッセージテンプレートの
選択］が表示されます。

4. 「19-5-1 個人を検索してメッセージの送信を予約する」の「■複数の個人にメッセージを送信す
る」の手順4.～8.を実行します。

◼ 特定の個人にメッセージを送信する

1. 「18-1 個人情報を検索する」を参照し、個人情報を参照する個人を検索します。

2. メッセージを送信する個人の氏名、
または をクリックします。

。

［個人ID］の左のチェックボック
スにチェックを付けると、現在表
示されているすべての個人に
チェックが付きます。

参考
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3. ［メッセージを送信する］ボタン
をクリックします。

［メッセージ送信］－ ［メッセー
ジ送信予約］画面が表示され、
［送信メッセージテンプレートの
選択］が表示されます。

4. 「19-5-1 個人を検索してメッセージの送信を予約する」の「■複数の個人にメッセージを送信す
る」の手順4.～8.を実行します。
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18-12 他メディアの反応情報をアップロー
ドする

他メディアに登録されている個人情報を、本システムに一括でアップロードできます。
他メディアの個人情報を集約することで、募集状況を一元管理できます。

以下の流れは、テンプレートのない他メディアのデータをアップロードする場合です。
テンプレートを作成しているデータの場合は、③の手順は必要ありません。

① 他メディアのデータをCSVファイルとしてダウンロードする。

② ダウンロードしたデータを、アップロードできる状態に加工する。

③ 本システムにデータを取り込むために、アップロード用のテンプレートを作成する。
テンプレートの作成は、本システムと他メディアのそれぞれの項目を紐付ける作業です。

④ 加工した他メディアのデータを本システムにアップロードする。

①他メディアの情報
をダウンロード

②アップロード用の
データに加工

CSVファイル

他メディア

貴校

④データを
アップロード

それぞれの項目を
紐付ける

③テンプレートを
作成

テンプレートは各メディアごとに一度作成すれば、次回以降同じテンプレートを使用できます。

重要
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個人情報種別（登録方法）
登録

パターン

登録される個人情報

個人情報
オープンキャンパス

参加情報
募集状況分析

への反映

資料請求 ① ○ × ○

来校

サイドナビゲーション
メニューの［データ
アップロード］から
アップロードする場合

② ○ × ○

オープンキャンパスイ
ベント詳細画面から
アップロードする場合

③ ○ ○ ○

出願 ④ ○ × ○

入学 ⑤ ○ × ○

ガイダンス ⑥ 〇 × 〇

アップロードできる個人情報の種別は「資料請求」「来校」「出願」「入学」「ガイダンス」の5つです。
さらに「来校」については、2つのアップロード方法があり、登録される個人情報の内容が異なります。

個人情報種別とアップロード方法の違いにより、以下の6つのパターンに分かれます。

◼ アップロードできる個人情報について

オープンキャンパスイベント詳細画面からは個人情報をアップロードできますが、ガイダンス
詳細画面からは個人情報をアップロードすることはできません。

重要
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データ行

個人のデータが表示されます。

18-12-1 アップロード用のcsvファイルを準備する
他メディアからダウンロードした個人情報ファイルを、本システムにアップロードできるように編集します。

必要に応じ、設定済みの募集支援項目を追加することもできます。

作成したファイルはcsvファイルで保存します。

1. 他メディアから個人情報をダウンロードします。

操作方法は各メディアの操作マニュアルを参照してください。

2. ダウンロードしたファイルをExcelで開きます。

見出し行

データの見出しです。

1行目に見出しがあると、
テンプレート作成がしやすくなりま
す。

環境依存文字について
アップロード用のcsvファイルに環境依存文字が使用されていた場合は、［ファイルをアップロードす
る］をクリックした後にエラーが表示されます。ファイル内で使用されている環境依存文字も表示さ
れますので、修正して再度アップロードしてください。
エラーとなる環境依存文字には以下のような文字があります。
• 漢字：濱、﨑、髙…など
• ローマ数字（ⅰ,ⅱ, ⅲ…）
• 記号（℡，㈱，㍻ …）

重要

他メディアからダウンロードしたデータを、アップロード用csvに編集するためのツールをご用意して
います。（Windows または Macintosh パソコン用）
マニュアルダウンロードページ下部 [データアップロード用 業者別データアップロード支援ツール]
からツールとマニュアルをダウンロードし、ご利用ください。

※以下本項目は、ツールを使用せず手動でcsvを作成するための説明になります。

「業者別データアップロード支援ツール」について
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項目名 最大文字数 入力ルール 入力例

氏名（姓） 全角20文字（半角40文字）
姓と名は列を分けて入力
します。

進学

氏名（名） 全角20文字（半角40文字） 太郎

フリガナ（セイ） 全角カタカナ30文字 半角カタカナ、スペース、
数字、環境依存文字は入
力できません。

シンガク

フリガナ（メイ） 全角カタカナ30文字 タロウ

性別 全角2文字
男（または男性）、女
（女性）と入力します。

男

属性 全角11文字
「属性の入力値につい
て」を参照

高校生

卒業予定年 半角数字4文字 西暦で入力してください。 2019

高校コード 半角数字6文字

高校名 全角50文字（半角100文字）

郵便番号 半角数字7文字
‐ 111-1111

1111111

都道府県 全角4文字
「都道府県」も入力して
ください。

○：東京都

×：東京

市区町村 全角96文字
‐

番地
全角15文字

（半角30文字）

‐

住建物名・部屋番号
全角25文字

（半角50文字）

‐

電話番号 半角数字14文字

メールアドレス 半角英数字50文字

備考
全角2,000文字

（半角4,000文字）

‐

生年月日 半角数字8文字 西暦で入力してください。
2000年3月1日
の場合
→20000301

3. 内容を確認し、最大文字数を超えている場合や入力ルールに合っていない場合は、データを修正し
ます。

各データの入力制限値は以下のとおりです。
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◼ 属性の入力値について

項目名 入力値

属性

高校生 予備校生
高卒認定生（旧大

検生）※
保護者

大学院生 大学生 短大生 高専生

専門学校生 中学生 小学生 留学生

その他の学生 一般社会人 高校の教職員 高校以外の教職員

その他

以下のいずれかの値を入力します。

※：（ ）は全角で入力してください。

ファイルの任意の列にコンタクト履歴のデータを追加します。

個人情報種別とアップロード方法の違いにより、追加するデータの内容が異なります。

①個人情報の種別が「資料請求」の場合

以下のデータをファイルに追加します。

アップロード用のテンプレート作成画面

4. コンタクト履歴を追加します。

見出し名 最大文字数 入力ルール 入力例

請求日 半角数字8文字 西暦で入力してください。 20180301

資料名
全角40文字

（半角80文字）
‐

資料媒体名
全角21文字

（半角42文字）
‐

請求日を空欄でアップロードす
ると、アップロード日が登録さ
れてしまいます。なるべく年度
に合わせた日付を入力してくだ
さい。

重要
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②個人情報の種別が「来校」
～サイドナビゲーションメニューの［個人情報］－［個人一括登録］からアップロードする場合

以下のデータをファイルに追加します。

アップロード用のテンプレート作成画面

見出し名 最大文字数 入力ルール 入力例

接触日
(予約日・来校日)

半角数字8文字 西暦で入力してください。 20180301

イベント名
全角15文字

（半角30文字）
‐

開催日程 半角数字8文字 西暦で入力してください。 20180301

接触日(予約日・来校日)を空欄
でアップロードすると、アップ
ロード日が登録されてしまいま
す。なるべく年度に合わせた日
付を入力してください。

重要

ここで設定する「来校」は、オープンキャンパスイベントの参加者リストとは連携していません。
オープンキャンパスイベントの参加者の場合は、［オープンキャンパスイベント管理］－［オープン
キャンパスイベントの詳細］画面で個人を登録してください。

重要
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オープンキャンパスイベント詳細画面から、データアップロード画面を表示した場合は、接触日
以外の参加情報がアップロード時に自動で設定されます。

ファイル作成時には接触日のデータのみ追加してください。

アップロード用のテンプレート作成画面

イベント情報はアップロード時に自動設定

③個人情報の種別が「来校」
～オープンキャンパスイベント詳細画面からアップロードする場合

見出し名 最大文字数 入力ルール 入力例

接触日
(予約日・来校日)

半角数字8文字 西暦で入力してください。 20180301

接触日を空欄でアップロードすると、アップロード日が登録され
てしまいます。なるべく年度に合わせた日付を入力してください。

重要
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④個人情報の種別が「出願」の場合

以下のデータをファイルに追加します。

アップロード用のテンプレート作成画面

見出し名 最大文字数 入力ルール 入力例

出願日 半角数字8文字 西暦で入力してください。 20180301

学部・学科・コース ‐

スタディサプリ for 
Marketingに登録している
学部・学科・コースを入力
してください。

入学予定年 半角数字4文字 西暦で入力してください。 2018

出願・入試方法 ‐ ‐ 一般

試験日 半角数字8文字 西暦で入力してください。 20180301

合否結果 全角4文字
合格、不合格、補欠合格、
欠席のいずれかを入力して
ください。

合格

備考
全角2,000文字

（半角4,000文字）
‐

出願日を空欄でアップロードすると、アップロード日が登録されてしまいます。なるべく年度
に合わせた日付を入力してください。

重要
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⑤個人情報の種別が「入学」の場合

以下のデータをファイルに追加します。

アップロード用のテンプレート作成画面

見出し名 最大文字数 入力ルール 入力例

受付日 半角数字8文字 西暦で入力してください。 20180301

学部・学科・コース
‐

スタディサプリ for 
Marketingに登録している
学部・学科・コースを入力
してください。

入学予定年 半角数字4文字 西暦で入力してください。 2018

入学書類の提出有無 ‐
受領済み、受領待ちのどち
らかを入力してください。

受領済み

諸費用の支払有無 ‐
入金確認済み、入金待ちの
どちらかを入力してくださ
い。

入金確認済み

備考
全角2,000文字

（半角4,000文字）
‐

受付日を空欄でアップロードすると、アップロード日が登録されてしまいます。なるべく年度
に合わせた日付を入力してください。

重要
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⑥個人情報の種別が「ガイダンス」の場合

以下のデータをファイルに追加します。

アップロード用のテンプレート作成画面

見出し名 最大文字数 入力ルール 入力例

開催日 半角数字8文字 西暦で入力してください。 20180301

ガイダンス名称
全角100文字
（半角200文字）

テキスト かもめガイダンス

開催場所
全角100文字
（半角200文字）

テキスト かもめ高校

備考
全角2000文字
（半角4000文字）

‐ ガイダンス、備考

開催日を空欄でアップロードすると、アップロード日が登録されてしまいます。なるべく年度
に合わせた日付を入力してください。

重要
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5. 必要に応じ、設定されている募集支援項目を追加します。

ファイルの任意の列に募集支援項目のデータを追加します。

募集支援項目の属性を確認し、ファイルにデータを追加します。

サイドナビゲーションメニューの［個人管理］－［募集支援項目］をクリックします。

［募集支援項目の設定状況一覧］画面で、追加する募集支援項目の属性を確認します。

追加する募集支援項目の属性を確認
します

⚫ 属性が「数値入力」「文字列」の場合

見出し行に募集支援項目名称を追加し、各データに「数値入力」の場合は数値を、「文字列」の場
合はテキストを入力します。

見出し行：募集支援項
目名称を入力します

データ行：

属性が「数値入力」の
場合は数値を「文字
列」の場合はテキスト
を入力します

属性 最大文字数 入力ルール 入力例

文字列
全角200文字

（半角400文字）
‐

数値入力 半角数字8文字 ‐
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［募集支援項目の設定状況一覧］画面で、追加する募集支援項目をクリックします。

［募集支援項目の修正］画面で、選択式項目名称のコードを確認し、ファイルに追加します。

⚫ 属性が「選択」の場合

見出し行：募集支援
項目名称を入力しま
す

データ行：

選択肢のコード番号
（001、002…）を
入力します。

アップロードしたデータの文字コードが”Shift-JIS”もしくは”ANSI”以外の場合は、以下のようなエ
ラーが表示されます。ファイルの文字コードを”Shift-JIS”もしくは”ANSI”に変更して再度アップロー
ドしてください。

注意

文字コード変更方法
対象のCSVファイルを右クリックし、「プログラムから開く」より「メモ帳」を選択。
メモ帳で「ファイル」から「名前をつけて保存」より文字コードを変更し保存する。
※文字コードの変換は「保存(S)」ボタン横
※文字コード(E)：“Shift-JIS”もしくは”ANSI”にしファイルを新規保存する
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18-12-2 テンプレートを作成してアップロードする

準備したアップロード用csvファイルの項目（カラム）と本システムの個人情報の項目を紐付けて、アップ
ロード用のテンプレートを作成します。

テンプレートは各メディアごとに一度作成すれば、次回以降同じテンプレートを使用できます。

重要

テンプレートの作成とアップロードは［データアップロード］画面で実行します。

個人情報種別とアップロード方法の違いにより、5つのパターンに分けて説明します。

①個人情報の種別が「資料請求」の場合

1. サイドナビゲーションメニューの［個人管理］－［個人一括登録］をクリックします。

［データアップロード］画面が表示されます。
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2. ［テンプレート］で「新規作成」
を選択します。

