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hachidori plus
【操作マニュアル】

◆チャットボットで出来ること
◆シナリオ機能

◆お問い合わせ機能（FAQ）
◆クエリー機能
◆ユーザーステータス
◆ライブラリー機能
◆アナリティクス機能

◆⼀問⼀答
◆シソーラス編集・ファイル管理
◆キャンペーン機能
BOTアクションの種類
シナリオの接続と分岐について

CSVファイル⼀括改⾏の⽅法について
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チャットボットの機能について
チャットボットには⼤きく分けて「シナリオ機能」「お問い合わせ機能（FAQ機能）」「ライブラリ機能」
「クエリー機能」「アナリティクス機能」「シソーラス編集・ファイル管理機能」「キャンペーン配信機
能」があります。

【シナリオ機能】
（Ｐ4〜Ｐ19）

ユーザーのテキスト送信を契機に、BOTと呼ばれる
【アクション】を組み合わせて、様々な動作をトー
ク上に表⽰する機能です。
分岐を⾏って他のシナリオに⾶ばすこともできます。

【お問い合わせ機能（FAQ機能）】
（Ｐ20〜Ｐ29）

あらかじめ想定される【質問】と【回答】を「お問
い合わせテンプレート」に登録し、ユーザーの発⾔
内容が【質問】あるいは【回答】にあるかどうかを
検索します。
そのうえで、該当するものがあれば候補として表⽰
する機能です。

【LINEイメージ】【質問・回答画⾯】

【シナリオ作成画⾯】 【LINEイメージ】

【クエリ機能】
（Ｐ30〜Ｐ32）

ユーザーの発⾔をクエリーとして記憶しておく機能
です。記憶したクエリーをシナリオ上で再利⽤する
事も可能です。

【シナリオ作成画⾯】 【LINEイメージ】



チャットボットで出来ること

3

【アナリティクス機能】
（Ｐ40〜Ｐ43）

チャットBOTを利⽤したユーザーの性別や、いつア
クセスしているかの解析情報を管理画⾯上で参照す
ることができる機能です。

【シソーラス編集・ファイル管理】
（Ｐ45〜Ｐ47）

シソーラス編集は、特定の語句と同義・類似関係に
ある語句をリスト化して登録しておくことができる
機能です。登録した語句は、シナリオ内に適⽤され
ます。
ファイル管理は、画像や動画などのファイルをアッ
プロードすることで、チャットボット内で使いまわ
す事ができる機能です。

【アナリティクス画⾯】

【シソーラス編集画⾯】

【ライブラリ機能】
（Ｐ36〜Ｐ39）
あらかじめ想定される【ユーザーの発⾔】とそれに
対する【BOTの回答】を「ライブラリ」に登録し、
ユーザーの発⾔に応じた回答の出しわけをします。

※質問と回答を組み合わせることでクイズなどに利
⽤できます。

ユーザーの発⾔ BOTの回答

【キャンペーン配信機能】
（Ｐ48〜Ｐ57）

取得した情報を元にユーザーをセグメント化し、個
別にターゲティング配信することが可能となります。
※WEBチャットではキャンペーン配信は出来ませ
ん。
※LINEで⾏う場合には、プロAPIプランに申し込ん
でいただく必要があります。

【キャンペーン編集画⾯】
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シナリオの構成について
チャットボットの「シナリオ」は、主に下記の2要素によって構成されています。

①シナリオを始めるためのキーワードの設定
②シナリオ内でのアクション（BOTアクション・ユーザーアクション）の組み合わせ

また、「シナリオ」と「シナリオ」を繋ぐによって、多くの分岐ができるようになります。

【チャットボットの設定イメージ】【LINE上の動作イメージ】

「テキスト」BOTアクション：
こんにちは！LINE上の名前は○○さ
んですね！

ユーザーアクション：
[ニックネーム]（クエリ）

「テキスト」BOTアクション：
[ニックネーム]（クエリ）さんですね！
よろしくお願いします！

「テキスト」BOTアクション：
[ニックネーム]（クエリ）さんの
知りたいことは？

「ボタン」BOTアクション：
テスト⼤学MENU

・各学部のこと → アクション：テキスト
・奨学⾦のこと → アクション：テキスト
・⼊試のこと →   アクション：テキスト
・それ以外のこと → アクション：テキスト

シナリオ開始ワード：テスト開始

「テキスト」BOTアクション：
あなたのニックネームを教え
て下さい。

分岐条件の設定など
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シナリオ新規作成の⼿順

「シナリオを追加する」
をクリック

「作成」
をクリック

①hachidoriログイン後に表⽰されるシナリ
オ⼀覧画⾯から、「シナリオを追加する」ボ
タンをクリックします。

②ポップアップ画⾯が表⽰されるので、タイ
トルを⼊⼒し「作成」ボタンをクリックしま
す。

③シナリオタイトルが反映された⻑⽅形が表
⽰されたらシナリオ新規作成の完了です。
この⻑⽅形をクリックすると、シナリオ作成
画⾯へと切り替わります。

新シナリオ
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シナリオ作成画⾯では、ユーザーアクションの設定、ユーザーの発⾔に対するBOTアクションの設定、シナリオ
の分岐設定等を⾏い、シナリオを作成する事ができます。
「チュートリアル機能」がありますので、まずはそれに従って作成してみましょう。

【シナリオ作成画⾯の概要】

チュートリアル機能

保存ボタン

ユーザーアクション設定

BOTアクション設定

シナリオ分岐・接続設定
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チュートリアルについて

①始めに、シナリオ作成画⾯「保存」ボタン下の
チュートリアル「▸開始」ボタンをクリックしま
す。

②ポップアップ画⾯が表⽰されますので、内容を
確認して「OK」ボタンをクリックします。

③チュートリアルのコントローラーが表⽰されま
すので「進む」ボタンをクリックすると、チュー
トリアルがスタートします。
チュートリアルでは、簡単な挨拶のシナリオ設定
や、ユーザーによって遷移するシナリオが変わる
分岐設定について説明していきます。

✔ ※次のページからは、チュートリアルを進めた際のキャプチャー画像を元に説明します。

クリック

クリック

クリック
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①まずはユーザーのアクションの定義をしま
しょう。ファーストユーザーアクションの中の
⼀番左の「テキスト」をクリックしましょう。

ユーザーアクションの定義

②ユーザーのアクションを定義するフォームが
表⽰されました。このユーザーアクション
フォームに「こんにちは」と⼊⼒し「Enter」ボ
タンをクリックしてください。

③これでユーザーが「こんにちは」と発⾔した
場合にこのシナリオに遷移するようになりまし
た。

ユーザーアクションフォーム

「こんにちは」と⼊⼒

まずは、シナリオを始めるための契機となる「ユーザーアクション」を定義します。

クリック

・テキスト

・クエリー
・メニュー

…⼀般的なテキストを⼊⼒する場合に利⽤します。

…電話番号や住所等のユーザーの発⾔をクエリー情報として収集する場合に利⽤します。
…ユーザーが過去の会話に戻って発⾔やボタン選択をした場合にもBOT対応が継続可能になります。

【ユーザーアクションの種類について】

✔



シナリオ機能／チュートリアル

9

①ユーザーアクションフォームの下のBOTアク
ションフォームに、「こんにちは！」と⼊⼒し
ましょう。

BOTアクションの定義

②これでユーザーの発⾔に対して、BOTが
「こんにちは！」と返すように設定されました。

BOTが返信する⽂⾔
「こんにちは！」を⼊⼒

ユーザーアクションを定義したら、それに返答するBOTのアクションを定義します。

BOTアクションフォーム

【管理画⾯イメージ】【LINEイメージ】

ユーザーの発⾔
（シナリオ開始ワード）

BOTによる返信
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①まずはBOTアクションフォームの下にある
「BOTアクションを追加する」ボタンをクリッ
クしてください。

ユーザーからニックネームを聞く（ユーザークエリーの指定）

②表⽰されたBOTアクションメニューの中から
「テキスト」をクリックしてください。

「テキスト」
BOTアクション

次に、ユーザーからニックネームを聞き出すためのBOTのアクションとユーザーアクション（クエリー）を設
定します。

③新しく「テキスト」BOTアクションが追加さ
れます。

クリック

クリック
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④追加されたBOTアクションに
「あなたのニックネームを教えてください」と
⼊⼒しましょう。

⑤続いて、画⾯下部にある
「ブロックを追加する」をクリックします

⑥これでBOTアクションに続くユーザーアク
ションを定義できるようになりました。

クリック

ユーザーアクション

BOTが返信する
⽂⾔を⼊⼒
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⑦ユーザーアクションの中の
「クエリーを指定する」ボタンをクリックして
ください。

