
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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（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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［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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20-2 資料請求フォームを設定する

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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20-2 資料請求フォームを設定する

＜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）
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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）



20-15

20-2 資料請求フォームを設定する

（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。
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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

20-21

20-2 資料請求フォームを設定する

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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第20章 フォームの設定

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 資料請求フォームを設定する

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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20-3 来校予約フォームを設定する

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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20-3 来校予約フォームを設定する

［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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20-3 来校予約フォームを設定する

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
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