3. ［種別］で「資料請求」を選択し
ます。

4. ［メディア］で個人情報をダウン
ロードしたメディアを選択します。

5. ［ファイルを選択］ボタンをク
リックします。

6. 「18-12-1 アップロード用の
csvファイルを準備する」で作成
したcsvファイルを選択し、［開
く］をクリックします。

7. ［ファイルをアップロードする］
ボタンをクリックします。

［データアップロード］-［アッ
プロードファイルカラム紐付け
編集］画面が表示されます。

アップロードしたデータに環境依存文字が使用されている場合は、以下のようなエラーが表示されま
す。ファイル内で使用されている環境依存文字も表示されますので、修正して再度アップロードして
ください。

注意



18-82

第18章 個人情報管理

8. ［テンプレート］にテンプレート
の名称を入力します。

9. ［先頭行をデータの見出しとして
使用する］にチェックを付けると、
アップロードするcsvファイルの
先頭行（見出し行）の内容がカラ
ム選択時に表示されます。
チェックを付けなかった場合は、
「1番目のカラム」「2番目のカ
ラム」･･･と通し番号でcsvファ
イルのカラムが表示されます。

アップロードするcsvファイルのカラム名本システムの項目名

選択されたカラムの3行目までのデータ
が表示されます

10.本システムの項目名に、アップ
ロードするcsvファイルのカラム
名を紐付けます。

見出し行

マッピングについて
名称の右に が表示されている項目は、アップロード用のcsvファイルのデータを、システムのマス
タに設定されているデータに置換する「マッピング」ができます。
マッピングの方法については、「18-12-4 アップロードのエラー対応」を参照してください。

参考

カラム名をクリックするとアップロードする
csvファイルの先頭行（見出し行）の内容が
表示されます。

本システムの項目に紐付けるカラムを選択し
ます。選択しなおす場合は［選択する］をク
リックします。
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11.水色の背景色になっている部分は
募集支援項目です。アップロード
するcsvファイルに募集支援項目
を追加した場合は、紐付けをしま
す。

12.コンタクト履歴を紐付けます。

13.すべての項目の紐付けが終わった
ら、［登録する］をクリックしま
す。

［データアップロード］-［アッ
プロードファイル登録完了］画
面が表示されます。

紐付けされなかったカラムは［デー
タアップロード］-［アップロード
ファイルカラム紐付け編集］画面の
下部に「紐付け未使用カラム」とし
て表示されます。紐付けが必要なカ
ラムがないか確認してください。

14.［データアップロード］-［アッ
プロードファイル登録完了］画面
で、登録件数を確認できます。
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②個人情報の種別が「来校」
～サイドナビゲーションメニューの［個人管理］－［個人一括登録］からアップロードする場合

1. サイドナビゲーションメニューの［個人管理］－［個人一括登録］をクリックします。

［データアップロード］画面が表示されます。

2. ［テンプレート］で「新規作成」
を選択します。

3. ［種別］で「来校」を選択します。

以降の操作は「①個人情報の種別が
「資料請求」の場合」の手順4.以降
と同様です。
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［イベント］画面の［データアップロード画面へ移動する］をクリックして表示される［データアップロー
ド］画面で実行します。

1. ［データアップロード画面へ移動
する］をクリックします。

［データアップロード］画面が
表示されます。

［イベント］画面の表示方法については、「14-6-1 オープンキャンパスイベントを検索する」を参照
してください。

参考

③個人情報の種別が「来校」
～オープンキャンパスイベント詳細画面からアップロードする場合

2. ［テンプレート］で「新規作成」
を選択します。

3. ［種別］が「オープンキャンパス
予約/参加者」になっていること
を確認します。

以降の操作は「①個人情報の種別が
「資料請求」の場合」の手順4.以降
と同様です。
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④個人情報の種別が「出願」

1. サイドナビゲーションメニューの［個人管理］－［個人一括登録］をクリックします。

［データアップロード］画面が表示されます。

2. ［テンプレート］で「新規作成」
を選択します。

3. ［種別］で「出願」を選択します。

以降の操作は「①個人情報の種別が
「資料請求」の場合」の手順5.以降
と同様です。

⑤個人情報の種別が「入学」

1. サイドナビゲーションメニューの［個人管理］－［個人一括登録］をクリックします。

［データアップロード］画面が表示されます。

2. ［テンプレート］で「新規作成」
を選択します。

3. ［種別］で「入学」を選択します。

以降の操作は「①個人情報の種別が
「資料請求」の場合」の手順5.以降
と同様です。



18-87

18-12 他メディアの反応情報をアップロードする

⑥個人情報の種別が「ガイダンス」

1. サイドナビゲーションメニューの［個人管理］－［個人一括登録］をクリックします。

［データアップロード］画面が表示されます。

2. ［テンプレート］で「新規作成」
を選択します。

3. ［種別］で「ガイダンス」を選択
します。

以降の操作は「①個人情報の種別が
「資料請求」の場合」の手順5.以降
と同様です。
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18-12-3 テンプレート作成済みのデータをアップロードする

作成したテンプレートを選択し、同じメディアからダウンロードしたデータをアップロードします。

テンプレートを作成した際と同じ構造のcsvファイルを選択してください。カラム数が異なるなど、構
造が一致しない場合、アップロードされません。

重要

1. アップロードするメディアのテン
プレートを選択します。

［種別］［メディア］はテンプ
レート作成時の設定で固定され
ています。

2. ［ファイルを選択］ボタンをク
リックし、アップロードするcsv
ファイルを選択します。

3. ［ファイルをアップロードする］
をクリックします。

4. ［登録する］をクリックします。

［データアップロード］-［アッ
プロードファイル登録完了］画
面が表示されます。
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18-12-4 アップロードのエラー対応

各データの入力制限値については、「18-12-1 アップロード用のcsvファイルを準備する」の手順2.を
参照してください。

参考

1. ［登録する］をクリックしても
［アップロードファイル登録完
了］画面が表示されない場合は、
［テンプレートを修正する］をク
リックします。

データ不備などの理由でアップロードができない場合は、［データアップロード］-［アップロードファイ
ルカラム紐付け編集］画面の下部にエラーメッセージが表示されます。

2. ［アップロードカラムの紐付け編
集］画面でテンプレートを修正し
てください。
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1. エラーメッセージの内容を確認し
ます。

エラーが発生しているcsvファイ
ルの行数とカラム名が表示され
ます。

2. 必要な対応を行います。

◼ エラーが発生した行をアップ
ロードしない

［この行を取り込まない］にチェッ
クを付けると、選択した行をアップ
ロード対象から除外します。

◼ csvファイルを修正する

［アップロードデータ選択に戻る］
をクリックして、アップロードを中
止します。

csvファイルを開き、データ不備の箇
所を修正します。

各データの入力制限値については、「18-12-1 アップロード用のcsvファイルを準備する」の手順2.を
参照してください。

参考

◼ マッピングをする

をクリックす
ると［マッピング設定］画面が表示
され、アップロード用のcsvファイル
のデータを、システムのマスタに設
定されているデータに置換できます。
詳細は次ページを参照してください。

◼ エラーメッセージが表示された場合
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◼ マッピングをする

マッピングとは、アップロード用のcsvファイルのデータを、システムのマスタに設定されている
データに置換できます

アップロードカラムの紐付け編集では、以下の項目をマッピングすることができます。

• 個人情報
「性別」「属性」

• コンタクト履歴
「学部・学科・コース」「合否結果」「入学書類の提出有無」「諸費用の支払い有無」

「アップロードデータ」の項目は、 csvファイルを選択した時点では読み込まれません。

テンプレートを登録した際に、マッピングが必要な場合にエラー表示されます。その後でマッピングを
行ってください。

重要

アップロード用のcsv
ファイルに設定されて
いるデータ

システムにマスタとして
登録されているデータ

選択して置換できる
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マッピングは、以下の手順で行います。
ここでは、個人情報の「性別」を例に説明しています。マッピング可能な他の項目でも、設定項目の名称が
変わるだけで、基本的な設定手順は同じです。

をクリック
します。
［マッピング設定（性別）］画面が
表示されます。

［アップロードデータ］に、取り込
んだデータの値が表示されます。

［マスタ］で、「男」「女」「不
明」を選択し、データの値に対応
（マッピング）させます。

［設定する］をクリックします。
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18-12-5 テンプレートを削除する

1. テンプレートを選択します。

テンプレート名の右に［このテ
ンプレートを削除する］ボタン
が表示されます。

2. ［このテンプレートを削除する］
ボタンをクリックします。

［テンプレートの削除］画面が
表示されます。

不要なテンプレートを削除します。

3. ［削除する］ボタンをクリックし
ます。

テ ン プ レ ー ト が 削 除 さ れ 、
［データアップロード］-［アッ
プロードデータ選択］画面に戻
ります。
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18-13 個人を検索対象外にする／検索対象外
を解除する

登録されている個人を検索の対象外にする方法、および検索対象外を解除する方法を説明します。

2. ［検索対象外］にチェックを付け
ます。

18-13-1 個人を検索対象外にする

1. 「18-4 個人情報を変更する」の手順1.と2.を実行し、検索対象外にする個人のプロフィールを表
示します。

［個人プロフィール］－［個人プロフィールの変更］画面が表示されます。

個人情報が変更され、［個人管理］－
［個人プロフィールの変更完了］画面
が表示されます。

［個人検索結果一覧へ戻る］ボタンを
クリックすると、［個人管理］－［個
人検索の結果一覧］画面に戻ります。

3. ［確認する］ボタンをクリックし
ます。

［個人管理］－［個人プロフィー
ルの変更内容確認］画面が表示さ
れます。

4. ［登録する］ボタンをクリックし
ます。

登録されている個人を検索の対象外にする方法を説明します。
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18-13-2 検索対象外を解除する
検索対象外を解除する方法を説明します。

1. サイドナビゲーションメニューの［個人管理］→
［検索対象外一覧］をクリックします。

［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面が表示
され、検索対象外の個人の一覧が表示されます。

2. 検索対象外を解除する個人の氏名、
または をクリックします。

［個人プロフィール］－［個人検
索］画面が表示されます。

3. ［個人プロフィール変更］ボタン
をクリックします。

［個人プロフィール］－［個人プ
ロフィールの変更］画面が表示さ
れます。
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個人情報が変更され、［個人管理］－
［個人プロフィールの変更完了］画面
が表示されます。

［個人検索結果一覧へ戻る］ボタンを
クリックすると、［個人管理］－［個
人検索の結果一覧］画面に戻ります。

6. ［登録する］ボタンをクリックし
ます。

4. ［検索対象外］のチェックを外し
ます。

5. ［確認する］ボタンをクリックし
ます。

［個人管理］－［個人プロフィー
ルの変更内容確認］画面が表示さ
れます。
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18-14 個人を資料発送対象外にする／資料発
送対象外を解除する

登録されている個人を資料発送の対象外にする方法、および資料発送対象外を解除する方法を説明します。

2. ［資料発送対象外］にチェックを
付けます。

18-14-1 個人を資料発送対象外にする

1. 「18-4 個人情報を変更する」の手順1.と2.を実行し、資料発送対象外にする個人のプロフィール
を表示します。

［個人プロフィール］－［個人プロフィールの変更］画面が表示されます。

個人情報が変更され、［個人管理］－
［個人プロフィールの変更完了］画面
が表示されます。

［個人検索結果一覧へ戻る］ボタンを
クリックすると、［個人管理］－［個
人検索の結果一覧］画面に戻ります。

3. ［確認する］ボタンをクリックし
ます。

［個人管理］－［個人プロフィー
ルの変更内容確認］画面が表示さ
れます。

4. ［登録する］ボタンをクリックし
ます。

登録されている個人を資料発送対象外にする方法を説明します。

ダウンロードファイルには本項目
はありません。

参考
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18-14-2 資料発送対象外を解除する
資料発送対象外を解除する方法を説明します。

1. 「18-4 個人情報を変更する」の手順1.と2.を実行し、資料発送対象外を解除する個人のプロ
フィールを表示します。

［個人プロフィール］－［個人プロフィールの変更］画面が表示されます。

2. ［資料発送対象外］のチェックを
外します。

個人情報が変更され、［個人管理］－
［個人プロフィールの変更完了］画面
が表示されます。

［個人検索結果一覧へ戻る］ボタンを
クリックすると、［個人管理］－［個
人検索の結果一覧］画面に戻ります。

3. ［確認する］ボタンをクリックし
ます。

［個人管理］－［個人プロフィー
ルの変更内容確認］画面が表示さ
れます。

4. ［登録する］ボタンをクリックし
ます。
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19-4 メッセージテンプレートを管理する
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の送信方法、およびメッセージ送信後の作業を説明します。
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メッセージ送信