⑨右メニューのクエリーから「オウム」をク
リックし、カーソルに⻘丸「●」が追尾した状
態で、先ほど表⽰されたフォーム上でカーソル
が緑丸「●」になったら、再度クリックします。

クリック

⑧これでユーザーアクションに「クエリー」を
指定する事ができる状態になります。

ユーザーアクション
「クエリー」

フォーム内で
再度クリック

「オウム」
をクリック

1

2

⑩ユーザーアクションフォーム上に「オウム」
が⼊⼒されました。これでクエリーのセットは
完了です。
クエリーにはユーザーが発⾔したワードが保存
されます。保存されたワードはBOTのアクショ
ンで再利⽤することができます。
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①それでは早速クエリーを再利⽤してみましょ
う。クエリーを設定したユーザーアクション
フォームの下に「テキスト」BOTアクションを
追加してください。

②追加されたBOTアクションフォームに、先ほ
どと同じ⼿順で右メニューから「オウム」クエ
リーを挿⼊します。

クリック

BOTアクション
「テキスト」

ユーザークエリーの再利⽤

「オウム」
をクリック

1
フォーム内で
再度クリック

2

③挿⼊された「;#オウム;」のあとに続けて「さ
んですね！よろしくお願いします」と付け加え
ましょう。
実際にシナリオを起動すると、「;#オウム;」は
クエリーがセットされた箇所でユーザーが発⾔
したワードに変化して表⽰されます。
例えば、ユーザーが「ディスコ」と発⾔してい
た場合、このBOTアクションは「ディスコさん
ですね！よろしくお願いします」となります。

まずは簡単な挨拶のシナリオが完成しました。
続いて、ユーザーのアクションによって遷移す
るシナリオが変わる「分岐設定」をしていきま
しょう。
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①先ほどのBOTアクションの下に「テキスト
BOT 」アクションと「ボタン」 BOTアクショ
ンを続けて追加してください。

③続いて、先ほど追加した「ボタン」BOTアク
ションのサブテキストに「選択してください」
と、その下のボタン名に「パン派」と「ごはん
派」をそれぞれ⼊⼒し、タイプはリンクからテ
キストに変更しておきましょう。

これでユーザーにボタン形式で選択肢を提⽰で
きるようになりました。
ユーザーが押したボタンが、ユーザーのアク
ションとしてBOT側に送信されます。

クリック

「テキスト」
BOTアクション

シナリオの分岐設定について

②追加されたテキストBOTアクションには
「;#オウム;さん、朝⾷はパン派？ごはん派？」
と⼊⼒しておきましょう。

クリック
1 2

「ボタン」
BOTアクション

サブテキスト

ボタン名 タイプ

1

2
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④それでは、画⾯最下部から分岐先のシナリオ
を作成していきましょう。

すでに通常分岐にチェックが⼊っていることを
確認し「⼊⼒・挿⼊してください」と書かれた
フォームに先ほど設定したボタンのアクション
に⼊⼒されている内容をコピー&ペーストして
ください。

※ボタン名をコピー&ペーストしないよう注意し
ましょう。

⑤コピー&ペーストが完了したら、右下の「設
定する」ボタンをクリックします。
同じ作業内容で、もう⼀つの選択肢のパターン
のシナリオを作成してください。

これで「パン派」と「ごはん派」、それぞれの
分岐シナリオの作成が完了しました。

右上の「保存」ボタンを押して、シナリオを保
存しましょう。

※分岐先のシナリオは、分岐設定後の
「パン派」「ごはん派」
のテキストをそれぞれクリックすることで
編集することができます。

分岐シナリオ
（⽂字をクリックすると分岐した

シナリオの中⾝を設定できます）

ボタンのアクションに⼊⼒
されている内容をコピー＆
ペーストします

「設定する」
をクリック

「保存」
をクリック
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ここまでの設定内容は基本の設定⽅法となります。実際には、この後説明する「BOTアクション」「クエ
リ」「ライブラリ」等を組み合わせてシナリオ作成を⾏います。

※チュートリアルで作成したシナリオ設定画⾯と実際のLINEトーク画⾯上のイメージを⽐較してみました
ので、ご参照ください。 緑…ユーザーアクション ⾚…BOTアクション

チュートリアルまとめ

【シナリオ設定画⾯イメージ】 【LINEイメージ】

※ユーザークエリー

※クエリーを利⽤
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BOTアクションの種類について

BOTアクションには、チュートリアルで使⽤した「テキスト」BOTアクションや「ボタン」BOTアクション以
外にも、様々なアクションが⽤意されています。
（※BOTアクションの詳細についてはをご参照ください）

◆テキスト
⼊⼒されたテキストを表⽰します。

◆ボタン
ボタンを表⽰し、タップしたユーザーをリンクへ⾶ばしたり、設定したメッセージを⼊⼒させたりします。
アクションは最⼤4個まで設置可能

◆カルーセル
ボタンを横並びにして表⽰します。ボタン数は最⼤10個、リンクアクションは最⼤3個まで設定可能

◆イメージカルーセル
画像を横並びにして表⽰します。画像の数は最⼤５個、リンクアクションは1つ設置可能

◆コンファーム
ボタンを表⽰し、タップしたユーザーをURLへ特定のURLへ⾶ばしたり、設定したメッセージを⼊⼒させ
たりします。

◆ファイル送信
画像を挿⼊し、トーク上に表⽰させることが出来ます。

◆イメージボタン
画像を特定の場所で分割・指定し、アクションを指定できます
※LINEのみ対応しております。

◆スタンプ
ベーシックなLINEスタンプを使⽤することが出来ます。

◆APIリクエスト
チャット上で、APIを使⽤することができます。

◆メール送信
内容を打ち込み送信すると、指定したメールアドレスに受信します。
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共通するBOTの設定について

①エラーメッセージやリセットメッセージなど、全てのシナリオに共通するBOTの設定を⾏います。
シナリオ⼀覧画⾯右上の三本線部分をクリックすると、ポップアップウィンドウが開きます。

◆ウェルカムメッセージ
友だちに追加された時のウェルカムメッセージ
です。

◆スタンプ応答設定
スタンプが送信された時のメッセージです。

◆ファイル応答設定
画像や動画がアップロードされた時のメッセー
ジです。

クリック

◆デフォルトメッセージ
シナリオ上で未設定のキーワードを受信した際
に返信するメッセージです。

◆エラーメッセージ
システム側で、なんらかのエラーが発⽣した際
に返信するメッセージです。

◆リセットメッセージ
リセットワード（シナリオの途中でもトップに
戻れるワード）でトップに戻った際の応答メッ
セージです。

◆リピートメッセージ
設定したクエリまたは選択肢に該当しないキー
ワードを受信した際に返信するメッセージ

オプション設定 LINEメッセージ設定
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②ポップアップウィンドウのボタンを押すと、シナリオ作成ページが開かれますので、返信するメッセージを
⼊⼒して下さい。⼊⼒後「保存する」ボタンをクリックするとメッセージが保存されます。
（※下記の例は「デフォルトメッセージ」の設定です）

※デフォルトメッセージ・エラーメッセージ・リセットメッセージ・リピートメッセージは、はじめから⽂章
が⼊っていますので、適宜メッセージを変更してください。

保存をクリック2

メッセージを編集1

【デフォルトメッセージのLINEイメージ】

ユーザーが想定外の
メッセージを送信

デフォルトメッセージを返信
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問い合わせテンプレートについて

あらかじめ質問群を登録した「問い合わせテンプレート」から、システムが⾃動的にユーザーの質問を分析し
回答を返信します。「問い合わせテンプレート」をカテゴリーごとに分ける事によって、シナリオからカテゴ
リーごとの問い合わせに接続させる事も可能です。
また、ユーザー投稿を分析する事である程度の表記のゆれに対応します。
（※CSVファイルをインポートしてお問い合わせテンプレート作成する事も可能です）

質問に対する
チャットBOTの返答

ユーザーの質問
↓

問い合わせテンプレートから
⽂⾔を検索します。

【LINEトーク画⾯イメージ】
質問〜回答の流れ

「いいえ」をタップした場合

「はい」をタップした場合

「※」部分の⽂⾔は [オプションメニュー ＞ お問い合わせテンプレート > シナリオ] ページで編集可
能です。
「最初からやり直す」や「オペレーターにつなぐ」などのリンクアクションについても編集可能です。

