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1.管理者設定画面について

Chatworkでは、管理者専用の「管理者設定」画面をご利用いただけます。

管理者設定はChatworkログイン内右上のメニューよりアクセスできます。

②管理者設定画面が別ウィンドウで表示されます①右上メニューから「管理者設定」を選択
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「利用内容の確認」ページでは、現在のご契約内容などを確認できます。

◯現在のユーザー数

現在利用中のユーザー数です。

フリープランでは最大100ユーザーでご利用いただけます。

◯閲覧可能メッセージ数

閲覧可能なメッセージの総数が表示されています。

◯現在のストレージ使用容量

1契約につき5GBまでのストレージをご利用いただけます。

2.利用内容の確認

◯組織名

ユーザーのプロフィールで利用可能な、共通の組織名を設定できます。

（詳しくは「組織名を設定する」をご確認ください。）

◯利用プラン

現在ご契約中のプラン名です。

◯ご利用開始日

ご契約プランでのご利用開始日です。
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ユーザーのプロフィールで利用可能な共通の組織名を設定できます。

①「利用内容の確認」ページ内、組織名項目の「変更する」リンクをクリック

②組織名を入力して「保存する」をクリック

3-1.組織名を設定する
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組織名を設定することでユーザーのプロフィール画面で共通組織名を選択することができるようになります。

共通組織名が設定されている場合

【補足】

共通組織名を設定しておくと、今後新規に追加するユーザーは自動的に共通組織名が選択されます。

ただし、すでに利用を開始しているユーザーがいる場合は、後から設定した組織名は自動的には適用されませんので、

ユーザー自身で共通組織名を選択する必要があります。

共通組織名を利用しているユーザーは、管理者が組織名を変更すると変更内容がプロフィールに自動的に適用されます。

共通組織名が設定されていない場合

組織名を設定していると、チャットの表示名の横に表示されます。

3-2.組織名をプロフィールで利用する
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「ユーザー招待」機能は、管理者が専用リンク（招待リンク）をChatworkを初めて使うメンバーに共有し、

招待リンクの遷移先のフォームから申請してもらうことで、Chatworkの組織に招待できる機能です。

4-1.ユーザー招待について
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「ユーザー招待」画面の下部の「招待リンクを発行する」ボタンを押すと、招待リンクが生成されます。招待したいユーザー（申請者）

に招待リンクを共有してください。

4-2.ユーザー招待 招待リンクを発行する

発行ボタンを押すと招待リンクが発行され、右図のように

招待リンクが表示されます。
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4-3.ユーザー招待 申請者側の操作

→

1.招待リンクにアクセスし
　メールアドレスを入力する

2.受け取ったメールから
　申請を続ける

→

3.必要事項を入力する

→

4.管理者に承認依頼メールが届く

申請者は1〜3のステップを踏むことで、組織への加入申請が完了します。

申請が完了すると、管理者には加入申請の承認依頼メールが届きます。
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加入申請が届くと「加入申請の承認」画面に申請者の情報が表示されます。承認、拒否ボタンから承認作業を行なってください。承

認作業が完了すると管理下ユーザーとして追加され、申請者に利用開始案内メールが送信されます。

4-4.ユーザー招待 加入申請を承認する

選択ボタンにチェックを入れると一括拒否を行うことができます。一

括承認はできません。
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「加入申請の承認履歴」画面では過去に承認作業を行なった履歴の一覧が確認できます。

4-5.ユーザー招待 承認履歴を確認する

申請者

加入申請を行なったユーザーの名前が表示されます。

下記のケースは名前が表示されません。

拒否済みユーザー…承認作業にて拒否を行なった場合

申請取消済みユーザー…申請者にて申請が取消された場合

処理者

承認作業を行なった管理者の名前が表示されます。
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「ユーザー招待」画面の下部にある「招待リンクを削除する」をクリックすると確認画面に進み、招待リンクを削除することができま