業務の流れ 概要

メッセージ
返信受付アドレスの

確認・変更

 メッセージを送信する際、返信受付するメールアドレスを確認し
ます。

 必要に応じて、返信受付のメールアドレスを変更できます。

メッセージに挿入する
署名の管理

 メッセージに挿入する署名を登録します。
 登録した署名を修正・削除します。

メッセージ
テンプレートの管理

 送信するメッセージテンプレートを作成します。
 作成したメッセージテンプレートを修正・削除します。

メッセージの送信

 メッセージを送信する個人を検索し、メッセージの送信を予約し
ます。

 メッセージの送信が予約されたことを確認します。

送信履歴の確認

送信されたメッセージの履歴を確認します。

送信エラーの確認

送信エラーが発生したメッセージを確認します。
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19-1 メッセージ送信の流れ

第19章 メッセージ送信

登録されている個人にメッセージを送信できます。メッセージ送信の流れと各操作の概要を示します。

「19-2 メッセージ返信受付アドレスを確認・変更する」

参照

「19-3 メッセージに挿入する署名を管理する」

参照

「19-4 メッセージテンプレートを管理する」

参照

「19-5 メッセージを送信する」

参照

「19-6 送信履歴を確認する」

参照

「19-7 送信エラーを確認する」

参照
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19-2 メッセージ返信受付アドレスを確認・
変更する

1. サイドナビゲーションメニューの［メッセージ送
信］→［返信受付アドレス登録］をクリックします。

2. メッセージ返信受付アドレスは、
［返信受付メールアドレスの変
更］の「返信受付メールアドレ
ス（現在）」に表示されます。
設定されているメールアドレス
を確認します。

3. メッセージ返信受付アドレスを変
更する場合、変更後のメールアド
レスを［返信受付メールアドレ
ス］、および［返信受付メールア
ドレス再入力］に入力し、［内容
を確認する］ボタンをクリックし
ます。

4. 画面下部の［登録する］ボタン
をクリックします。
返信受付メールアドレスが変更
され、［学校情報］－［返信受
付メールアドレス 認証確認メー
ル配信］画面が表示されます。
また、変更後のメールアドレス
に認証確認のメールが送信され
ます。
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5. 認証確認のメールに記載され
ているURLをクリックします。
ブラウザに、ログインIDとパ
スワードを入力する画面が表示
されます。

6. ［ログインID］と［パスワー
ド］を入力し、［確認］ボタ
ンをクリックします。
変更後のメールアドレスが認証
され、「返信受付メールアドレ
スの登録が完了しました。」と
いうメッセージが表示されます。

7. ［TOPへ戻る］ボタンをク
リックします。
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19-3 メッセージに挿入する署名を管理する
メッセージに挿入する署名の管理操作は、サイドナビゲーションメニューの［メッセージ送信］→［署名
（問い合わせ先）登録］をクリックして表示される［メッセージ送信］－［署名（問合せ先）登録］画面で
実行します。

19-3-1 署名を登録する

1. ［署名を新規作成する］ボタンを
クリックします。

2. 「署名（問合せ先）タイトル」と
「署名（問合せ先）本文」を入力
し、［内容を確認する］ボタンを
クリックします。



第19章 メッセージ送信

19-6

［署名（問合せ先）のプレビュー］画
面を閉じる場合は、［閉じる］ボタン
をクリックします。

3. ［登録］ボタンをクリックします。
署名が登録され、［メッセージ送
信］－［署名（問合せ先）の登録
完了］画面が表示されます。

［署名（問合せ先）一覧へ戻る］ボタ
ンをクリックすると、［メッセージ送
信］－［署名（問合せ先）登録］画面
に戻ります。

［プレビュー］ボタンをクリック
すると、別ウィンドウで［署名
（問合せ先）のプレビュー］画面
が表示されます。入力した文字数
と入力内容を確認できます。

参考
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2. 「署名（問合せ先）タイトル」と
「署名（問合せ先）本文」を修正
し、［内容を確認する］ボタンを
クリックします。

3. ［登録する］ボタンをクリックし
ます。
署名が修正され、［メッセージ送
信］－［署名（問合せ先）の修正
完了］画面が表示されます。

［プレビュー］ボタンについては、
「19-3-1 署名を登録する」の手
順2.を参照してください。

参照

19-3-2 署名を修正する
署名の修正方法を説明します。

1. ［メッセージ送信］－［署名（問
合せ先）登録］画面で、修正する
署名のタイトルをクリックします。
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2. ［削除する］ボタンをクリックし
ます。

3. ［削除する］ボタンをクリックし
ます。

署名が削除され、［メッセージ送
信］－［署名（問合せ先）の削除
完了］画面が表示されます。

19-3-3 署名を削除する
署名の削除方法を説明します。

1. ［メッセージ送信］－［署名（問
合せ先）登録］画面で、修正する
署名のタイトルをクリックします。
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19-4 メッセージテンプレートを管理する

19-4 メッセージテンプレートを管理する

19-4-1 メッセージテンプレートを作成する

1. ［新規作成］ボタンをクリックし
ます。

2. 各項目を設定し、［内容を確認
する］ボタンをクリックします。

送信するメッセージのテンプレートの管理操作は、サイドナビゲーションメニューの［メッセージ送信］→
［メッセージテンプレート］をクリックして表示される［メッセージ送信］－［メッセージテンプレート］
画面で実行します。

メッセージテンプレートが登録されていないと、メッセージを送信できません。メッセージを送信す
るには、メッセージテンプレートを作成してください。

重要
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各項目について、以下に説明します。

項目 説明

ID

メッセージテンプレートのIDを「英字（1文字）」＋「数字5文字」で
入力します。メッセージテンプレートを管理しやすいIDにしてください。
例）
送信対象者が高校生 :S00001、S00002、… …
送信対象者が保護者 :P00001、P00002、… …
送信対象者が高校の先生 :T00001、T00002、… …
2018年1月のNews :M01801
2018年2月のNews :M01802
担当者がかもめ太郎 :A00001、A00002、… …
担当者がかもめ次郎 :B00001、B00002、… …

名称

メッセージテンプレートの名称を入力します。送信内容に即したわかり
やすい名称にすることをおすすめします。

タイトル メッセージのタイトル（メールの件名）を入力します。全角50文字まで
入力できます。

本文

メッセージの本文を入力します。全角2000文字まで入力できます。

 一度設定したIDは、修正できません。
 受信者には表示されません。

重要

一度設定した名称は、修正できません。

重要

 自動的に改行されません。任意に改行してください。
 本文と署名（問合せ先）の間に、空白行は入りません。本文と

署名（問合せ先）の間を空ける場合、本文の最後に改行を入れ
てください。

参考



19-11

19-4 メッセージテンプレートを管理する

項目 説明

［挿入するURLリンクを選
択］ボタン

［進学ネットへのリンク先の選択］画面が表示されます。進学ネットの
貴校のページへのリンクを選択し、［選択］ボタンをクリックすると、
URLリンクを挿入できます。タイトルをクリックすると、リンク先のプ
レビューが表示されます。

 進学ネット、および他のページのURLは、本文に直接入力できます。
 進学ネットへのリンクを挿入する場合は、上記の画面でリンク先を

選択してください。

［文字カウント］ボタン 本文の文字数が表示されます。

署名（問合せ先） 署名（問合せ先）を入力します。全角250文字まで入力できます。

［挿入する署名を選択］ボタ
ン

［署名（問合せ先）の選択］画面が表示されます。署名を選択し、［選
択］ボタンをクリックすると、署名を挿入できます。タイトルをクリッ
クすると、署名のプレビューが表示されます。

［文字カウント］ボタン 署名の文字数が表示されます。
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メッセージテンプレートが登録され、
［メッセージ送信］－［メッセージテ
ンプレートの登録完了］画面が表示さ
れます。
［テンプレート一覧へ戻る］ボタンを
クリックすると、［メッセージ送信］
－［メッセージテンプレート］画面に
戻ります。

3. ［登録］ボタンをクリックします。

19-4-2 メッセージテンプレートを修正する

1. ［メッセージ送信］－［メッセー
ジテンプレート］画面で、修正す
るメッセージテンプレートのタイ
トルをクリックします。



19-4 メッセージテンプレートを管理する

2. ［修正する］ボタンをクリックし
ます。

3. 各項目を修正し、［内容を確認す
る］ボタンをクリックします。

19-13

「ID」と「名称」は修正できませ
ん。

重要

各項目の説明については、「19-
4-1 メッセージテンプレートを作
成する」の手順2.を参照してくだ
さい。

参照

メッセージテンプレートが修正され、
［メッセージ送信］－［メッセージテ
ンプレートの修正完了］画面が表示さ
れます。
［テンプレート一覧へ戻る］ボタンを
クリックすると、［メッセージ送信］
－［メッセージテンプレート］画面に
戻ります。

4. ［登録する］ボタンをクリック
します。
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メッセージテンプレートが削除され、
［メッセージ送信］－［メッセージテ
ンプレートの削除完了］画面が表示さ
れます。
［テンプレート一覧へ戻る］ボタンを
クリックすると、［メッセージ送信］
－［メッセージテンプレート］画面に
戻ります。

19-4-3 メッセージテンプレートを削除する
メッセージテンプレートの削除方法を説明します。

1. ［メッセージ送信］－［メッセー
ジテンプレート］画面で、削除す
るメッセージテンプレートのタイ
トルをクリックします。

2. ［削除する］ボタンをクリックし
ます。

・配信済みであること
・送信予約中であること

テンプレートは以下の条件に当てはまると削除できません
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19-5 メッセージを送信する

3. ［検索結果一覧］で、メッセージ
を送信する個人にチェックを付け、
［メッセージ送信］ボタンをク
リックします。

19-5-1 個人を検索してメッセージの送信を予約する
複数の個人にメッセージを送信する方法と、特定の個人にメッセージを送信する方法があります。

 複数の個人にメッセージを送信する

1. サイドナビゲーションメニューの［メッセージ送信］→［個人検索］を
クリックします。

2. 「18-1 個人情報を検索する」を参照し、メッセージを送信する個人を
検索します。

4. メッセージに使用するメッセージ
テンプレートのタイトルをクリッ
クします。

［メッセージ送信］－［メッセー
ジ送信予約］画面が表示され、
［送信メッセージテンプレートの
選択］が表示されます。

［個人ID］の左のチェックボック
スにチェックを付けると、現在表
示されているすべての個人に
チェックが付きます。

参考

メッセージ送信日までに、検索条
件に合致する個人が登録された場
合、その個人も送信対象になりま
す。

重要
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5. 選択したテンプレートの修正が必
要な箇所を修正します。
元のテンプレートは上書きされま
せん

6. メッセージの送信予定日を［送信
予定日（必須）］に入力します。

8. メッセージの内容を確認し、［送
信予約する］ボタンをクリックし
ます。

メッセージの送信が予約され、［メッ
セージ送信］－［メッセージ送信予
約］画面に「メッセージの送信予約が
完了しました。」というメッセージが
表示されます。
［検索結果一覧へ戻る］ボタンをク
リックすると、［個人管理］－［個人
検索の結果一覧］画面に戻ります。

当日はメッセージを送信できませ
ん。翌日以降の日付を入力してく
ださい。初期状態では、翌日の日
付が入力されています。

重要

7. ［確認する］ボタンをクリックし
ます。

メッセージ送信を行うと、スタディサプリ for Marketing に
ログイン済みのご担当者様宛へ確認用メールが自動配信されます。

参考
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 特定の個人にメッセージを送信する
1. サイドナビゲーションメニューの［メッセージ送信］→［個人検索］を

クリックします。
2. 「18-1 個人情報を検索する」を参照し、メッセージを送信する個人を

検索します。

2. メッセージを送信する個人の氏名、
または をクリックします。

3. ［メッセージを送信する］ボタン
をクリックします。
［メッセージ送信］－ ［メッセー
ジ送信予約］画面が表示され、
［送信メッセージテンプレートの
選択］が表示されます。

4. 「19-5-1 個人を検索してメッセージの送信を予約する」の「■複数の個人にメッセージを送信す
る」の手順4.～8.を実行します。
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19-5-2 送信予約一覧を確認する
1. サイドナビゲーションメニューの［メッセージ送信］→［メッセージ送信予約一覧］をクリックし

ます。

項目 説明

送信予定日 メッセージの送信予定日です。

テンプレート
ID メッセージに使用したメッセージテンプレートのIDです。

メッセージ
名 メッセージに使用したメッセージテンプレートの名称です。

タイトル

メッセージのタイトルです。タイトル名をクリックすると［送信メッ
セージの内容確認］画面が別ウィンドウで表示され、メッセージの内容
を確認できます。

対象者

［送信予定者］ボタンをクリックすると［個人管理］－［個人検索の結果
一覧］画面が別ウィンドウで表示され、メッセージの送信対象者を確認で
きます。

登録日 送信予約を実行した日です。

各項目について、以下に説明します。

送信予約されたメッセージは修正できません。メッセージを削除
し、新たにメッセージを作成して送信予約を実行してください。

重要

メッセージ送信日までに、検索条件に合致する個人が登録された
場合、その個人も送信対象になります。

重要
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19-5-3 送信予約メッセージを削除する

2. 削除する送信予約メッセージに
チェックを付け、［削除する］
ボタンをクリックします。

［メッセージ送信］－［メッセー
ジ送信予約］画面に［送信予約
メッセージの削除］が表示されま
す。

3. ［削除する］ボタンをクリック
します。

1. サイドナビゲーションメニューの［メッセージ送信］→［メッセージ送信予約一覧］をクリックし
ます。

送 信 予 約 メ ッ セ ー ジ が 削 除 さ れ 、
［メッセージ送信］－［メッセージ送
信予約］画面に［メッセージの送信予
約の削除完了しました。］というメッ
セージが表示されます。
［送信予約一覧へ戻る］ボタンをク
リックすると、［メッセージ送信］－
［メッセージ送信予約］画面の［送信
予約メッセージ一覧］に戻ります。
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19-6 送信履歴を確認する
1. サイドナビゲーションメニューの［メッセージ送信］→［メッセージ送信履歴一覧］をクリックし