※

※
※

※

「ない」をタップした場合

「⾒る」をタップで
詳細表⽰

質問開始⽂⾔
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問い合わせテンプレートの活⽤例

LINE＠のリッチメニューからカテゴリーごとの問い合わせシナリオへと誘導し、ユーザーに質問をさせて「問
い合わせテンプレート」による⾃動回答を⾏います。

回答が複数ある場合は横スワイプで
最⼤4つ表⽰されます。
（※優先度の⾼い順に最⼤4つ表⽰）

①リッチメニューをタップする
と問い合わせシナリオへ遷移

②画像タップでカテゴリー別の
問い合わせシナリオへ遷移

③ユーザーの質問にお問い合わ
せテンプレートが⾃動回答

ユーザーの質問

④「⾒る」をタップして回答詳細へ

お問い合わせ
テンプレートから

⾃動回答

回答詳細
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「追加」
をクリック

問い合わせテンプレートをカテゴリーに分類

「問い合わせテンプレート」をカテゴリーごとに分類することにより、シナリオから問い合わせテンプレート
に接続することができます。また、「問い合わせテンプレート」をカテゴリーごとに設定することで、同じ質
問内容でも、カテゴリーごとに異なる回答を返す事が可能になります。

テンプレート⼀覧画⾯から「追加」ボタンをク
リックすると、新たにお問い合わせテンプレー
トが作成されます。

カテゴリー名
を⼊⼒

「保存」
をクリック

1 2

① 問い合わせテンプレートを新規作成

左メニュー「オプションメニュー」の「お問い
合わせテンプレート」をクリックすると、お問
い合わせテンプレート⼀覧画⾯が表⽰されます。

「カテゴリー」欄に、任意のカテゴリー名を⼊
⼒し「保存」ボタンをクリックします。

「オプションメニュー」>
「お問い合わせテンプレート」

を順にクリック

お問い合わせ
テンプレート
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「新しい質問と回答を作成する」ボタンをク
リックすると、編集画⾯に切り替わります。

クリック

新しく作成されたカテゴリーテンプレートのメ
ニュー欄から「質問・回答」ボタンをクリック
すると、質問・回答作成画⾯が表⽰されます。 「質問・回答」

をクリック

② 質問・回答を⼊⼒する

質問を⼊⼒ 回答を⼊⼒ 「保存」
をクリック

1 2 3

質問と回答を⼊⼒後「保存」ボタンをクリッ
クすれば設定完了です。
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③ 接続⽤シナリオを作成

「接続」
をクリック

問い合わせシナリオに接続するためのシナリオ
を作成します。
シナリオ⼀覧画⾯から「シナリオを追加する」
ボタンをクリックして、シナリオ作成画⾯を開
きます。右記サンプル画像の様に「シナリオ開
始⽂⾔」と「BOTの返信⽂⾔」を⼊⼒しシナリ
オを作成します。

シナリオ
開始⽂⾔

BOT
返信⽂⾔

【LINEイメージ】

④ 問い合わせテンプレートに接続

シナリオ作成画⾯下部の「接続」タブをクリッ
クしシナリオ接続画⾯を表⽰させます。
「お問い合わせシナリオ」をクリックし、プル
ダウンの選択メニューから任意の「カテゴリー
問い合わせテンプレート」を選択します。

右下の「設定する」ボタンをクリックすると設
定完了です。
これで、シナリオから「カテゴリー問い合わせ
テンプレート」へと接続されます。

シナリオ作成後「保存」ボタンをクリックして
保存します。

【LINEイメージ】

「お問い合わせシナリオ」
をクリック

2

任意の問い合
わせシナリオ

を選択

3 「設定する」
をクリック

4

カテゴリー問い合わせ
テンプレート接続

ユーザーの質問

BOTの回答

シナリオ開始⽂⾔
質問を⼊⼒したユーザーに対して、設定した
「カテゴリー問い合わせテンプレート」内の
質問・回答のみで対応するようになります。 ここまでシナリオ
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① カテゴリーなしでテンプレート作成

「▸質問・回答」
をクリック

問い合わせテンプレート画⾯から「カテゴリー
なし」テンプレートメニュー欄の「質問・回
答」をクリックしてください。

② 質問・回答作成画⾯を開く

「新しい質問と回答を作成する」をクリックし
てください。

※カテゴリー分類の作成⼿順と同様です。
クリック

③ 質問と回答を⼊⼒→保存

質問と回答を⼊⼒し「保存」ボタンをクリック
してください。

※カテゴリー分類の作成⼿順と同様です。

シナリオを経由せずに直接検索させたい場合は、「カテゴリーなし」でFAQを設定します。
なおこの場合には、他のシナリオを作らないでください。
ユーザーからの質問が他のシナリオ開始キーワードと競合してしまい、意図しない動きの原因となる可能性が
ございます。

カテゴリー設定しない場合

想定する
質問を⼊⼒

回答を⼊⼒

「保存」
をクリック

1

2

3

④ 有効化スイッチを「ON」にする

作成した「カテゴリーなし」の問い合わせテン
プレートをチャットボットに反映させるための
有効化スイッチを「ON」にします。
問い合わせテンプレート⼀覧画⾯の右側にある
スイッチを「ON」にします。

有効化スイッチを「ON」にすると
特定のシナリオから接続されていな
くても直接回答を検索できるように
なります。

ON OFF
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「シナリオ」
をクリック

問い合わせテンプレート⼀覧画⾯のメニュー欄から「シナリオ」をクリックします。

②回答シナリオを編集する

「シナリオ」をクリックすると、編集画⾯が表⽰されます。接続時BOTアクションの⽂⾔編集や、類似の回答がない時の
返信する⽂⾔編集、オペレーター接続（1：1）の有無などの設定が可能です。

【LINEイメージ】

ユーザーの質問

回答シナリオの編集

① 問い合わせテンプレート⼀覧を表⽰

ユーザーから質問があった際に返答する「接続時BOTアクション」の編集や、類似の回答がない場合の返信
メッセージの編集、類似の回答がない時のオペレーター誘導ボタン設定、オプションシナリオの編集等が可能
です。

【管理画⾯イメージ】

（1）接続時BOTアクション

ユーザーから質問があった時に返答する⽂⾔を編集できます。「編集」ボタンをクリック後、任意の⽂⾔を編集して「保
存」ボタンを押したら設定完了です。

「編集」
をクリック

1

「⽂⾔」
を編集

2 「保存」
をクリック

3
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【LINEイメージ】

ユーザーの質問

【管理画⾯イメージ】

（2）「類似の回答がない場合の返信」設定

ユーザーから質問が回答がなかった場合に返信する⽂⾔を編集できます。「編集」ボタンをクリック後、任意の⽂⾔を編
集して「保存」ボタンを押したら設定完了です。

「編集」
をクリック 1

「⽂⾔」
を編集

2
「保存」

をクリック

3

【LINEイメージ】【管理画⾯イメージ】

（3）「類似の回答がない時のオペレーター誘導ボタン」設定

類似の回答がない場合に、オペレーターへ誘導するボタンの出し分けが可能です。ボタンの⽂⾔を編集する場合は「編
集」ボタンをクリック後、任意の⽂⾔を編集して「保存」ボタンを押してください。オペレーター誘導ボタンを出さない
場合は「誘導しない」ボタンをクリックしてください。

「編集」
をクリック

・⽂⾔修正の場合

・誘導ボタンを表⽰しない場合

「オペレーターにつなぐ」
ボタンは表⽰されません

「誘導しない」
をクリック
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（4）「オプションシナリオ」設定

オプションシナリオでは、回答後のアクションに対するシナリオ編集が⾏えます。
（※通常のシナリオ作成と同様に設定いただけます）

「⾒つからない」を押し
た後のシナリオ編集

「同じ悩みがない」に表
⽰される「オペレーター
につなぐ」を押した時の
シナリオ編集

「同じ悩みがない」シナリ
オに表⽰される「最初から
やり直す」を押した時のシ
ナリオ編集

回答詳細「⾒る」を押した
後のシナリオ編集

「回答詳細」シナリオに表
⽰される「はい」を押した
時のシナリオ編集

「⾒る」を押した後に表⽰
される「いいえ」を押した
時のシナリオ編集

【LINEイメージ】【管理画⾯イメージ】

「⾒つからない」
をタップ

回答がある場合回答がない場合

「同じ悩みがない」
シナリオに接続

（例：「⾒つからない」ボタンを押した後に繋がる「同じ悩みがない」シナリオの編集）
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①お問い合わせテンプレート⼀覧

「▸質問・回答」
をクリック

CSVファイルから質問・回答をインポートする⽅法

お問い合わせ機能では、あらかじめCSVファイルに質問と回答を⼊⼒しておいて、「CSVファイルでインポー
ト」することができます。既に作成済みの質問群に、CSVファイルをインポートして、質問・回答を追加する
事も可能です。