す。削除後、新たに招待リンクを発行することができます。

4-6.ユーザー招待 招待リンクを削除する

削除ボタンをクリックすると、右図の確認画面に遷移します。

【補足】

招待リンクを削除したタイミングで、削除した招待リンクから新規の加入申請は送れなくなります。

削除後再度招待リンクを発行した場合、同じURLにはなりませんのでご注意ください。

招待リンクを削除しても、すでに申請が届いているものは消えません。別途承認作業をお願いします。
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「ユーザー追加」メニューよりユーザーを追加することができます。

登録するユーザーの名前とメールアドレスと使用する言語を選択します。

名前はユーザーが登録を行う際にユーザーによって変更可能です。

プロフィール情報登録は任意項目となります。

5-1.ユーザー追加 アカウント情報の入力

名前（登録名） ：ユーザーリストに表示される管理上の登録名です。

メールアドレス ：ユーザーのログインアカウントとなるメールアドレスです。

使用する言語 ：ユーザーがChatworkを利用する際の初期言語です。

　 　ユーザーへ送信されるメールもここで選択した言語表示となります。

【補足】

フリープランではユーザーの追加、削除を行うことのできる管理者権限を別のユーザーへ譲渡することができません。
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管理者によるユーザー追加が行われると、ユーザーに登録依頼メールが送信されます。

送信されたメール内にある「Chatworkご利用開始手続き」をクリックして登録画面へ進むことができます。

HTMLメールの場合 プレーンテキストメールの場合

5-2.ユーザー追加 登録依頼メールについて
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登録依頼メール内のご利用開始手続きURLをクリックすると、ユーザー情報登録画面が表示されます。

ユーザー本人によるログインパスワードの設定を行うことで、ご利用開始手続き完了となります。

メールアドレス：

管理者が登録依頼したメールアドレスです。

この画面では変更できません。

※メールアドレスの変更は、登録完了後に

Chatwork利用画面内にて変更できます。

名前（登録名）：

管理者が設定した名前が予め入力された状態です。

ユーザーによる変更が可能です。

パスワード：

ログインするためのパスワード設定です。

※半角英数字8文字以上

プロフィール情報：

管理者が登録時に入力した内容があらかじめ入力された

状態です。ユーザー自身による変更もできます。

5-3.ユーザー追加 新たにChatworkに登録する場合
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すでに「Chatwork」のフリープランをご利用中で管理者1人の組織の場合に限り、管理下ユーザーとして招待することができま
す。

ユーザー解約について：

管理下ユーザーになると、ご自身で解約することが

できなくなる旨のご説明です。

新規ユーザー登録と同様に、メールアドレスやプロフィール情報などの

入力項目があります。

5-4.ユーザー追加 既にChatworkを利用している場合
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ユーザーリストでは、現在の組織内の利用状況がご確認いただけます。

6-1.ユーザーリストについて

組織名、所属、名前、メールアドレスでユー
ザーを絞り込み検索することができます。
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初回ログイン前ユーザーリストでは、初回ログインがまだ済んでいないユーザーについて、利用開始手続きメールの

再送をおこなうことができます。

ユーザーのチェックボックスにチェックを入れると
「利用開始手続きを再送」のボタンが押せるように
なります。

チェックを入れた場合

利用開始手続きを再送：

ユーザー追加時にユーザーに送信された利用開始手続き

メールを再送します。

6-2.ユーザーリスト 初回ログイン前ユーザーについて



© Chatwork 19

未登録ユーザーリストでは、現在登録手続き中のユーザーについて、キャンセルまたは登録依頼メールの

再送をおこなうことができます。

ユーザーのチェックボックスにチェックを入れると
「登録依頼を再送」「登録依頼をキャンセル」のボタンが押せるようになります。

チェックを入れた場合
登録依頼を再送：

ユーザー追加時にユーザーに送信された登録依頼メールを

再送します。

登録依頼をキャンセル：

ユーザーへの登録依頼をキャンセルします。

キャンセルしてもユーザー本人には通知されません。

6-3.ユーザーリスト 未登録ユーザーについて
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ユーザーリストの「詳細画面」より各ユーザーごとの情報が確認可能です。（フリープランでは変更はできません）