ます。

項目 説明

登録日 送信予約を実行した日です。

送信日 メッセージが送信された日です。

件数

メッセージを送信した対象者の数です。件数をクリックすると別ウィン
ドウで［メッセージ送信対象者の一覧］が表示され、メッセージの送信
対象者を確認できます。

タイトル
メッセージのタイトルです。タイトル名をクリックすると［送信メッ
セージの内容確認］画面が別ウィンドウで表示され、メッセージの内容
を確認できます。

各項目について、以下に説明します。
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19-7 送信エラーを確認する

1. サイドナビゲーションメニューの［メッセージ送信］→［送信エラーリスト］をクリックします。

送信エラーは、メッセージが送信された翌日に確認できます。

重要

［ダウンロード］ボタンをクリックすると、送信エラーのデータをダウンロードできます。

参考



20-1 フォーム作成の概要

20-2 資料請求フォームを設定する

20-3 来校予約フォームを設定する

貴校のホームページ等から、資料請求や来校予約ができるフォームを
作成します。

第20章

フォームの作成と設定
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第20章 フォームの設定

20-1 フォーム作成の概要
資料請求や来校予約をするためのフォーム（申し込み画面）を作成し、貴校のホームページ等で公開できま
す。作成可能なフォームには、「資料請求フォーム」と「来校予約フォーム」があります。
フォームの作成が完了し公開設定を行うと、公開用のURLが作成されます。このURLを貴校のホームページ
等にコピーすることで、資料請求や来校予約が可能になります。資料請求者や来校予約者の情報は、スタ
ディサプリ for Marketing上で管理できます。
また、申し込み画面とともに、資料請求者や来校予約者へ自動送付するサンクスメールも設定できます。

フォームは、サイドナビゲーションメニューの［フォーム作成］をクリックして表示される［フォーム作
成］－［フォーム一覧］画面で管理します。

フォームの作成と管理の流れは、以下のとおりです。

「20-2-1 資料請求フォームを新規作成する」

「20-3-1 来校予約フォームを新規作成する」

「20-2-2 フォームを下書き保存する」

「20-2-3 フォームのプレビューを表示する」

「20-2-7 フォームを公開する」

「20-2-9 フォームの公開用URLをコピーする」

資料請求フォーム、来校予約フォームを作成してから公開用URLをコピーするまでの操作は、同様で
す。詳細は、「20-2-3 フォームのプレビューを表示する」から「20-2-9 フォームの公開用URLをコ
ピーする」までを参照してください。

参照
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20-2 資料請求フォームを設定する

資料請求フォームの新規作成方法を説明します。フォームの［基本情報］を設定し、［入力画面］［確認画
面］［完了画面］［サンクスメール］の各項目を設定します。

20-2-1 資料請求フォームを新規作成する

資料請求フォームの作成と管理の操作について、以下に説明します。

1. ［フォーム作成］－［フォーム一
覧］画面の［資料請求フォームを
新規作成する］ボタンをクリック
します。

（次ページに続く）

20-2 資料請求フォームを設定する

［フォーム作成］－［フォーム編集
（資料請求）］画面の［基本情報］タ
ブが表示されます。

フォーム作成では、以下の5つの設定をします。

①フォームの基本情報の設定

②フォームの入力画面の設定

③フォームの確認画面の設定

④フォームの完了画面の設定

⑤フォームのサンクスメールの設定

フォームの基本情報は、［フォーム作成］－［フォーム編集（資料請求）］画面の［基本情報］タブで設定
します。

① フォームの基本情報の設定



フッター画像

ヘッダー
画像
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第20章 フォームの設定

（前ページからの続き）

フォーム基本情報 ＜表示例＞

［基本情報］タブの各項目について、以下に説明します。
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20-2 資料請求フォームを設定する

項目 説明

フォーム名称 フォームのタイトル名を入力します。

テーマカラー
フォームのテーマカラーを設定できます。フォームのボタン等に、選択
したテーマカラーが反映されます。

ヘッダー画像

フォーム上部に、任意の画像をアップロードできます。

フッター画像

フォーム下部に、任意の画像をアップロードできます。

トップページURL
フォームの上部に表示される貴校名から、貴校のホームページにリンク
させることができます。 貴校のホームページのURLを入力します。

コピーライト表記 コピーライト（著作権）表記をフォーム最下部に表示できます。

• アップロード可能な画像形式は、JPEG、GIF、PNGです。
• アップロード可能な画像容量は、1MB以下です。

参考

• アップロード可能な画像形式は、JPEG、GIF、PNGです。
• アップロード可能な画像容量は、1MB以下です。

参考

フォームの入力画面の設定は、［フォーム作成］－［フォーム編集（資料請求）］画面の［入力画面］タブ
で設定します。画面上部の［入力画面］タブをクリックすると、［入力画面］タブの設定項目が表示されま
す。

② フォームの入力画面の設定

［プレビューを見る］ボタンをクリックすると、別ウィンドウでフォームのプレビュー画面が表示さ
れます。

参考

（次ページに続く）
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第20章 フォームの設定

（前ページからの続き）

［入力画面］タブの各項目について、以下に説明します。
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20-2 資料請求フォームを設定する

資料情報

請求対象となる資料を設定します。［資料を追加する］をクリックし、資料情報を追加します。

＜表示例＞

項目 説明

資料名称 請求対象となる資料の名称を入力します。

有料・無料 資料送付時の有料・無料の区分を選択します。

発送時期 資料の発送時期を入力します。

価格 送料などで、資料送付が有料となる場合の価格を入力します。

資料情報を作成すると、［フォーム作成］－［フォーム編集（資料請求）］画面の［入力画面］タブ
に一覧として表示されます。作成した資料情報を編集・削除することも可能です。

参考
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第20章 フォームの設定

項目 説明

お名前
必須で取得する個人情報です。
設定は「取得する」で固定され、変更はできません。

フリガナ
必須で取得する個人情報です。
設定は「取得する」で固定され、変更はできません。

性別
必須で取得する個人情報です。
設定は「取得する」で固定され、変更できません。

住所
必須で取得する個人情報です。
設定は「取得する」で固定され、変更できません。

卒業予定年
必須で取得する個人情報です。
設定は「取得する」で固定され、変更はできません。

学校情報
必須で取得する個人情報です。
設定は「取得する」で固定され、変更できません。

電話番号

任意で取得する個人情報です。
資料請求者の電話番号を取得するかどうかを選択します。
⚫ 取得しない

資料請求者の電話番号を取得しません。
⚫ 必須取得

資料請求者の電話番号を必須で取得します。
⚫ 任意取得

資料請求者の電話番号を任意で取得します。

メールアドレス

任意で取得する個人情報です。
資料請求者のメールアドレスを取得するかどうかを選択します。
⚫ 取得しない

資料請求者のメールアドレスを取得しません。
⚫ 必須取得

資料請求者のメールアドレスを必須で取得します。
⚫ 任意取得

資料請求者のメールアドレスを任意で取得します。

個人情報取得

資料請求者から取得する個人情報を設定します。 ＜表示例＞

（次ページに続く）
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20-2 資料請求フォームを設定する

項目 説明

生年月日

任意で取得する個人情報です。
資料請求者の生年月日を取得するかどうかを選択します。
⚫ 取得しない

資料請求者の生年月日を取得しません。
⚫ 必須取得

資料請求者の生年月日を必須で取得します。
⚫ 任意取得

資料請求者の生年月日を任意で取得します。

（前ページからの続き）

［募集支援項目を取得対象に追加する］をクリックすると、募集支援項目を追加することができま
す。募集支援項目については、「18-10 募集支援項目を活用する」を参照してください。

参考

項目 説明

取得設定

任意で取得する情報です。
資料請求者の進路希望を取得するかどうかを選択します。
⚫ 取得しない

資料請求者の進路希望を取得しません。
⚫ 必須取得

資料請求者の進路希望を必須で取得します。
⚫ 任意取得

資料請求者の進路希望を任意で取得します。

選択肢設定

⚫ 選択肢をドロップダウンリストで選択します。
⚫ ボタンをクリックすると、1つ上の選択肢と順番が入れ替わります。
⚫ ボタンをクリックすると、1つ下の選択肢と順番が入れ替わります。
⚫ ［削除］ボタンをクリックすると、選択肢が削除されます。
⚫ ［選択肢を追加する］をクリックすると、選択肢が追加されます。

希望する学部・学科・コース

希望している学部・学科・コースを、取得する情報に追加できます。

＜表示例＞（［取得設定］を［取得しない］に設定した場合の画面表示）

（［取得設定］を［必須取得］or［任意取得］に設定した場合の画面表示）



個人検索にて対象を指定し、データをダウンロードすると、ダウンロードファイル内の「希望する学
部・学科・コース」項目にてご確認いただけます。また、各個人の個人詳細画面のコンタクト履歴から
もご確認いただけます。

フォーム経由で取得した「希望する学部・学科・コース」の情報の確認方法
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第20章 フォームの設定

［プレビューを見る］ボタンをクリックすると、別ウィンドウでフォームのプレビュー画面が表示さ
れます。

参考

③ フォームの確認画面の設定

資料請求者がフォームを入力した後に表示される確認画面の設定は、［フォーム作成］－［フォーム編集
（資料請求）］画面の［確認画面］タブで設定します。画面上部の［確認画面］タブをクリックすると、
［確認画面］タブの設定項目が表示されます。

［確認画面］タブの各項目について、以下に説明します。
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プライバシーポリシー

確認画面に表示されるプライバシーポリシーを設定します。

＜表示例＞（［指定方法］が URL指定 の場合の画面表示）

（［指定方法］が フリーテキストの場合の画面表示）

項目 説明

指定方法

フォームに表示される、プライバシーポリシーの表示方法を選択します。
⚫ URL指定

プライバシーポリシーのリンク先を表示します。
⚫ フリーテキスト

フォーム上にプライバシーポリシーを表示します。

URL
リンク先のURLを入力してください。

（例：貴校のホームページ内にあるプライバシーポリシーのURL）

フリーテキスト

プライバシーポリシーに表示する説明文を入力します。

初期状態で例文が入力されています。そのままご使用いただくこともで
きます。

＜表示例＞

［プレビューを見る］ボタンをクリックすると、別ウィンドウでフォームのプレビュー画面が表示さ
れます。

参考
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④ フォームの完了画面の設定

フォームから資料請求した後に表示される完了画面の設定は、［フォーム作成］－［フォーム編集（資料請
求）］画面の［完了画面］タブで設定します。画面上部の［完了画面］タブをクリックすると、［完了画
面］タブの設定項目が表示されます。

［完了画面］タブの各項目について、以下に説明します。
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＜表示例＞完了メッセージ・リンクボタン

項目 説明

完了メッセージ 完了画面に表示される、請求完了メッセージを入力します。

次ページリンク（ラベル）
確認画面に、リンクボタンを追加することができます。

リンクボタンのボタン名を入力します。

次ページリンク（URL） リンクボタンのリンク先となるURLを入力します。

項目 説明

表示要否

任意の選択項目です。完了画面に来校予約フォームへの導線を表示する
かどうかを選択します。
⚫ 表示しない

完了画面に来校予約フォームへの導線を表示しません。
⚫ 表示する

完了画面に来校予約フォームへの導線を表示します。

フォーム選択 来校予約フォームをドロップダウンリストで選択します。

レコメンド表示（来校予約フォーム）

完了画面に、来校予約情報を表示できます。
資料請求者に対し、来校予約フォームへの導線を増やすことができます。

＜表示例＞（［表示要否］が 表示しない の場合）

（［表示要否］が 表示する の場合）



20-14

第20章 フォームの設定

⑤ フォームのサンクスメールの設定

サンクスメールは請求完了時に、資料請求者宛に自動送付されるメールです。送付する場合は、メールの件
名やメッセージを設定します。サンクスメールの設定は、［フォーム作成］－［フォーム編集（資料請
求）］画面の［サンクスメール］タブで設定します。画面上部の［サンクスメール］タブをクリックすると、
［サンクスメール］タブの設定項目が表示されます。