お問い合わせテンプレート⼀覧画⾯から、イン
ポート対象の「▸質問・回答」をクリックし、
質問・回答画⾯を表⽰します。

質問・回答ページ下部の「CSVでインポート」
をクリックしてください。

「CSVでインポート」
をクリック

対象のCSVファイルを選択しインポートします。
CSVの内容が質問群に追加されたら完了です。

✔
CSVインポートを利⽤するときの注意点
※ 質問・回答をインポートした場合、既に作成された質問・回答のあとに追加されます。
上書きしたい場合はアップロード済みの質問・回答を削除してからインポートしてください。

CSV作成時の注意点
A1セルに「question」、
B1セルに「answer」を⼊⼒し、その
下に質問と回答を⼊⼒します。
※本⽂中、改⾏する箇所に「_br_」
と⼊⼒し、改⾏を⼊れないでください。
※詳細は付録③をご参照ください。

②質問・回答ページ表⽰

③CSVファイルをインポート

Ａ1セルに
question

Ｂ1セルに
answer

✔



クエリー

30

ここで⾔うクエリーとは、あらかじめ定義した項⽬に、ユーザーが何を発⾔したかを記憶しておく機能で
す。
(例：性別と定義したクエリー「性別クエリー」に向かって、ユーザーが「男性」と発⾔したとします。
すると性別クエリーに「男性」という値が記憶（格納）されます。その後、性別クエリーを使うたびに
「男性」という値が呼び出されます。

クエリーについて

【性別クエリー】①管理画⾯「クエリー編集」で「性別」とい
うクエリーをあらかじめ⽤意し、想定される
回答を設定しておきます。

※ユーザーの発⾔を格納する箱を⽤意するイ
メージ

②シナリオのユーザーアクションで「クエ
リー」を指定すると、ユーザーの発⾔が「性
別クエリー」に格納されます。

【ユーザーの発⾔】【性別クエリー】

男性

③BOTアクションで「性別クエリー」を設定
すると、性別クエリーに格納されたユーザー
クエリーが発⾔されます。
（※右記例の場合では「男性」と発⾔）

男性

BOTアクションで「性別クエリー」を設定

※「;#性別;」部分が性別クエリー

※ユーザーアクションで
「性別クエリ」を指定

クエリー取得から利⽤までの流れ

男性 女性

が想定される回答
（事前に設定）

その他

※事前に設定した「男性「⼥性」
以外のユーザー回答はエラーになります。



クエリー／クエリーの編集

31

クエリーは、ユーザーの発⾔に含まれる単語を「地名」や「電話番号」などカテゴリ別に分類し、リスト
化したものです。ユーザーの発⾔の⼀部をクエリーとして取得したり、それを⽤いてライブラリから結果
を返すことが可能です。
クエリーを実際のBOTで使⽤される際は、BOTの編集画⾯よりクエリーのヘルプをご参照ください。

「グループ」に任意のクエリ名を⼊⼒し「キー
ワード」にクエリーの中⾝を⼊⼒します。
保存ボタンをクリックしたら登録完了です。

クエリー編集について

「新しいクエリーを登録する」
をクリック

「クエリー編集」
をクリック管理画⾯上部の「クエリー編集」をクリック

すると、クエリー編集画⾯が表⽰されます。

①クエリー編集ページを表⽰

ページ下部の「新たしいクエリーを登録す
る」ボタンをクリックすると、編集画⾯が表
⽰されます。

②新しいクエリーを登録する

「保存」
をクリック

2
「グループ」と「キーワード」

を⼊⼒
1

例：クエリーの中⾝の設定例
.+   → 特に中⾝を設定しない場合はこちらを

⼊れてください
男性 ⼥性 → 男性、⼥性の回答のみ

受け付けます。

その他、数字のみ、英数のみ、桁数制限などは
正規表現で⼊れてください。
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下記例では、ユーザーアクションに「ニックネーム」と定義した「クエリー」を設定し、ユーザーの発⾔
をクエリーに格納。その後「テキスト」BOTアクションで「ニックネームクエリー」を読み込んで返答し
ています。

LINE上とチャットボット上の設定イメージ

【LINE上のイメージ】 【チャットボットのシナリオ設定イメージ】

シナリオ開始ワード：こんにちは

BOTアクション「テキスト」：
こんにちは！
ニックネームを教えてね

ユーザーアクション：
[ニックネーム]（クエリー）

BOTアクション「テキスト」：
【ニックネーム（クエリ）】さんですね！
宜しくお願いします！

グループ名 キーワード

【クエリー編集画⾯のイメージ】

文字列全般が
入る設定です。

ニックネーム .+
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ユーザーステータスについて
シナリオ上で得たユーザークエリーのローデーター（⽣データ）を管理画⾯上で参照する事ができる機能で
す。CSVファイルとしてダウンロードする事も可能です。
（※BOTアクションの選択やURL遷移したものはクエリーデータではないので、取得できません）

ユーザークエリー
「郵便番号」として取得

取得した
「郵便番号」クエリー

【CSVファイルイメージ】

ユーザークエリー
「住所」として取得

【LINEイメージ】

シナリオ作成時に、ユーザーの発⾔を
クエリーとして格納する設定をします

取得した
「住所」クエリー
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「ユーザーステータス」
をクリック

ユーザーステータスをCSVでダウンロード
ユーザーステータスでは、ユーザーとチャットで得たクエリーデータを参照する事ができます。

①ユーザーステータス⼀覧を開く

左メニューから「ユーザーステータス」をク
リックして⼀覧画⾯を開きます。

参照するクエリーを増やしたい場合は右端のプ
ルダウンメニューから追加してください。

参照するクエリーを
増やす場合は、プル
ダウンメニューを選
択して追加します

②CSVファイルでエクスポート

「CSVでエクスポート」をクリックすると。
ローデータとしてCSVファイルをダウンロード
することができます。

「CSVでエクスポート」
をクリック

【CSVファイルイメージ】
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「クエリー編集」
をクリック

ライブラリー機能で出来る事

ライブラリを作成することで、あらかじめ登録したクエリーを満たすユーザーの発⾔に対して、分岐した返答
を設定することができます。
※利⽤例：クイズや簡単な診断テストなど

診断テスト作成例（男性脳・⼥性脳診断）
3つの質問を⽤意してユーザーが「はい」か「いいえ」で答えると、回答の組み合わせに応じて「男性脳」
「⼥性脳」という診断結果を出し分ける診断テストです。

① クエリーの登録

質問に対するユーザーの回答をあらかじめクエ
リーとして登録しおきます。
画⾯右上の「クエリー編集」をクリックし、ク
エリー編集画⾯を開き、「新しいクエリーを登
録」ボタンをクリックします。

「新しいクエリーを登録する」
をクリック

診断テストの設問ごとに「グループ」を作り、
クエリーとなる「キーワード」を登録します。
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「新しいライブラリを作る」
をクリック

「ライブラリー」
をクリック

2
②ライブラリ作成
診断テスト⽤のライブラリを作成します。
左メニューより「ライブラリ」をクリックして
ライブラリ画⾯を開き「新しいライブラリを作
る」をクリックします。

「ライブラリ作成」
をクリック

ポップアップウィンドウが開くので、「ライブ
ラリ名」を⼊⼒し、①で登録した「クエリー」
を選択し、該当しなかった時の返答テキストを
「オプション」に⼊⼒します。
「ライブラリ作成」ボタンをクリックするとラ
イブラリ編集画⾯が開きます。 登録したクエリー3つ

全てを選択

ライブラリ編集画⾯で編集作業を⾏います。
診断テストの「はい」と「いいえ」の組み合わ
せと、その回答を⼊⼒します。

※ライブラリーは、CSVファイルをインポート
して設定することも可能です。
ページ下部に作成に関する「HOW TO」画像が
ございますので、ご参照ください。

1
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「シナリオを追加する」
をクリック

「シナリオ」
をクリック

2

③シナリオ作成

診断テスト⽤のシナリオを作成します。
シナリオ⼀覧画⾯を開き「シナリオを追加す
る」ボタンをクリックします。

「診断テスト1」の
質問内容を⼊⼒

シナリオ編集画⾯で、シナリオ開始ワードを設
定します。

1

「診断テスト1」の質問を作成します。
「ボタン」 BOTアクションを追加します。
「サブテキスト」に質問内容を、その下のボタ
ン名に「はい」と「いいえ」をそれぞれ⼊⼒し、
タイプはリンクからテキストに変更しておきま
しょう。

「診断テスト1」の回答をユーザークエリーとし
てセットします。
ユーザーアクションの「ブロックを追加する」
をクリックし、「クエリーを指定する」ボタン
をクリックすると、クエリーが指定できる
フォームが表⽰されます。
その後、右メニューの「クエリー」の中から
「診断テスト1」のクエリーをクリックし、カー
ソルに「●」が追尾した状態で、ユーザーアク
ションフォーム上で再度クリックします。