（次ページに続く）
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（前ページからの続き）

項目 説明

送信要否

サンクスメールの送信有無を設定します。

［送信しない］を設定した場合、以下の項目はグレーに反転表示され、
入力ができなくなります。

差出人名
［送信要否］で［送信する］を選択した際に、入力可能になります。

サンクスメールに表示される、差出人名を入力します。

返信受付メールアドレス
［送信要否］で［送信する］を選択した際に、入力可能になります。

返信を受信するメールアドレスを入力します。

件名
［送信要否］で［送信する］を選択した際に、入力可能になります。

サンクスメールに表示される、件名を入力します。

送信設定

サンクスメールの送信有無、差出人の設定等を行います。 ＜表示例＞

［サンクスメール］タブの各項目について、以下に説明します。

参考

• 受信者にはリクルート共通の配信アドレス（ssfminfo@r-shingaku.com）が差出人アドレスとし
て表示されます。受信者が返信する場合は、返信受付メールアドレスが宛先として設定されます。

• サンクスメールの送信履歴を担当者間等で共有したい場合には、［自校担当者送信先（BCC）を追
加する］をクリックし、担当者のメールアドレスを追加してください。アドレスは、最大10件まで
追加が可能です。
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メール本文

サンクスメールのメッセージを設定・入力します。 ＜表示例＞

項目 説明

宛名（自動）
設定できません。サンクスメールには、送信先（資料請求者）の宛名が
自動で表示されます。

メッセージ サンクスメールのメッセージを入力します。

受付内容（自動）
設定できません。サンクスメールには、受付内容（資料請求内容）が自
動で表示されます。

署名 サンクスメールの署名を入力します。

「受付内容(自動)」の内
容は一例です

参考
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20-2-2 フォームを下書き保存する

下書き保存されたフォームは、編集可能な状態で［フォーム作成］－［フォーム一覧］画面に表示さ
れます。

参考

1. 各タブ画面で、画面の下部にある
［下書き保存して●●●●の編集
に進む（戻る）］ボタンをクリッ
クすると、設定・入力したデータ
を保存して、隣のタブの編集がで
きます。

※●●●●には、タブの名称が入
ります。

2. 設定が終わったら、各タブ画面の
［下書き保存する］ボタンをク
リックします。

フォームが下書き保存されます。

上記の画面例は［入力画面］タブです。
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フォームのプレビュー表示では、フォームがスマートフォン（SP）とパソコン（PC）で、どのように表示
されるかを確認できます。

20-2-3 フォームのプレビューを表示する

1. 以下のいずれかの操作を実行しま
す。

［フォーム作成］－［フォーム
編集（資料請求）］画面の各タ
ブで［プレビューを見る］ボタ
ンをクリックする。

左の画面例は、［基本情報］タブ
です。

別ウィンドウでフォームのプレビューが表示されます。

スマートフォン版（SP）とパソコン版
（PC）のプレビューの切り替えができ
ます。

画面上部の［フォーム］［サンクス
メール］ボタンでフォームとサンクス
メールの切り替えができます。

プレビューでは、実際に回答を入力し
てフォームを操作できます。

プレビュー表示を終了するには、ウィ
ンドウ右上の［×］ボタンをクリック
します。

［フォーム作成］－［フォーム一
覧］画面で、プレビューを表示す
るフォームの［プレビュー］ボタ
ンをクリックする。



20-19

20-2 資料請求フォームを設定する

20-2-4 既存のフォームをコピーして新規作成する

2. テキストボックスにフォームの名
称を入力し、［コピーを作成す
る］ボタンをクリックします。

フォームがコピーされ、［フォー
ム作成］－［フォーム一覧］画面
に表示されます。

1. ［フォーム作成］－［フォーム一
覧］画面で、コピーするフォーム
の［コピーを作成］ボタンをク
リックします。

［フォームをコピーして作成］画
面が表示されます。

3. コピーで作成したフォームの［編
集］ボタンをクリックします。

［フォーム作成］－［フォーム編
集（資料請求）］画面が表示され
ます。

4. 「20-2-1 資料請求フォームを
新規作成する」の以下の説明を
参照し、フォームの内容を設定
します。

①フォームの基本情報の設定
②フォームの入力画面の設定
③フォームの確認画面の設定
④フォームの完了画面の設定
⑤フォームのサンクスメール
の設定
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20-2-5 フォームを編集する

1. ［フォーム作成］－［フォーム一
覧］画面で、編集するフォームの
［編集］ボタンをクリックします。

2. 「20-2-1 資料請求フォームを新
規作成する」の以下の説明を参照
し、フォームの内容を編集します。

①フォームの基本情報の設定
②フォームの入力画面の設定
③フォームの確認画面の設定
④フォームの完了画面の設定
⑤フォームのサンクスメール
の設定

20-2-6 フォームを削除する

1. ［フォーム作成］－［フォーム一
覧］画面で、削除するフォームの
［削除］ボタンをクリックします。

2. ［削除する］ボタンをクリックし
ます。

フォームが削除され、［フォーム
作成］－［フォーム一覧］画面に
戻ります。



［フォーム編集完了（資料請求）］画面には、公開用URLが表示されます。このURLをコピーし、貴校
のホームページ等からフォームにリンクさせる必要があります。公開用URLについては、「20-2-9 
フォームの公開用URLをコピーする」を参照してください。

重要
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フォームを公開し、公開用のURLを作成します。

20-2-7 フォームを公開する

2. いずれかのタブで［公開する］ボ
タンをクリックします。

左の画面例は、［基本情報］タブ
です。

［フォーム作成］－［フォーム編
集完了（資料請求）］画面が表示
されます。

1. ［フォーム作成］－［フォーム一
覧］画面で、公開するフォームの
［編集］ボタンをクリックします。
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20-2-8 フォームを非公開にする

1. ［フォーム作成］－［フォーム一
覧］画面で、非公開にするフォー
ムのステータス欄にある［非公
開］ボタンをクリックします。

2. ［非公開にする］ボタンをクリッ
クします。

フォームが非公開に設定され、
［フォーム作成］－［フォーム一
覧］画面に戻ります。

非公開から公開に戻したい場合は、［フォーム作成］－［フォーム一覧］画面で該
当のフォームの［公開］ボタンをクリックします。

参考
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20-2-9 フォームの公開用URLをコピーする

貴校のホームページ等に、フォームへのリンクを設置することでフォームが利用可能になります。
公開用のURLをコピーし、ホームページ上からリンクできるように貼り付けてください。

1. ［フォーム作成］－［フォーム一
覧］画面で、URLをコピーする
フォームの［URLコピー］ボタ
ンをクリックします。

2. URLの形式を［テキスト形式］
［ HTMLタグ形式（aタグ）］か
ら選択します。

3. ［貼り付け用にコピーする］ボタ
ンをクリックします。

4. コピーしたURLを、コピー先に
貼り付けます。

ホームページの作成を外部業者に依頼されている場合は、作成したフォームのリンクを設置してもら
うよう依頼し、コピーした公開用URLを提供してください。

参考
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フォームの［基本情報］を設定し、［入力画面］［確認画面］［完了画面］［サンクスメール］の各項目を
設定します。

20-3-1 来校予約フォームを新規作成する

1. ［フォーム作成］－［フォーム一
覧］画面の［来校予約フォームを
新規作成する］ボタンをクリック
します。

20-3 来校予約フォームを設定する

［フォーム作成］－［フォーム編集
（来校予約）］画面の［基本情報］タ
ブが表示されます。

フォーム作成では、以下の5つの設定をします。

①フォームの基本情報の設定

②フォームの入力画面の設定

③フォームの確認画面の設定

④フォームの完了画面の設定

⑤フォームのサンクスメールの設定

「①フォームの基本情報の設定」「③フォームの確認画面の設定」「④フォームの完了画面の設定」
「⑤フォームのサンクスメールの設定」については、資料請求フォームを作成する場合と同様の設
定・入力項目となっています。このため ①③④⑤の設定については、「20-2-1 資料請求フォームを
新規作成する」を参照してください。
次のページからは、来校予約フォームでの「②フォームの入力画面の設定」について説明します。

参照

来校予約フォームを作成してから公開するまでの操作は、資料請求フォームの場合と同様です。詳細
は、「20-2-3 フォームのプレビューを表示する」から「20-2-9 フォームの公開用URLをコピーす
る」までを参照してください。

参照
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フォームの入力画面の設定は、［フォーム作成］－［フォーム編集（来校予約）］画面の［入力画面］タブ
で設定します。画面上部の［入力画面］タブをクリックすると、［入力画面］タブの設定項目が表示されま
す。

② フォームの入力画面の設定

［入力画面］タブの各項目について、以下に説明します。
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イベント情報

フォームの対象となるイベントを設定します。

＜表示例＞
（［スタディサプリ進路（ネット）に掲載中のすべてのイベントを表示する］
を設定した場合の画面表示）

（［特定のイベントを指定して表示する］を設定した場合の画面表示）

項目 説明

スタディサプリ進路（ネッ
ト）に掲載中のすべてのイベ
ントを表示する

来校予約フォームに、すべてのイベントを表示する場合、選択します。

特定のイベントを指定して表
示する

来校予約フォームに、特定のイベントを指定して表示する場合、選択し
ます。選択時には、［イベントを指定する］ボタンをクリックして、該
当するイベントを選択します。

• 予約対象のイベントとして表示されるのは、入稿機能でイベントを入稿した際に個人情報を取得す
る設定にし、スタディサプリ進路（ネット）から予約可能となっているイベントのみです。個人情
報を取得しない設定にしたイベントは表示されません。

• 「オンライン開催イベント」を入稿した場合、開催場所は「－」と表示されます。

重要
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［入力画面］タブの各項目について、以下に説明します。

［イベントを指定する］ボタンで、イベントを指定する場合

1. ［イベントを指定する］ボタンを
クリックします。

2. イベント日程の左側にあるチェッ
クボックスにチェックを入れて、
イベントを選択します。

• 最上段のチェックボックスに
チェックを入れるとすべての
イベントを選択できます。

• イベント名の横にあるチェッ
ボックスにチェックを入れる
と、イベントに紐付くすべて
の開催日・開催時間を選択で
きます。

参考

［指定したイベント］欄に、選択
したイベントが追加されます。

3. ［設定する］ボタンをクリックし
ます。
チェックを入れたイベントが選択
されます。

• イベントを追加する場合は、
［イベントを指定する］ボタ
ンで追加します。

• 追加したイベントを削除する
場合は、イベント名の横にあ
る ボタンを押すと、イベ
ントを削除できます。

参考
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項目 説明

お名前
必須で取得する個人情報です。
設定は「取得する」で固定され、変更はできません。

フリガナ

任意で取得する個人情報です。
来校予約者のフリガナを取得するかどうかを選択します。
⚫ 取得しない

来校予約者のフリガナを取得しません。
⚫ 必須取得

来校予約者のフリガナを必須で取得します。
⚫ 任意取得

来校予約者のフリガナを任意で取得します。

性別
必須で取得する個人情報です。
設定は「取得する」で固定され、変更できません。

住所

任意で取得する個人情報です。
来校予約者の住所を取得するかどうかを選択します。
⚫ 取得しない

来校予約者の住所を取得しません。
⚫ 必須取得

来校予約者の住所を必須で取得します。
⚫ 任意取得

来校予約者の住所を任意で取得します。

卒業予定年
必須で取得する個人情報です。
設定は「取得する」で固定され、変更はできません。

学校情報
必須で取得する個人情報です。
設定は「取得する」で固定され、変更できません。

個人情報取得

来校予約者から取得する個人情報を設定します。 ＜表示例＞

（次ページに続く）
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項目 説明

電話番号

任意で取得する個人情報です。
来校予約者の電話番号を取得するかどうかを選択します。
⚫ 取得しない

来校予約者の電話番号を取得しません。
⚫ 必須取得

来校予約者の電話番号を必須で取得します。
⚫ 任意取得

来校予約者の電話番号を任意で取得します。

メールアドレス

任意で取得する個人情報です。
来校予約者のメールアドレスを取得するかどうかを選択します。
⚫ 取得しない

来校予約者のメールアドレスを取得しません。
⚫ 必須取得

来校予約者のメールアドレスを必須で取得します。
⚫ 任意取得

来校予約者のメールアドレスを任意で取得します。

（前ページからの続き）

［募集支援項目を取得対象に追加する］をクリックすると、募集支援項目を追加することができま
す。募集支援項目については、「18-10 募集支援項目を活用する」を参照してください。

参考
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項目 説明

取得設定

任意で取得する情報です。
来校予約者の進路希望を取得するかどうかを選択します。
⚫ 取得しない

来校予約者の進路希望を取得しません。
⚫ 必須取得

来校予約者の進路希望を必須で取得します。
⚫ 任意取得

来校予約者の進路希望を任意で取得します。

選択肢設定

⚫ 選択肢をドロップダウンリストで選択します。
⚫ ボタンをクリックすると、1つ上の選択肢と順番が入れ替わります。
⚫ ボタンをクリックすると、1つ下の選択肢と順番が入れ替わります。
⚫ ［削除］ボタンをクリックすると、選択肢が削除されます。
⚫ ［選択肢を追加する］をクリックすると、選択肢が追加されます。