フォーム内で
再度クリック

「診断テスト1」
をクリック

1

2

④質問作成

⑤回答作成（クエリー指定）

✔ ※ ④と⑤の⼿順と繰り返して、「診断テスト2」「診断テスト3」を作成します。

ユーザーの
選択肢を設定
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「BOTアクションを
追加してください」

をクリック

⑥診断結果作成

「ライブラリ」を利⽤して診断テスト結果を作
成します。
「診断テスト3」のユーザーアクション設定が完
了したら、その下の「BOTアクションを追加し
てください」ボタンをクリックし「テキスト」
BOTアクションを追加します。

右メニュー「ライブラリ」の中から「診断テス
ト」の「result_⽂章」をクリックし、カーソル
に「●」が追尾した状態で、BOTアクション
フォーム上で再度クリックします。

※ 「result_⽂章」は「診断テストライブラ
リ」で作成した回答⽂が挿⼊されている箇所で
す。 フォーム内で

再度クリック

「result_⽂章」
をクリック

1

2

「保存」ボタンをクリックすれば、診断テスト
シナリオの完成です。

「保存」
をクリック
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診断テスト作成まとめ
診断テストを作成したシナリオ設定画⾯と実際のLINEトーク画⾯上のイメージを⽐較してみましたので、
ご参照ください。 緑…ユーザーアクション ⾚…BOTアクション

【シナリオ設定画⾯イメージ】 【LINEイメージ】

※クエリー(診断テスト1)

※クエリー(診断テスト2)

※クエリー(診断テスト3)

※ライブラリの回答
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アナリティクスについて

「CSV」で
エクスポート可能

【各項⽬の説明】

チャットBOTを利⽤したユーザーの性別や、いつアクセスしているかの解析情報を管理画⾯上で参照するこ
とができる機能です。ユーザーの発⾔を分析しどのような⾔葉が聞き取れなかったのか等、結果の改善に役
⽴てることができます。［CSVでエクスボート］することにより、⽇付/時間/シナリオ/ユーザー名/発⾔者/
発⾔のデータをCSVファイルに保存することができます。［ユーザーの発⾔をエクスポート］より、BOTの
発⾔を除外したデータを表⽰することができます。

◆基本データ
⽇別受信メッセージ数、時間別受信メッセージ数、男⼥⽐を参照することができます。

※LINEでは男⼥⽐は表⽰されません。

◆メッセージ解析
リピートメッセージ、デフォルトメッセージの分析結果を参照することができます。
ユーザーが発⾔したキーワードをドラッグ＆ドロップでクエリーに追加することができます。

◆クエリー解析
ユーザーが発⾔したキーワードと回数を参照することができます。

◆シナリオ解析
ユーザーが各シナリオに到達した回数を参照することができます。

◆キーワード解析
ユーザーが発⾔したキーワードを回数順に表⽰します。

✔
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基本データについて
基本データでは、⽇別受信メッセージ数、時間
別受信メッセージ数、男⼥⽐を参照することが
できます。

メッセージ解析について
メッセージ解析では、リピートメッセージ分析、
デフォルトメッセージ分析結果を参照すること
ができます。

ユーザーが発⾔したキーワードをドラッグ＆ド
ロップでクエリーに追加することができます。
※ページ下部「how to」をご参照ください。

How to
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クエリー解析について
クエリー解析では、ユーザーが発⾔したキー
ワードと回数を参照することができます。

シナリオ解析について
シナリオ解析では、ユーザーが各シナリオに到
達した回数を参照することができます。

クリックすると、ポップアッ
プウィンドウが開き、シナリ
オにアクセスしたユーザーの
⼀覧が表⽰されます

キーワード解析について
キーワード解析では、ユーザーが発⾔したキー
ワードを回数順に表⽰します。
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アナリティクスのデータはCSVでエクスポートすることにより、CSVファイルとして保存可能です。
「①全てCSVでエクスポート」「②ユーザー発⾔をエクスポート」「③ブロック解析」
上記3種類のファイルをCSV形式でエクスポートできます。

①全てCSVでエクスポート
⽇付/時間/シナリオ/ユーザー名/発⾔者/発⾔の
データをエクスポートします。

②ユーザー発⾔をエクスポート
チャットBOTの発⾔を除外したデーターをエ
クスポートします。

③ブロック解析
ブロックされたユーザーの⽇付/時間/シナリ
オ/ユーザー名/発⾔者/発⾔データをエクス
ポートします。

CSVエクスポートについて
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ユーザーの発⾔に対して返答する機能をシナリオ作成なしで⾏えるように簡略化した機能です。
あいさつや定型⽂などで利⽤します。

左メニューの「⼀問⼀答」をクリック後「新
しい質問と回答を作成する」ボタンをクリッ
クして⼀問⼀答作成画⾯を開きます。

※CSVファイルをインポートして⼀問⼀答を
作成する事も可能です。

⼀問⼀答について

①⼀問⼀答作成画⾯を表⽰

「⼀問⼀答」
をクリック

「新しい質問と回答を作成する」
をクリック

2

1

左にユーザーの発⾔、右にBOTの返答を登
録します。

②回答と質問を作成

ユーザーの発⾔ BOTの発⾔

【CSVで⼀問⼀答作成】
CSVをインポートする事で、効率的に⼀問⼀答を作成する
事ができます。
Excelで作成する際は「A列」のセルにユーザーの発⾔、
「B列」のセルにBOTの発⾔を⼊⼒します。

✔
【LINEイメージ】
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シソーラスは、特定の語句と同義・類似関係にある語句をリスト化したものです。
グループに「東京」、キーワードに「江⼾」・「TOKYO」・「TOKIO」などの語句を設定しておけば、
ユーザーが「TOKIO」や「江⼾」と発⾔した場合でもBOTは「東京」と認識することができます。

「グループ」に元となる⽂⾔を⼊⼒し「キー
ワード」に同義・類義語を⼊⼒します。
保存ボタンをクリックしたら登録完了です。

シソーラス編集について

「新しいシソーラスを登録する」
をクリック

「シソーラス編集」
をクリック管理画⾯上部の「シソーラス編集」をクリッ

クすると、シソーラス編集画⾯が表⽰されま
す。

①シソーラス編集ページを表⽰

ページ下部の「新たしいシソーラスを登録す
る」ボタンをクリックすると、編集画⾯が表
⽰されます。

②新しいシソーラスを登録する

「保存」
をクリック

2
「グループ」「キーワード」

を⼊⼒
1
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画像や動画、PDFなどのファイルをアップロードしておくことで、BOTの中で使い回すことができます。
※LINE⽤のBOTで画像を使⽤する際には枠内のボックスにチェックしてください。
※LINEでは仕様上PDFファイルは送信できません。

ファイル管理について

「ファイルを選択する」
をクリック

「ファイル管理」
をクリック管理画⾯上部の「ファイル管理」をクリック

すると、シソーラス編集画⾯が表⽰されます。

①ファイル管理ページを表⽰

「ファイルを選択する」ボタンをクリックし、
任意のファイルをアップロードします。

※右記例では、画像ファイルをアップロード
しています。

②ファイルをアップロード

「開く」
をクリック

2

アップロードしたい
ファイルを選択

1
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シナリオで使⽤するBOTアクション「ボタン」「ファイル送信」「イメージカルーセル」「イメージマッ
プ」等でアップロードした画像や動画を利⽤する事ができます。（※下記例は画像を挿⼊する場合です）

ファイルの使い⽅

右メニュー「ファイル（画像）」の中から任
意の画像をクリックし、カーソルに⻘丸
「●」が追尾した状態で、BOTアクション
フォームの「ファイルURL」内に移動します。

カーソルが緑丸「●」になったら再度クリッ
クします。ファイルURLと画像が表⽰された
ら設定完了です。

①「ファイル送信」ＢOTアクションに画
像を挿⼊する場合

右メニュー「ファイル（画像）」の中から任
意の画像をクリックし、カーソルに⻘丸
「●」が追尾した状態で、BOTアクション
フォーム「画像URL」欄に移動します。

カーソルが緑丸「●」になったら再度クリッ
クします。画像URLと画像が表⽰されたら設
定完了です。

※「カルーセル」や「イメージカルーセル」
の場合も同様の⼿順で設定可能です。

②「ボタン」BOTアクションに画像を挿⼊
する場合

ファイルURL内で
再度クリック

「ファイル(画像)」
から画像をクリック

1

2

画像URL内で
再度クリック

2

右メニュー「ファイル（Imagemap）」の
中からアップロードした画像をクリックし、
カーソルに⻘丸「●」が追尾した状態で、
BOTアクションフォーム「画像URL」欄に
移動します。