希望する学部・学科・コース

希望している学部・学科・コースを、取得する情報に追加できます。

＜表示例＞（［取得設定］を［取得しない］に設定した場合の画面表示）

（［取得設定］を［必須取得］or［任意取得］に設定した場合の画面表示）

［プレビューを見る］ボタンをクリックすると、別ウィンドウでフォームのプレビュー画面が表示さ
れます。

参考

資料請求フォームとの違いはスタディサプリ for Marketingアカウントを持っている担当者を設定しておく
ことで、来校フォームから予約があった時点で予約内容のメールを受信できるようになります。データがス
タディサプリ for Marketingに反映されるのは翌日です。

⑤ フォームのサンクスメールの設定

• 件名：フォームから来校予約がありま
した[スタディサプリ for Marketing]

• サンクスメール同様のイベント情報：
イベント名、開催日時、開催場所

• 予約者情報：来校フォームの項目のカ
スタマ入力情報



21-1 高校情報を管理する

21-2 高校訪問情報を管理する

21-3 学校を追加する／自由項目を設定する

21-4 スケジュールを管理する

⚫ 高校情報の管理として、高校情報の検索／詳細の参照／高校一覧の
ダウンロード方法を説明します。

⚫ 高校訪問情報の管理として、訪問報告書の作成／検索／参照／編集
／印刷／削除方法を説明します。

⚫ 学校の追加／編集／削除方法、および自由項目の設定／編集／削除
方法を説明します。

⚫ 各種イベントのスケジュールの管理方法を説明します。

第21章

高校情報／訪問情報の管理
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第21章 高校情報／訪問情報の管理

21-1 高校情報を管理する
高校情報の管理として、以下の各操作を説明します。

⚫ 高校情報を検索する

⚫ 高校情報の詳細を参照する

⚫ 高校一覧をダウンロードする

上記の各操作は、サイドナビゲーションメニューの［高校情報・訪問管理］→［高校一覧］をクリックして
表示される［高校情報・訪問管理］－［高校一覧］画面で実行します。

1. ［高校情報・訪問管理］－［高校一覧］画面上部の検索条件を指定し、［検索］ボタンをクリッ
クします。

21-1-1 高校情報を検索する
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21-1 高校情報を管理する

検索条件の各項目について、以下に説明します。

項目 説明

高校 高校の名称の一部、またはすべてを入力します。

都道府県

ドロップダウンリストをクリックし、検索する高校の所在地の地方や都
道府県にチェックを付けます。

⚫ 「すべて」にチェックを付けると、すべての都道府県にチェックが
付きます。

⚫ 地方にチェックを付けると、地方内のすべての都道府県にチェック
が付きます。

偏差値

ドロップダウンリストをクリックし、検索する高校の偏差値にチェック
を付けます。

⚫ 複数選択できます。

⚫ 「すべて」にチェックを付けると、すべての偏差値にチェックが付
きます。

詳細検索

ドロップダウンリストをクリックし、以下の検索条件を指定します。

⚫ 訪問担当者

ドロップダウンリストをクリックし、検索する高校の訪問を担当し
た貴校の担当者にチェックを付けます。

• 複数選択できます。

• 「すべて」にチェックを付けると、すべての担当者にチェックが
付きます。

⚫ 最終訪問日付

検索する高校の最終訪問日の範囲を指定します。 をクリックして
表示されるカレンダーで日付を選択します。

⚫ 注力校

注力校を検索する場合にチェックを付けます。

⚫ 募集状況

検索する高校に該当する募集状況にチェックを付けます。

⚫ 学校情報

• 設立区分
検索する高校の設立区分にチェックを付けます。

• 共学区分
検索する高校の共学区分にチェックを付けます。

• 日制区分
検索する高校の日制区分にチェックを付けます。

⚫ 自由項目キーワード検索

設定した自由項目で検索ができます。

自由項目の設定については、「21-3-4 自由項目を設定する」を
参照してください。

参考
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第21章 高校情報／訪問情報の管理

［高校情報・訪問管理］－［高校一覧］画面に検索結果が表示されます。

ボタン／リンク 説明

高校一覧をダウンロードする 高校情報の一覧をダウンロードできます。

画面下部のボタンとリンクについて、以下に説明します。
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21-1 高校情報を管理する

1. 「21-1-1 高校情報を検索する」を実行し、詳細を参照する高校情報を検索します。

［高校情報・訪問管理］－［高校一覧］画面に検索結果が表示されます。

2. 詳細を参照する高校情報の「高校名」をクリックします。

21-1-2 高校情報の詳細を参照する



注力校マークが表示されます。
注力校の場合は、 が表示されます。
注力校ではない場合は、 が表示されます。
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第21章 高校情報／訪問情報の管理

［高校情報・訪問管理］－［高校詳細］画面が表示され、高校情報の詳細が表示されます。
以下、各欄ごとに各項目を説明します。

高校の名称が表示されます。

高校の名称の読み仮名が表示されます。

高校の所在地の都道府県／設立区分／
共学区分／日制区分が表示されます。

偏差値が表示されます。

高校詳細

［高校基本情報］タブ

［高校基本情報］タブの各項目について、以下に説明します。

［訪問管理］タブでは、訪問報告書を参照できます。訪問報告書の参照については、「21-2-3 訪問報
告書を参照する」を参照してください。

参考

❒ 基本情報
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項目 説明

学校正式名称 高校の正式名称が表示されます。

郵便番号 高校の所在地の郵便番号が表示されます。

所在地（住所） 高校の所在地が表示されます。

交通機関 高校への交通機関と最寄り駅が表示されます。

電話番号 高校の電話番号が表示されます。

FAX番号
高校のFAX番号が表示されます。 ボタンをクリックすると、FAX番号
を編集できます。テキストボックスに変更後のFAX番号を入力し、［保
存する］ボタンをクリックしてください。

高校コード 高校の登録コードが表示されます。

指定校
指定校の場合「対象」と表示されます。 ボタンをクリックし、表示さ
れた「指定校とする」にチェックを付けると、指定校に設定されます。

訪問担当者

高校を訪問する本校の担当者の氏名が表示されます。 ボタンをクリッ
クすると、訪問担当者を編集できます。ドロップダウンリストをクリッ
クして表示される担当者の一覧で担当者を選択し、［保存する］ボタン
をクリックしてください。

備考
備考情報が表示されます。 ボタンをクリックすると、備考を編集でき
ます。テキストボックスに変更後の備考情報を入力し、［保存する］ボ
タンをクリックしてください。

基本情報の一覧の右には、高校の所在地を示す地図が表示
され、高校の所在地に が表示されます。

の色は、高校の偏差値を示しています。

［自由項目を追加する］をクリックすると［自由項目の設定］画面が表示され、基本情報に自由項目
を設定できます。自由項目の設定については、「21-3-4 自由項目を設定する」を参照してください。

参考
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❒ 学科・コース別 偏差値

項目 説明

学科・コース名 高校の学科とコース名が表示されます。

偏差値 男子と女子の偏差値が表示されます。

❒ 合格実績

合格実績として、進学先の名称と人数が表示されます。

❒ この高校からの入学者状況

上の表は、詳細を参照している高校からの、卒年ごとの本校への入学者数です。（ ）内は出願数です。

下の表は、詳細を参照している高校からの、本校への入学者の一覧です。直近4年分の入学者データが表示
されます。
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入学者の一覧の各項目について、以下に説明します。

項目 説明

氏名
入学者の氏名が表示されます。氏名をクリックすると［個人詳細］画面
が表示されます。

フリガナ 入学者の氏名のフリガナが表示されます。

性別 入学者の性別が表示されます。

卒業年度 入学者の高校の卒業年度が表示されます。

学部・学科・コース 入学者が所属する学部・学科・コースが表示されます。

備考
備考情報が表示されます。 ボタンをクリックすると、備考を編集でき
ます。テキストボックスに変更後の備考情報を入力し、［保存する］ボ
タンをクリックしてください。

❒ この高校からの応募状況

詳細を参照している高校からの、卒年ごとの本校への資料請求件数と来校数が表示されます。件数表示をク
リックすると［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面が表示され、該当する個人を確認できます。

❒ 画面下部の操作ボタン

［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面については、「18-1 個人情報を検索する」を参照してく
ださい。

参考

ボタン 説明

印刷する
［印刷する］ボタンをクリックすると、高校情報を印刷できます。操作
方法については、「21-1-3 高校情報を印刷する」を参照してください。

学生一覧をダウンロードする
［この高校からの入学者状況］に表示された学生の一覧をダウンロード
できます。

高校一覧に戻る ［高校情報・訪問管理］－［高校一覧］画面に戻ります。
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21-1-3 高校情報を印刷する

1. 「21-1-1 高校情報を検索する」を実行し、印刷する高校情報を検索します。

［高校情報・訪問管理］－［高校一覧］画面に検索結果が表示されます。

2. 「21-1-2 高校情報の詳細を参照する」の手順2.を実行し、印刷する高校情報を表示します。

3. ［高校情報・訪問管理］－［高校詳細］画面下部の［印刷する］ボタンをクリックします。

印刷の設定をする画面が表示されます。ご使用のプリンターで印刷を実行してください。

印刷方法については、ご使用のOS（WindowsまたはmacOS）のヘルプ、およびプリンターの説明書
などを参照してください。

参考
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21-2 高校訪問情報を管理する
高校訪問情報の管理として、以下の各操作を説明します。

⚫ 訪問報告書を作成する

⚫ 訪問報告書を検索する

⚫ 訪問報告書を参照する

⚫ 訪問報告書を編集する

⚫ 訪問報告書を印刷する

⚫ 訪問報告書を削除する

上記の各操作は、サイドナビゲーションメニューの［高校情報・訪問管理］→［訪問報告書一覧］をクリッ
クして表示される［高校情報・訪問管理］－［訪問報告書一覧］画面で実行します。
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21-2-1 訪問報告書を作成する

1. ［高校情報・訪問管理］－［訪
問報告書一覧］画面下部の［新
しい報告書を作成する］ボタン
をクリックします。

2. 各項目を設定し、［保存する］
ボタンをクリックします。



21-13

21-2 高校訪問情報を管理する

各項目について、以下に説明します。

項目 説明

訪問学校名

ドロップダウンリストをクリックし、訪問した学校を指定します。

訪問日
訪問した日を指定します。 をクリックして表示されるカレンダーで日
付を選択します。

時間 4つのドロップダウンリストで、訪問開始時刻と終了時刻を選択します。

訪問者

ドロップダウンリストをクリックし、学校を訪問した本校の担当者に
チェックを付けます。

⚫ 複数選択できます。

⚫ 「すべて」にチェックを付けると、すべての担当者にチェックが付
きます。

訪問目的 訪問目的を入力します。

訪問先担当者 訪問先の担当者を入力します。

役職 訪問先の担当者の役職を入力します。

訪問概要（会話したこと） 訪問先での会話内容など、訪問の概要を2000文字以内で入力します。

備考 訪問の備考情報を入力します。

［保存せずに戻る］ボタン
設定した内容を破棄して訪問報告書を保存せずに、［高校情報・訪問管
理］－［訪問報告書一覧］画面に戻ります。

学校の指定方法については、「 18-1-1 検索条件を指定して検索す
る」を参照してください。

参照

訪問報告書が保存され、［高校情報・訪問管理］－［訪問報告書一覧］画面に戻ります。



21-14

第21章 高校情報／訪問情報の管理

21-2-2 訪問報告書を検索する

1. ［高校情報・訪問管理］－［訪問報告書一覧］画面上部の検索条件を指定し、［検索］ボタンを
クリックします。

検索条件の各項目について、以下に説明します。

項目 説明

訪問学校名 訪問した学校の名称の一部、またはすべてを入力します。

訪問日
検索する訪問報告書に記録されている訪問日の範囲を指定します。 を
クリックして表示されるカレンダーで日付を選択します。

訪問者

ドロップダウンリストをクリックし、検索する訪問報告書に記録されて
いる訪問者（本校の担当者）にチェックを付けます。

⚫ 複数選択できます。

⚫ 「すべて」にチェックを付けると、すべての訪問者にチェックが付
きます。
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［高校情報・訪問管理］－［訪問報告書一覧］画面に検索結果が表示されます。

検索結果の各項目について、以下に説明します。

項目 説明

訪問日

訪問日が表示されます。訪問日のリンクをクリックすると［高校情報・
訪問管理］－［高校詳細］画面の［訪問管理］タブが表示され、訪問報
告書を参照できます。

訪問先高校名 訪問先の高校の名称が表示されます。

訪問者 高校を訪問した本校の担当者の氏名が表示されます。

訪問報告書の参照については、「21-2-3 訪問報告書を参照する」
を参照してください。

参照
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項目 説明

訪問先担当者 訪問先の担当者の役職と氏名が表示されます。

訪問目的 訪問目的が表示されます。

過去訪問回数 過去に訪問した回数が表示されます。

詳細
ボタンをクリックすると［高校情報・訪問管理］－［高校詳細］画面

の［訪問管理］タブが表示され、訪問報告書を参照できます。

21-2-3 訪問報告書を参照する

1. 「21-2-2 訪問報告書を検索する」を実行し、参照する訪問報告書を検索します。

［高校情報・訪問管理］－［訪問報告書一覧］画面に検索結果が表示されます。

2. 参照する訪問報告書の「訪問日」の日付、または「詳細」の ボタンをクリックします。

［高校情報・訪問管理］－［高校詳細］画面の［訪問管理］タブに、訪問報告書が表示されます。
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21-2-4 訪問報告書を編集する

1. 「21-2-2 訪問報告書を検索する」を実行し、編集する訪問報告書を検索します。

［高校情報・訪問管理］－［訪問報告書一覧］画面に検索結果が表示されます。

2. 「21-2-3 訪問報告書を参照する」の手順2.を実行し、編集する訪問報告書を表示します。

3. 訪問報告書の下の［編集する］ボタンをクリックします。

［高校情報・訪問管理］－［訪問報告書作成］画面が表示されます。

4. 各項目を編集し、［保存する］ボタンをクリックします。

設定項目は、訪問報告書の作成と同じです。各項目の説明については、「21-2-1 訪問報告書を作成す
る」を参照してください。

参考

編集結果が保存され、［高校情報・訪問管理］－［訪問報告書一覧］画面に戻ります。

［印刷する］ボタンをクリックすると、訪問報告書を印刷できます。

参考
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21-2-5 訪問報告書を削除する

1. 「21-2-2 訪問報告書を検索する」を実行し、削除する訪問報告書を検索します。

［高校情報・訪問管理］－［訪問報告書一覧］画面に検索結果が表示されます。

2. 「21-2-3 訪問報告書を参照する」の手順2.を実行し、削除する訪問報告書を表示します。

3. 訪問報告書の下の［削除する］ボタンをクリックします。

［訪問詳細の削除］画面が表示されます。

4. ［削除する］ボタンをクリックします。

訪問報告書が削除され、［高校情報・訪問管理］－［訪問報告書一覧］画面に戻ります。

画面右上の［閉じる×］または［キャンセルする］ボタンをクリックすると、削除操作をキャンセルし
て ［高校情報・訪問管理］－［訪問報告書一覧］画面に戻ります。

参考
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21-3 学校を追加する／自由項目を設定する

1. ［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［学校の追加登録］タブで、［学
校を追加する］ボタンをクリックします。

21-3-1 学校を追加する

上記の操作は、［高校情報・訪問管理］→［学校追加・自由項目管理］をクリックして表示される［高校情
報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面で実行します。

自由項目は、高校情報にユーザーが独自に追加する設定項目です。

参考
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2. 各項目を設定し、［登録する］
ボタンをクリックします。

各項目について、以下に説明します。

項目 説明

学校名 学校の名称を入力します。

フリガナ 学校名のフリガナを入力します。

学校正式名称 学校の正式名称を入力します。

郵便番号

学校の所在地の郵便番号を入力します。

郵便番号を入力すると、都道府県、および住所の一部が自動入力されま
す。

都道府県 学校所在地の都道府県をドロップダウンリストで選択します。

それ以降の住所 学校の所在地を入力します。

電話番号 学校の電話番号をハイフン（-）なしで入力します。
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項目 説明

FAX番号 学校のFAX番号をハイフン（-）なしで入力します。

偏差値 学校の偏差値の範囲を左右のドロップダウンリストで選択します。

区分

設立：学校の設立区分を選択します。

共学：学校の共学区分を選択します。

日制：学校の日制区分を選択します。

注力校
学校を注力校として登録する場合、「注力校とする」にチェックを付け
ます。

指定校
学校を指定校として登録する場合、「指定校とする」にチェックを付け
ます。

訪問担当者

ドロップダウンリストをクリックし、学校への訪問を担当する本校の担
当者にチェックを付けます。

⚫ 複数選択できます。

⚫ 「すべて」にチェックを付けると、すべての担当者にチェックが付
きます。

備考 学校の備考情報を入力します。

［登録せずに戻る］ボタン
設定した内容を破棄して学校を登録せずに、［高校情報・訪問管理］－
［学校追加・自由項目管理］画面の［学校の追加登録］タブに戻ります。

学校が追加され、［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［学校の追加登録］タ
ブに戻ります。

1. ［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［学校の追加登録］タブで、編集
する学校の［編集］ボタンをクリックします。

［高校情報・訪問管理］－［学校追加］画面が表示されます。

21-3-2 学校情報を編集する
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2. 各項目を編集し、［保存する］ボタンをクリックします。

設定項目は、学校の追加と同じです。各項目の説明については、「21-3-1 学校を追加する」を参照し
てください。

参考

編集結果が保存され、［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［学校の追加登
録］タブに戻ります。

1. ［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［学校の追加登録］タブで、削除
する学校の［削除］ボタンをクリックします。

21-3-3 学校を削除する

［学校の削除］画面が表示されます。

2. ［削除する］をクリックします。

学校が削除され、［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［学校の追加登
録］タブに戻ります。
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1. ［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［自由項目の設定］タブをクリッ
クします。

［自由項目の設定］画面が表示されます。

21-3-4 自由項目を設定する

2. ［自由項目を追加する］ボタンをクリックします。
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3. ［自由項目名］に項目名を入力し、［追加する］ボタンをクリックします。

画面右上の［閉じる×］または［追加せずに閉じる］ボタンをクリックすると、入力した内容を破棄し
て自由項目を追加せず、 ［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［自由項目の
設定］タブに戻ります。

参考

［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［自由項目の設定］タブに戻ります。追
加した自由項目が一覧に表示されます。

また、以後は、追加した自由項目が以下の画面に表示されます。

⚫ ［高校情報・訪問管理］－［高校詳細］画面の［高校基本情報］タブ

⚫ ［高校情報・訪問管理］－［学校追加］画面
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2. 編集する自由項目の［編集］ボタンをクリックします。

［自由項目の編集］画面が表示されます。

21-3-5 自由項目を編集する

1. ［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［自由項目の設定］タブをクリッ
クします。
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3. ［自由項目名］を編集し、［編集する］ボタンをクリックします。

画面右上の［閉じる×］または［編集せずに閉じる］ボタンをクリックすると、編集した内容を破棄し
て自由項目を編集せず、 ［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［自由項目の
設定］タブに戻ります。

参考

自由項目の項目名が編集され、［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［自由項
目の設定］タブに戻ります。

21-3-6 自由項目を削除する

1. ［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［自由項目の設定］タブをクリッ
クします。
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2. 削除する自由項目の［削除］ボタンをクリックします。

3. ［削除する］ボタンをクリックします。

画面右上の［閉じる×］または［キャンセルする］ボタンをクリックすると、削除操作をキャンセルし
て ［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［自由項目の設定］タブに戻ります。

参考

自由項目が削除され、［高校情報・訪問管理］－［学校追加・自由項目管理］画面の［自由項目の設
定］タブに戻ります。
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21-4 スケジュールを管理する
スケジュール管理の操作は、サイドナビゲーションメニューの［スケジュール管理］をクリックして表示さ
れる［スケジュール管理］－［カレンダー］画面で実行します。
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カレンダーに予定を追加します。操作方法については、「21-4-2 新しい予定を追加する」を参照してくだ
さい。

カレンダーの表示単位を選択します。

⚫ 年
1年のカレンダーが表示されます。
「今日」をクリックすると、本日の日付を含んだ1年のカレンダーが表示されます。
「＜」をクリックすると、前年のカレンダーが表示されます。
「＞」をクリックすると、翌年のカレンダーが表示されます。
カレンダーの日付をクリックすると、その月のカレンダーが表示されます。

⚫ 月
1ヵ月のカレンダーが表示されます。
「今日」をクリックすると、本日の日付を含んだ1ヵ月のカレンダーが表示されます。
「＜」をクリックすると、先月のカレンダーが表示されます。
「＞」をクリックすると、翌月のカレンダーが表示されます。

⚫ 週
予定の担当者ごとに、1週間のカレンダーが表示されます。

「今日」をクリックすると、本日の日付を含んだ1週間のカレンダーが表示されます。
「＜」をクリックすると、先週のカレンダーが表示されます。
「＞」をクリックすると、翌週のカレンダーが表示されます。

新しい予定を追加する

カレンダーの表示単位の切り替え

21-4-1 カレンダーの操作方法



21-30

第21章 高校情報／訪問情報の管理

1ヵ月のカレンダー表示

1ヵ月のカレンダーが表示されます。

⚫ カレンダーの表示単位で「年」を選択している場合、その年の1月の
カレンダーが表示されます。

⚫ カレンダーの表示単位で「月」を選択している場合、その月のカレン
ダーが表示されます。

⚫ カレンダーの表示単位で「週」を選択している場合、その週を含む月
のカレンダーが表示されます。

⚫ 「＜」をクリックすると、先月のカレンダーが表示されます。

⚫ 「＞」をクリックすると、翌月のカレンダーが表示されます。

イベントカテゴリ

カレンダーに予定を表示するイベントにチェックを付けます。

担当者別

カレンダーに予定を表示する担当者にチェックを付けます。
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予定のない日付

「月」および「週」のカレンダーで予定のない日付をクリックし、新し
い予定を追加できます。操作方法については、「新しい予定を追加す
る」を参照してください。

予定がある日付

「月」および「週」のカレンダーで予定がある日付をクリックすると、
予定を編集／削除できます。操作方法については、「予定を編集／削除
する」を参照してください。

また、新しい予定を追加できます。操作方法については、「新しい予定
を追加する」を参照してください。
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21-4-2 新しい予定を追加する

1. 以下のいずれかを実行します。

⚫ カレンダーの左上の「新しい予定を追加する」をクリックします。

⚫ 「月」または「週」のカレンダーで予定を追加する日付をクリックし、サイドメニューで「新
しい予定を追加する」をクリックします。

［カレンダー新規登録］画面が表示されます。
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2. ［イベントカテゴリ］ドロップダウンリストで、予定を追加するイベントを選択します。

選択したイベントカテゴリの設定項目が表示されます。

3. 各項目を設定し、［保存する］
ボタンをクリックします。

画面右上の［閉じる×］または
［キャンセル］ボタンをクリック
すると、入力した内容を破棄して
予定を追加せず、［スケジュール
管理］－［カレンダー］画面に戻
ります。

参照

予定が保存され、［スケジュール管理］－［カレンダー］画面に追加した予定が表示されます。

ガイダンス

イベントカテゴリごとの設定項目について、以下に説明します。

⚫ 「日付」については、 をクリックして表示されるカレンダーで予定を追加する日付を選択してくださ
い。

⚫ その他の各項目の説明については、「第22章 ガイダンス情報の管理」の「22-1 ガイダンス情報を登
録する」を参照してください。

⚫ 「さらに詳しい情報を編集する」をクリックすると、［ガイダンス管理］－［ガイダンス情報 登録］画
面が表示されます。 ［ガイダンス管理］－［ガイダンス情報 登録］画面の各項目の説明については、
「第22章 ガイダンス情報の管理」の「22-1 ガイダンス情報を登録する」を参照してください。
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高校訪問

⚫ 「日付」については、 をクリックして表示されるカレンダーで予定を追加する日付を選択してくださ
い。

⚫ その他の各項目の説明については、「21-2-1 訪問報告書を作成する」を参照してください。
⚫ 「さらに詳しい情報を編集する」をクリックすると、［高校情報・訪問管理］－［訪問報告書の作成］

画面が表示されます［高校情報・訪問管理］－［訪問報告書の作成］画面の各項目の説明については、
「21-2-1 訪問報告書を作成する」を参照してください。

学内イベント

項目 説明

イベントカテゴリ
選択したイベントカテゴリが表示されます。

ドロップダウンリストでイベントカテゴリを選択し直すこともできます。

イベント名称 学内イベントの名称を入力します。

日付
をクリックして表示されるカレンダーで、予定を追加する日付を選択

します。

開始－終了時刻
4つのドロップダウンリストで、学内イベントの開始時刻と終了時刻を
選択します。

本校担当者

ドロップダウンリストをクリックし、学内イベントを担当する本校の担
当者にチェックを付けます。

⚫ 複数選択できます。

⚫ 「すべて」にチェックを付けると、すべての担当者にチェックが付
きます。

備考 学内イベントの備考情報を入力します。

その他

項目 説明

イベントカテゴリ
選択したイベントカテゴリが表示されます。

ドロップダウンリストでイベントカテゴリを選択し直すこともできます。

イベント名称 その他イベントの名称を入力します。

日付
をクリックして表示されるカレンダーで、予定を追加する日付を選択

します。

開始－終了時刻
4つのドロップダウンリストで、その他イベントの開始時刻と終了時刻
を選択します。

担当者

ドロップダウンリストをクリックし、その他イベントを担当する本校の
担当者にチェックを付けます。

⚫ 複数選択できます。

⚫ 「すべて」にチェックを付けると、すべての担当者にチェックが付
きます。

備考 その他イベントの備考情報を入力します。
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21-4-3 予定を編集する