カーソルが緑丸「●」になったら再度クリッ
クします。画像URLと画像が表⽰されたら設
定完了です。

③「イメージボタン」BOTアクションに画
像を挿⼊する場合

画像URL内で
再度クリック

2

「ファイル
（Imagemap)」

から画像をクリック

1

「ファイル(画像)」
から画像をクリック

1
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取得した情報を元にユーザーをセグメント化し、個別にターゲティング配信することが可能となります。
※WEBチャットではキャンペーン配信は出来ません。
※LINEで⾏う場合には、プロAPIプランに申し込んでいただく必要があります。

キャンペーンについて

左のサイドメニューからキャンペーンを選択すると、「進⾏中」「配信予定」「配信済」の3つのタブが出
てきます。配信期間によって、キャンペーンが表⽰されるタブが異なります。

①キャンペーンの各タブ

・進⾏中：現在配信を⾏っているキャンペーンが表⽰されます。

・配信予定：これから配信予定のキャンペーンが表⽰されます

・配信済：過去に配信したキャンペーンが表⽰されます。
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左のサイドメニューからキャンペーンを選択すると、「進⾏中」「配信予定」「配信済」の
3つのタブが出てきます。配信期間によって、キャンペーンが表⽰されるタブが異なります。

キャンペーンの各タブ

・進⾏中：現在配信を⾏っているキャンペーンが表⽰されます。

・配信予定：これから配信予定のキャンペーンが表⽰されます

・配信済：過去に配信したキャンペーンが表⽰されます。

49
4
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キャンペーン作成に⼊ります。
キャンペーンを作成するには、「配信対象」「配信頻度」「配信⽇時」を設定する必要があります。

キャンペーン作成

・キャンペーン名：今回作成するキャンペーンの名称を⼊⼒します。例：⽉曜⽇10時

・キャンペーン対象：配信対象を絞り込みます。

・モード：1回のみの配信・週ごとに配信するのか選択します。

・配信⽇時： いつ配信するのか設定します。繰り返しの場合は、⽇付と⽇時を別で設定します。

50
5
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まず、今回配信するユーザーの絞り込みを⾏います。絞り込み⽅法には4つあり、「初回接続⽇時」
「最終接続⽇時」「接続シナリオ」「クエリーの値」を選択することができます。

キャンペーン対象選択⽅法1/3

51
5
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画像の様に、絞り込み⽅法によって表⽰の仕⽅が異なります。
絞り込みに関しては、複数選択することも可能となっています。

キャンペーン対象選択⽅法2/3

・初回接続：指定した期間内で初めてボットに接続したユーザーを絞り込む。

・最終接続：指定した期間内で最後にボットに接続したユーザーを絞り込む。

・接続シナリオ：指定したシナリオに接続したユーザーを対象に絞り込む。

・クエリーの値： 選択したクエリーを保持したユーザーを対象に絞り込む。

52
5
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今回はよく使われている、クエリーの値を選択した際の設定⽅法を例で紹介します。
今回対象としたいユーザーのクエリーを選択します。
選択後は、配信ユーザーの確認もでき選択したち除外することもできます。

キャンペーン対象選択⽅法3/3 ※クエリーの値の場合

1.
プルダウンから、クエリーを選択します。
その後に、⽂字列を選択し、今回配信し
たいユーザーのクエリーの値を選択しま
す。

2.
配信ユーザーを確認する場合には、下の
「当該ユーザーを・・・」をクリックす
ると、該当のユーザーが表⽰されます。
ここで、ユーザーの選択・除外をするこ
とができます。
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「1回の配信」の場合

「定期配信」の場合

ここではモードと、配信期間の設定を⾏います。
モードには、「1回の配信」・「定期配信」の2種類があります。
「1回の配信」・「定期配信」では配信期間の設定⽅法が異なります。

モード・配信期間設定

1.1回配信の場合、カレンダー・時間が表⽰
されそこから選択をすることができます。

2.時間を押すと、⾃動的に⽇時が挿⼊されま
す。

1.まずは、期間の設定を⾏います。期間はカレ
ンダーで選択したり、直接⼊⼒も可能です。

2.時間もプルダウンで選択し
たり、直接⼊⼒も可能です。

3.これで設定完了です。後は、下の「保
存する」ボタンを押してください。

54
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配信設定が終了したら、実際にシナリオを作成していきます。
シナリオに関しては、右の「キャンペーンシナリオ」から作成が可能です。

シナリオ作成1/2

55
5
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キャンペーンシナリオの「CAMPAIGN_SEND」を押すと、シナリオ作成画⾯に遷移します。
通常のシナリオ作成と何も変わりませんので、ライブラリやAPIの機能も使⽤することが可能です。

シナリオ作成2/2

・シナリオ作成と同様に、シナリオを作
成していってください。右端にある、ク
エリーやライブラリ、ユーザーステータ
スなども使⽤が可能です。

・カルーセルやボタン、ファイル送信な
どシナリオ作成と同様の機能が使⽤可能
です。また、APIに関しても内容ごとに
変更することが可能となっています。
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キャンペーンの配信期間や、シナリオ作成が終了すると、1ページ⽬の画⾯に戻ります。
配信期間内だったら「進⾏中」に、配信期間外だったら「配信予定」に表⽰されます。

キャンペーン配信設定完了

また、キャンペーンを修正したい・削除したい・コピーしたい場合には、
右端に「編集」「削除」「コピー」表⽰されているので、
その⽂字を押すとキャンペーンの修正等⾏うことができます。

57
5
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シナリオで使われるBOTアクションには様々な種類があります。⽤途に合わせてご利⽤ください。

BOTアクションの種類

◆「テキスト」BOTアクション

①「テキスト」BOTアクションの設定

シナリオ設定画⾯で、BOTアクションメニューから
「テキスト」をクリックすると「テキスト」BOTア
クションフォームが表⽰されます。

「テキスト」BOTアクションでは、 BOTアクションフォームに⼊⼒されたテキストを返答します。

「テキスト」
をクリック

BOTアクションメニュー

「保存」
をクリック

BOTアクションフォーム内に任意の⽂⾔を挿⼊しま
す。「保存」ボタンをクリックして完了です。

2

⽂⾔を⼊⼒
1

【LINEイメージ】
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LINEトーク画⾯上での⾒え⽅ですが、端末側の設定にもよりますが、10〜15⽂字で改⾏して表⽰されます。
（※下記例は、iPhone SEでLINEトークのフォントサイズを変更した場合の画像サンプルです。）

フォント「普通」 フォント「⼩」 フォント「⼤」 フォント「特⼤」
全⾓10⽂字で改⾏

✔

全⾓9⽂字で改⾏ 全⾓8⽂字で改⾏全⾓12⽂字で改⾏

【LINEイメージ】

【設定画⾯イメージ】

【「テキスト」BOTアクションに絵⽂字を⼊れる⽅法】

「テキスト」BOTアクションでは、初期のLINE絵⽂字が利⽤できます。
絵⽂字を⼊れる場合は、右メニュー「LINE絵⽂字」の中から任意の絵⽂字をクリックし、カーソルに
⻘丸「●」が追尾した状態で、「テキスト」BOTアクションフォーム内に移動します。カーソルが緑
丸「●」になったら再度クリックして設定完了です。

任意の絵⽂字
をクリック

1

「テキスト」BOTアクション
フォーム内で再度クリック

2

②フォントサイズによる⾒え⽅の違いについて
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①「ボタン」BOTアクションの仕様について

画像…JPEGまたはPNG 最⼤横幅サイズ1024ｐｘ 最⼤ファイルサイズ１MB ⽐率1：1.51

メインテキスト…最⼤40⽂字まで表⽰

サブテキスト…最⼤60⽂字まで表⽰（画像もメインテキストも指定しない場合の最⼤⽂字数：120）

リンクアクション…1個〜最⼤4個まで設置可能。（※11⽂字までが省略なしで表⽰されます）

任意

任意

必須

必須

◆「ボタン」BOTアクション
画像が表⽰できる「ボタン」を設置して、タップしたユーザーをリンクへ⾶ばす「URLリンクアクション」や、設定した
メッセージを⼊⼒させる「テキストアクション」などのリンクアクションが設定できます。リンクアクションは最⼤4個まで
設置可能です。

【LINEイメージ】【設定画⾯イメージ】

リンクアクションは11⽂字までが省略なしで表⽰されます。
12⽂字以降は「…」と省略されて表⽰されます。

！
※メインテキスト・サブテキスト・リンクアクションのテキスト部分には、LINE絵⽂字は利⽤できません。
ボタンには⾼さの制限があり、サブテキストの表⽰領域がこの制限を超えると、領域の下部が切り詰められ
ます。このため、メッセージのテキストが最⼤⽂字数以内であっても、⽂字幅によっては完全に表⽰されな
い可能性があります。
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② リンクアクションの種類について