1. 「月」または「週」のカレンダーで編集する予定の日付をクリックし、サイドメニューで編集する
予定の をクリックします。

［カレンダー編集・削除］画面が表示されます。

2. 各項目を編集し、［修正内容を
保存する］ボタンをクリックし
ます。

⚫ 画面右上の［閉じる×］または
［キャンセル］ボタンをク
リックすると、編集した内容
を破棄して予定を変更せず、
［スケジュール管理］－［カ
レンダー］画面に戻ります。

⚫ ［予定を削除する］ボタンを
クリックすると、予定を削除
できます。操作方法について
は、「21-4-4 予定を削除す
る」を参照してください。

参照

編集結果が保存され、［スケジュール管理］－［カレンダー］画面に戻ります。
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21-4-4 予定を削除する

1. 「月」または「週」のカレンダーで削除する予定の日付をクリックし、サイドメニューで削除する
予定の をクリックします。

［カレンダー編集・削除］画面が表示されます。

2. ［予定を削除する］ボタンをク
リックします。

⚫ 画面右上の［閉じる×］または
［キャンセル］ボタンをク
リックすると、予定を削除せ
ず、［スケジュール管理］－
［カレンダー］画面に戻りま
す。

⚫ 各項目を編集して［修正内容
を保存する］ボタンをクリッ
クすると、予定を編集できま
す。操作方法については、
「21-4-3 予定を編集する」を
参照してください。

参照

確認のメッセージが表示されます。
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3. ［削除する］ボタンをクリックします。

予定が削除され、［スケジュール管理］－［カレンダー］画面に戻ります。

次の手順を実行すると、カレンダー上の予定だけでなく、元の情報（たとえばイベントカテゴリが
「ガイダンス」であれば「ガイダンス情報」）も削除されます。削除しても問題がないことを確認の
うえ、次の手順を実行してください。

注意



22-1 ガイダンス情報を登録する
22-2 ガイダンス情報を検索する
22-3 ガイダンス情報の一覧をダウンロードする
22-4 ガイダンス情報の詳細を参照する
22-5 ガイダンス情報を編集する
22-6 ガイダンス情報を削除する

ガイダンス情報の登録方法を説明します。
また、登録したガイダンス情報の検索／一覧のダウンロード／詳細の
参照／編集／削除方法を説明します。

第22章

ガイダンス情報の管理
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22-1 ガイダンス情報を登録する
ガイダンスを開催する場合、ガイダンス情報を登録します。

1. サイドナビゲーションメニューの［ガイダンス］をクリックします。

2. ［新しいガイダンスを追加する］ボタンをクリックします。

［ガイダンス管理］－［ガイダンス情報 登録］画面が表示されます。

登録したガイダンス情報は、スケジュール管理のカレンダー上に登録されます。詳細については
「 21-4 スケジュールを管理する」を参照してください。

重要
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22-1 ガイダンス情報を登録する

3. 各項目を設定し、［登録する］ボタンをクリックします。
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各項目について、以下に説明します。

項目 説明

ガイダンス名称 ガイダンスの名称を入力します。

ガイダンス種別 ガイダンスの種別をドロップダウンリストで選択します。

開催場所

 ガイダンスを高校で開催する場合は「高校」を選択し、ドロップダ
ウンリストをクリックして高校名を指定します。

 ガイダンスを高校以外で開催する場合は「高校以外」を選択し、テ
キストボックスに開催場所を入力します。

開催日 ガイダンスの開催日を指定します。 をクリックして表示されるカレン
ダーで日付を選択します。

開始時刻～終了時刻 4つのドロップダウンリストで、ガイダンスの開始時刻と終了時刻を選
択します。

集合時間 集合時間をドロップダウンリストで選択します。

都道府県 ガイダンスの開催場所の都道府県をドロップダウンリストで選択します。

本校担当

ドロップダウンリストをクリックし、ガイダンスを担当する本校の担当
者にチェックを付けます。
 複数選択できます。
 「すべて」にチェックを付けると、すべての担当者にチェックが付

きます。

主催業者（メディア） ガイダンスの主催業者（メディア）をドロップダウンリストで選択しま
す。

対象学年

ドロップダウンリストをクリックし、ガイダンスの対象学年にチェック
を付けます。
 複数選択できます。
 「すべて」にチェックを付けると、すべての学年にチェックが付き

ます。

リンク ガイダンスの情報が記載されているWebのリンク先URLを入力します。

参加費 ガイダンスの参加費を入力します。

交通費 ガイダンスの開催場所までの交通費を入力します。

備考 ガイダンスの備考情報を入力します。

高校名の指定方法については、「 18-1-1 検索条件を指定して検索
する」を参照してください。

参照

ガイダンスが登録され、［ガイダンス管理］－［ガイダンス詳細］画面が表示されます。

［ガイダンス管理］－［ガイダンス詳細］画面については、「22-4 ガイダンスの詳細を参照する」を
参照してください。

参照
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22-2 ガイダンス情報を検索する

1. サイドナビゲーションメニューの［ガイダンス］をクリックします。
［ガイダンス管理］－［ガイダンス一覧］画面が表示され、登録されているガイダンス情報が一覧表示
されます。

2. 画面上部の検索条件を指定し、［検索］ボタンをクリックします。

検索条件の各項目について、以下に説明します。

項目 説明

開催場所 開催会場の名称の一部、またはすべてを入力します。

開催日 検索するガイダンスの開催日の範囲を指定します。 をクリックして表
示されるカレンダーで日付を選択します。

本校担当

ドロップダウンリストをクリックし、検索するガイダンスを担当する本
校の担当者にチェックを付けます。
 複数選択できます。
 「すべて」にチェックを付けると、すべての担当者にチェックが付

きます。

詳細検索

ドロップダウンリストをクリックし、以下の検索条件を指定します。
 対象学年

検索するガイダンスの対象学年にチェックを付けます。「すべて」
にチェックを付けると、すべての対象学年にチェックが付きます。

 ガイダンス種別
検索するガイダンスの種別をドロップダウンリストで選択します。

 ガイダンス業者
検索するガイダンスの主催業者（メディア）をドロップダウンリス
トで選択します。

 都道府県
検索するガイダンスの、開催会場の所在地の地方や都道府県に
チェックを付けます。
• 「すべて」にチェックを付けると、すべての都道府県にチェック

が付きます。
• 地方にチェックを付けると、地方内のすべての都道府県にチェッ

クが付きます。
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［ガイダンス管理］－［ガイダンス一覧］画面に検索結果が表示されます。

 ［ガイダンス管理］－［ガイダンス一覧］画面下部の［一覧をダウンロードする］ボタンをクリッ
クすると、ガイダンス情報の一覧をダウンロードできます。操作方法については、「22-3 ガイダ
ンス情報の一覧をダウンロードする」を参照してください。

 ［ガイダンス管理］－［ガイダンス一覧］画面下部の［新しいガイダンスを追加する］ボタンをク
リックすると、［ガイダンス管理］－［ガイダンス情報 登録］画面が表示され、新しいガイダンス
の情報を登録できます。ガイダンス情報の登録方法については、「22-1 ガイダンス情報を登録す
る」の手順3.を参照してください。

参考
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検索結果の各項目について、以下に説明します。

項目 説明

開催日

ガイダンスの開催日が表示されます。開催日のリンクをクリックすると
［ガイダンス管理］－［ガイダンス詳細］画面が表示され、ガイダンス
情報の詳細を参照できます。

開催会場 ガイダンスの名称、およびガイダンスの開催会場が表示されます。

開始時間 ガイダンスの開始時間が表示されます。

本校担当 ガイダンスを担当する本校の担当者が表示されます。

主催業者 ガイダンスの主催業者（メディア）が表示されます。

対象学年 ガイダンスの対象学年が表示されます。

個人情報登録数 ガイダンス情報に登録されている個人情報の数が表示されます。

来校数 ガイダンス情報に登録されている個人の来校数が表示されます。

参加費 ガイダンスの参加費が表示されます。

詳細

ボタンをクリックすると［ガイダンス管理］－［ガイダンス詳細］
画面が表示され、ガイダンス情報の詳細を参照できます。

ガイダンス情報の詳細の参照については、「22-4 ガイダンス情報
の詳細を参照する」を参照してください。

参照

ガイダンス情報の詳細の参照については、「22-4 ガイダンス情報
の詳細を参照する」を参照してください。

参照
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1. サイドナビゲーションメニューの［ガイダンス］をクリックします。
［ガイダンス管理］－［ガイダンス一覧］画面が表示され、登録されているガイダンス情報が一覧表示
されます。

2. すべてのガイダンス情報をダウンロードする場合は、手順3.に進んでください。
ダウンロードするガイダンス情報を検索する場合は、「22-2 ガイダンス情報を検索する」の手順
2.を実行します。
［ガイダンス管理］－［ガイダンス一覧］画面に検索結果が表示されます。

3. ［ガイダンス管理］－［ガイダンス一覧］画面下部の［一覧をダウンロードする］ボタンをクリッ
クします。

22-3 ガイダンス情報の一覧をダウンロード
する

ファイルを開く、またはファイルを保存するためのダイアログが表示されます。
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1. 「22-2 ガイダンス情報を検索する」を実行し、詳細を参照するガイダンス情報を検索します。
［ガイダンス管理］－［ガイダンス一覧］画面に検索結果が表示されます。

2. 詳細を確認するガイダンス情報の「開催日」の日付、または「詳細」の ボタンをクリックし
ます。

22-4 ガイダンス情報の詳細を参照する
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［ガイダンス管理］－［ガイダンス詳細］画面が表示され、ガイダンス情報の詳細が表示されます。
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ガイダンス情報の詳細の各項目について、以下に説明します。

項目 説明

開催場所

ガイダンスが開催される場所が表示されます。
開催場所が高校の場合、高校名をクリックすると［高校情報・訪問管
理］－［高校詳細］画面が表示されます。

ガイダンス結果

各学年、およびその他の参加者の「個人情報登録数」、「来校数」、お
よび「入学数」が表示されます。「0人」以外の人数表示をクリックす
ると、［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面が表示されます。

［個人情報を登録する］ボタ
ン

［個人管理］－［個人情報登録］画面が表示され、ガイダンスで取得し
た学生情報を個人情報管理で登録できます。

［ガイダンス情報を削除す
る］ボタン

ガイダンス情報を削除します。

［ガイダンス一覧に戻る］ボ
タン ［ガイダンス管理］－［ガイダンス一覧］画面に戻ります。

［個人管理］－［個人検索の結果一覧］画面については、「18-1 
個人情報を検索する」を参照してください。

参照

ガイダンス情報の削除については、「22-6 ガイダンス情報を削除
する」を参照してください。

参照

下表に説明のない項目については、「22-1 ガイダンス情報を登録する」の説明を参照してください。

参考

個人情報の登録については、「18-3 個人情報を登録する」を参照
してください。

参照

［高校情報・訪問管理］－［高校詳細］画面については、「21-1-
2 高校情報の詳細を参照する」を参照してください。

参照
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1. 「22-2 ガイダンス情報を検索する」を実行し、編集するガイダンス情報を検索します。
［ガイダンス管理］－［ガイダンス一覧］画面に検索結果が表示されます。

2. 「22-4 ガイダンス情報の詳細を参照する」を実行し、編集するガイダンス情報の［ガイダンス管
理］－［ガイダンス詳細］画面を表示します。

3. 編集する項目の ボタンをクリックします。

22-5 ガイダンス情報を編集する

項目が編集可能な状態になります。

2. 項目の内容を編集し、［保存する］ボタンをクリックします。

編集を取りやめる場合は、 をクリックします。

参考

各項目の説明については、「22-1 ガイダンス情報を登録する」の手順3.を参照してください。

参考

編集結果が保存されます。
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1. 「22-2 ガイダンス情報を検索する」を実行し、削除するガイダンス情報を検索します。
［ガイダンス管理］－［ガイダンス一覧］画面に検索結果が表示されます。

2. 「22-4 ガイダンス情報の詳細を参照する」を実行し、削除するガイダンス情報の［ガイダンス管
理］－［ガイダンス詳細］画面を表示します。

3. ［ガイダンス管理］－［ガイダンス詳細］画面下部の［ガイダンス情報を削除する］ボタンをク
リックします。

22-6 ガイダンス情報を削除する

画面右上の［閉じる×］または［キャンセルする］ボタンをクリックすると、削除操作をキャンセルし
て ［ガイダンス管理］－［ガイダンス詳細］画面に戻ります。

参考

ガイダンス情報が削除され、［ガイダンス管理］－［ガイダンス詳細］画面に戻ります。

［ガイダンス情報の削除］画面が表示されます。
4. ［削除する］ボタンをクリックします。



お客様サポートセンター
メールでのお問合せ

rmanabi@r.recruit.co.jp

営業時間 9:00～18:00（※土日祝日・弊社休業日を除く）

※e-mail受信は24時間受け付けております。

（回答は営業時間内にさせていただきます）

電話でのお問合せ

TEL：03-4333-0016

営業時間 10:00～16:00（※土日祝日・弊社休業日を除く）

※2021年4月より電話番号が変更になりました
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