任意のURLへ接続

別のシナリオへ接続
（例：1：1へ接続）

設定されたテキスト
がユーザーの発⾔と
して送信される

【LINEイメージ】

【設定画⾯イメージ】

リンクアクションには、タップしたユーザーをリンクへ⾶ばす「URLリンク」アクションと、
タップするとメッセージが⼊⼒される「テキスト」アクションの２種類あります。

「テキスト」アクション設定
タイプは「テキスト」を選択し、アクション
を任意の⽂⾔に設定します

「URLリンク」アクション設定
タイプは「リンク」に、アクションは
「WEBリンク」を選択し、リンク先URLを
⼊⼒します

・「URLリンク」アクション
任意のページへ遷移させる事が可能です。

・「テキスト」アクション
メッセージが⼊⼒されるので、1：1チャットや他のシナ
リオへと繋ぐ事が可能です。
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③ リンクアクションの活⽤について

募集要項ページへ遷移
「URLリンク」アクション

ユーザーに質問を投げかける時や、選択肢を提⽰してシナリオへ誘導させる時、シナリオをリセットする
時などに利⽤できます。
（例：出願シナリオで選択肢を提⽰する際に「ボタン」BOTアクションを利⽤しています。リンクアク
ションは３個設定しています。3個のうち2個は外部サイトへの「URLリンク」アクションを、1個は別の
シナリオへ繋ぐ「テキスト」アクションを設定しています。）

学部情報シナリオへ接続
（テキストアクション）

出願シナリオ
開始ワード

「ボタン」
BOTアクション

「テキスト」
BOTアクション

テキストアクションで設定
されたシナリオ接続ワード
が送信される

「ボタン」BOTアクションで
シナリオをリセットする⽅法

✔ 願書の取り寄せページへ遷移
「URLリンク」アクション

「戻る」をタップするとリセッ
トワードが返信され、シナリオ
がリセットされます。

「テキスト」リンクアクション
に「リセットワード」を設定し
ます。

【設定画⾯イメージ】

【LINEイメージ】



BOTアクション／カルーセル

63

【LINEイメージ】

【設定画⾯イメージ】

「追加する」ボタンをク
リックするとカルーセル
が増やせます
（最⼤10個まで）

◆「カルーセル」BOTアクション

画像…JPEGまたはPNG 最⼤横幅サイズ1024ｐｘ 最⼤ファイルサイズ１MB ⽐率1：1.51

メインテキスト…最⼤40⽂字まで表⽰

サブテキスト…最⼤60⽂字まで表⽰（※画像もメインテキストも指定しない場合の最⼤⽂字数は120）

リンクアクション…１個〜最⼤３個まで設置可能（※11⽂字までが省略なしで表⽰されます）

※リンクアクションは最⼤3個まで設置可能

※横にスワイプ

・・・

①「カルーセル」BOTアクションの仕様について

「ボタン」BOTアクションを複数設置して、並列に表⽰されます。表⽰された「カルーセル」BOTアクションは、横にスワ
イプ可能です。

・「ボタン」BOTアクションを並列に最⼤10個表⽰します。

任意

任意

必須

必須

※カルーセルを設置する場合は、カルーセル間の要素（画像・メインテキスト・サブテキスト・リンクアクションの数）を
⼀致させる必要があります。
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【カルーセル】設定の注意点

カルーセルを設置する場合は、各要
素の数を⼀致させる必要があります。
各ボタンで、画像やメインテキス
ト・サブテキストが有ったり無かっ
たり、リンクアクションの数が合わ
ない等の場合はエラーとなり、「カ
ルーセル」BOTアクションは表⽰さ
れません

※右記の例では全てのカルーセルに
ついて「画像あり」「メインテキス
トあり」「サブテキストあり」「ア
クション3つ」の要素を揃えています。

カルーセル同⼠の要素を⼀致させます

！

学部や学科情報、オープンキャンパスやイベント情報など複数のコンテンツをまとめて表⽰したい時に活⽤いた
だけます。

（例：オープンキャンパスシナリオで、⽇程や内容ごとにカルーセルを複数設置し「URLリンク」アクションで
学校ホームページのコンテンツページへとリンクさせます。）

② 「カルーセル」の活⽤例

オープンキャンパス
WEB詳細ページへ

⼊試相談会
WEB詳細ページへ

【LINEイメージ】【設定画⾯イメージ】
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画像…JPEGまたはPNG 縦横⽐：1:1 最⼤横幅サイズ：1024px 最⼤ファイルサイズ：1MB

リンクアクション…１個設置可能（※最⼤⽂字数12⽂字）

① 「イメージカルーセル」BOTアクションの仕様

※リンクアクションが１個設定できます

【LINEイメージ】

【設定画⾯イメージ】

◆「イメージカルーセル」BOTアクション
正⽅形の画像が横並びに表⽰されます。画像には「リンクアクション」をひとつ設定できます。 設置したイメージカルーセ
ルは、横にスワイプ可能になります。

※横にスワイプ

・・・

必須

「追加する」ボタンをク
リックするとイメージカ
ルーセルが増やせます
（最⼤５個まで）

※画像全体がタップ領域となります。

必須

・イメージカルーセルを並列に最⼤5個まで表⽰します。
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② 「イメージカルーセル」の活⽤例

学校ホームページへの誘導や、別のシナリオへ分岐する時などにご利⽤いただけます。
（例：「学部⼀覧」というシナリオの導線で「イメージカルーセル」を利⽤しています。学部ごとに「イメージ
カルーセル」を作り、画像をタップすると「ユーザーアクション」としてシナリオ開始ワードが送信されて、そ
れぞれの学部シナリオへと繋がります。）

画像をタップすると
「経済学部」のシナリオへ
（テキストアクション）

画像をタップすると
「法学部」のシナリオへ
（テキストアクション）

【設定画⾯イメージ】

【LINEイメージ】

経
済
学
部
シ
ナ
リ
オ

法
学
部
シ
ナ
リ
オ

※リンクアクションの「タイプ」を
「テキスト」にして、別のシナリオ
に繋ぐための開始キーワードを設定
します。
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サブテキスト…最⼤140⽂字まで

リンクアクション…横並びに2個（※最⼤⽂字数5⽂字 6⽂字⽬は「…」で表⽰されます）

① 「コンファーム」BOTアクションの仕様

【LINEイメージ】

【設定画⾯イメージ】

◆「コンファーム」BOTアクション
「コンファーム」BOTアクションは、横並びにリンクアクションが2つ表⽰されます。「はい」「いいえ」などを確認する場
合などに利⽤されます。

必須

必須

・リンクアクションを横並びに表⽰します。リンクアクション数は２個で増減はできません。

（※画像は設定できません）

「リンクアクション」
最⼤5⽂字まで表⽰

「リンクアクション」
「URLリンク」アクションと「テキスト
リンク」アクションを選択可能
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② 「コンファーム」の活⽤例

シナリオをリセットする場合や、ユーザーの発⾔に対する確認する場合などに
（例：学部シナリオの最後に「コンファーム」を利⽤。「はい」で学部⼀覧シナリオへ、
「TOPに戻る」でシナリオをリセットするという仕様です。）

シナリオがリセットされる

リセットワード

学部⼀覧シナリオへ戻る

学部⼀覧
シナリオ

シナリオ
リセット

学部⼀覧シナリオ
開始ワードに繋ぐ

【設定画⾯イメージ】

【LINEイメージ】

リセットワード
を設定

「学部シナリオ」の
開始キーワードを設定
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画像…JPEG 最⼤画像サイズ：1024×1024 最⼤ファイルサイズ：1MB

動画…mp4 最⼤⻑：1分 最⼤ファイルサイズ：10MB

① 「ファイル送信」BOTアクションの仕様

【LINEイメージ】

【設定画⾯イメージ】

◆「ファイル送信」BOTアクション
「ファイル送信」BOTアクションは、画像や動画ファイルをトークルーム上に送信して表⽰させます。

※PDFファイル・エクセルファイル・ワードファイル等は送信できません。

※⼀定以上に縦⻑・横⻑の動画を送信した場合、⼀部の環境では 動画の⼀部が⽋けて表⽰される場合があります。

「画像送信」
BOTアクション

画像送信イメージ 動画送信イメージ

「動画送信」
BOTアクション

画像ファイルを直接
アップロードすることも可能
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② 「ファイル送信」の活⽤例

設定したシナリオに準じた画像や動画を送る場合に利⽤します。
（例：図書館シナリオにおいて、雰囲気を伝えるために「ファイル送信」機能で画像を送信）

「ファイル送信」
BOTアクション

（画像）

【LINEイメージ】

【設定画⾯イメージ】

ファイルURL内で
再度クリック

「ファイル(画像)」
から画像をクリック

1

2
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【LINEイメージ】

【設定画⾯イメージ】

① 「イメージボタン」BOTアクションの仕様

◆「イメージボタン」BOTアクション
「イメージボタン」BOTアクションは、リンク付きの画像を送信するBOTアクションです。（※LINE＠のリッチメッセージ
の様なもの） 画像全体を１つのリンクとしたり、画像に複数の領域に異なるリンクURLを指定することもできます。
また、設定した複数の領域それぞれにメッセージを指定して、別々のシナリオへ接続する事も可能です。

※ひとつの画像に、複数のリンク領域を⾃由に設定する事ができます。
（タップするとURLに⾶ばす「URLリンク」アクションと、テキストが⼊⼒される「テキスト」アクションの
設定が可能です）！

画像…JPEGまたはPNG 画像の幅：240px、300px、460px、700px、および1040px ファイルサイズ：最⼤1MB

【リンク複数設定の例】

※上記画像のうち⾚い部分だけに別々のリ
ンクアクションを設定することができます。

「イメージボタン」
BOTアクション

※横幅が短い画像の場合、表⽰上は横幅1040pxに拡⼤処理が⾏われます。その際、縦幅が2080pxlを超過すると画像が
切れて表⽰されますのでご注意ください。

※ボタン化する領域とリンク
アクションを設定します。

リンク①

リンク②
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② 「イメージボタン」の活⽤例

シナリオの分岐や、複数のシナリオを選択させる時などに利⽤します。
（例：FAQシナリオで「イメージボタン」を利⽤して、カテゴリー別の問い合わせシナリオへと誘導します）

⽂学部FAQシナリオへ 法学部FAQシナリオへ 経済学部FAQシナリオへ 理⼯学部FAQシナリオへ

【設定画⾯イメージ】

【LINEイメージ】

【「プレビュー」イメージ】

※「プレビュー」ボタンをクリックすると設定したボタン領域と
リンクアクションの内容を確認できます。
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【管理画⾯イメージ】

① 「スタンプ」の仕様

◆「スタンプ」BOTアクション
「スタンプ」BOTアクションでは、LINEの基本的なスタンプをトークルーム上に送信する事ができます。

・基本のLINEスタンプを利⽤することができます。

リンク②

【LINEイメージ】

任意のスタンプ
をクリック
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②「スタンプ」の種類

リンク②

スタンプ①

スタンプ②
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スタンプ③

スタンプ④
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【管理画⾯イメージ】

①「メール」の活⽤例

◆「メール」BOTアクション
「メール」BOTアクションでは、シナリオにメールフォームを設置して、指定したメールアドレスに送信する事が可能です。

アンケートシナリオでクエリーとして取得したユーザー情報やアンケート内容などを、指定のメールアドレスに送信します。

リンク②

【メール取得イメージ】

※回答をクエリーとして設定

【LINEイメージ】

「アンケート①」
の回答クエリー

「アンケート②」
の回答クエリー

「アンケート③」
の回答クエリー

※各アンケートの回答クエリをメールで受信

※LINEのトークルームには
メールフォームは表⽰されません
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チャットボットのシナリオを起動するためには「シナリオ開始キーワード」をユーザーに発⾔させる必要があります。
下記例では、リッチメニューから⼊試制度シナリオを経て学校ホームページへと導いております。
（※リッチメニューはLINE@マネージャーで設定します）

リッチメニューからのシナリオへ接続について

①LINE@マネジャーのリッチメニュー設定画⾯からシナリオ開始キーワード（※下記例では「⼊試制度について」）を設定
します。

②リッチメニューの「⼊試制
度」をタップすると、⼊試制
度シナリオに接続します。

③リンクアクションに「テキ
スト」アクションを設定しA⽅
式⼊試シナリオに繋げます。

④「WEBで詳しく⾒る」をタッ
プすると指定のページ（学校
ホームページ等）へ⾶ばせます。

シナリオ開始ワード：
[>⼊試制度を⾒る]
を受けて
シナリオスタート

【LINE@マネージャー管理画⾯】 （※リッチメニュー設定画⾯）

A⽅式⼊試
シナリオ

⼊試制度
シナリオ

学校ホームページ
A⽅式⼊試ページ
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シナリオの分岐と接続について

「ボタン」
BOTアクション

ユーザーアクションを元に分岐の設定をします。
下記の例では、ユーザーが親シナリオの「ボタン」BOTアクションによってどちらかの学部を選択すると、「法学部」
「経済学部」それぞれの「⼦シナリオ」へと分岐しています。

◆通常分岐

ユーザーアクション
↓

⼦シナリオ開始ワード

⼦シナリオ

親シナリオ

※ユーザーアクションとして選択
した“法学部”が⼦シナリオの開始
ワードとなります。

親シナリオが終了した時点で、設定したクエリーの値を保持していた場合に、⼦シナリオが作成されて分岐します。
下記の例では、ユーザーが答えた“経済学部”がクエリーの値となって保持され、⼦シナリオへと分岐しています。

◆クエリー分岐

⼦シナリオ
親シナリオ終了

親シナリオ

⼦シナリオ

「法学部」

⼦シナリオ

「経済学部」

親シナリオ

⼦シナリオ

「クエリーあり」

⼦シナリオ

「クエリーなし」
クエリーの値

クエリー分岐 条件不⼀致分岐

通常分岐 通常分岐

シナリオの分岐は「通常分岐」「クエリー分岐」「条件分岐」など、様々な条件に合わせた分岐設定が可能
です。また、シナリオ終了後に他のシナリオに繋いだり、問い合わせテンプレートに繋げたりする「シナリ
オ接続」設定も可能です。
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条件分岐を設定すると、親シナリオが終了した時点で、ユーザーの保持しているクエリーの値が、設定した条件と⼀致し
た場合に、分岐するシナリオを作成します。
また、条件不⼀致分岐を設定すると、ユーザーのアクションが設定した条件と⼀致しない場合に分岐するシナリオを作成
します。

下記の例では、クイズの答え“メモ帳”と“細い枝”がクエリーの値となって保持され、設定した条件と⼀致した場合（※全問
正解の場合）に⼦シナリオ「全問正解」に分岐し、クイズの答えが間違っていた場合には、⼦シナリオ「ハズレ」に分岐
しています。

◆条件分岐／条件不⼀致分岐

クエリーの値が“メモ帳”と“細い枝”両⽅⼀致した場
合に「シナリオ全問正解」へと分岐します。それ以
外の場合には「ハズレシナリオ」へと分岐します。

⼦シナリオ

親シナリオ
終了

親シナリオ

⼦シナリオ

「全問正解」

⼦シナリオ

「ハズレ」

クエリーの値

クエリーの値

【クエリー値の組み合わせによる分岐先】

・メモ帳＋頭蓋⾻→ハズレシナリオ
・メモ帳＋細い枝→全問正解シナリオ

・守り⼑＋頭蓋⾻→ハズレシナリオ
・守り⼑＋細い枝→ハズレシナリオ

条件分岐 条件不⼀致分岐

【管理画⾯イメージ】
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CSVファイル⼀括改⾏について
「お問い合わせテンプレート」や「ライブラリ」作成時に、改⾏が必要になる事もあるかと思います。
エクセルで作成した改⾏を含むCSVファイルをそのままインポートしても、チャットボット上では改⾏され
ません。チャットボット⽤に改⾏コードを指定する必要があります。
ここでは、⽂章中の改⾏部分を、チャットボット上の改⾏記号である「_br_」へと⼀括変換する⽅法につい
てご説明致します。
（※下記はwindows環境の例です）

① [Ctrl] + [F] で検索と置換を開きます。

②「置換」タブを開き、 検索する⽂字列に [Ctrl] + [J] （※改⾏という意味）キーを⼊⼒し、
置換後の⽂字列には _br_ （※すべて⼩⽂字）を⼊⼒して、「すべて置換」ボタンを押します。

【置換前イメージ】 【置換後イメージ】

改⾏部分が全て「_br_」に
置換されています

Ctrl+J を⼊⼒

_br_ を⼊⼒

1

2

「全て置換」をクリック
3

※「Ctrl＋J」を⼊⼒しても⾒た⽬に
は何も表⽰されません。
うまくいかない場合は、検索する⽂
字列ボックスを[delete]キーを押し
て完全にクリアしてから再度実⾏し
てみましょう。