①「ユーザーリスト」の詳細リンクをクリック ②ユーザーごとの詳細ページが開きます

7.ユーザー詳細について
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ユーザー詳細画面の「ユーザーを削除する」よりユーザーデータ削除画面ヘ移動することが出来ます。

削除されたユーザーは、アカウント自体が削除されるためログインする事ができなくなります。

8.ユーザーを削除する
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「チーム管理」では、組織内で作成したチームをグループチャットに設定し、

 ユーザーをチームに追加するだけで、複数のチャットに一度にユーザーを参加することができます。 

①管理者設定でチームを作成 ③チームメンバーがグループチャットに自動追加される②チームをグループチャットに設定

9-1.チーム管理について
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チームリストでは、部署やチームなど組織内で作成されたチームの一覧がご確認いただけます。

※順番はチーム名の昇順で表示されます。

チーム名をクリックすると、チーム詳細を確認できます。

9-2.チームリストについて
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「チーム作成」ページでは、組織に新しいチームを追加することができます。

① チーム名を入力し、チームに参加させたいユーザーを選択します。 ② 内容確認後に作成するボタンをクリックして確定します。

※※ユーザー登録が完了している[利用中ユーザー][初回ログイン前

ユーザー]のみ選択が可能です。

未登録ユーザーの場合は、ユーザー登録手続きを完了したうえで、お

手続きください。

9-3.チームを作成する
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チーム詳細からチーム名を変更することができます。

① チーム名の右側の「変更」をクリックすると、

チーム名の入力状態になります。

③ 変更したチーム名が即時反映されます。

※すでにグループチャットに設定されたチーム名も変更されます。

② 変更後のチーム名を入力して、「変更」をクリックします。

9-4.チーム名を変更する
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チーム詳細から、チームに参加するチームメンバーを変更することができます。

① チームメンバー数の右側の「変更」をクリックすると、

チームメンバー変更画面が表示されます。

② 現在参加しているメンバーが選択された状態で表示されます。

変更後に参加させたいメンバーのみにチェックを入れて、確認画面へ進み、

内容確認後に変更を確定します。

※チームに新たに追加したメンバーは、チームが設定されている

　グループチャットに自動的に追加されます。

※削除したチームメンバーがグループチャットから退室することはありません。

　退室が必要な場合は、各チャットごとにメンバー削除・退室が必要です。

9-5.チームメンバーを変更する
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チーム詳細からチームを削除することができます。

① 「チームを削除」をクリックします。

② 確認画面で内容を確認し「削除する」をクリックすると完了します。

※削除したチームは、グループチャットに設定されたチーム一覧からも

　削除されます。

※削除したチームメンバーがグループチャットから退室することはありません。

　退室が必要な場合は、各チャットごとにメンバー削除・退室が必要です。

9-6.チームを削除する
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外部サービスとの連携などにご利用いただける「ChatworkAPI」をご提供しています。

ユーザーがAPIを利用するためには、管理者への利用申請が必要です。

「API利用管理」機能では、ユーザーからのAPI利用申請や、API利用者の確認がおこなえます。

※各APIの開発仕様書については「ChatworkAPIドキュメント」をご確認ください。

10-1.API利用管理について

http://developer.chatwork.com/ja/
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APIの利用を希望するユーザーは、「サービス連携」ページから管理者への申請をおこなう必要があります。

※管理者は常にAPIの利用が許可されます。

→

APIが許可されていないユーザーの場合は、API利用申請ページが表示されます。

→

APIが許可されたユーザーの場合は、API利用画面が表示されます。

10-2.APIの利用申請
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ユーザーがAPIの利用申請をおこなうと、管理者メールアドレス宛にAPIの利用申請メールが送信されます。

管理者設定の「API利用申請の確認」ページから、申請を確認し、承認または却下してください。

承認するとユーザーに「API利用開始のご案内メール」が送信されます。
※却下した場合はメールは送信されません。

APIの利用申請メール API利用申請の確認

10-3.API利用申請の確認
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「API利用者リスト」からAPIを利用中のユーザーを確認することができます。

「停止」すると、対象ユーザーに関する
以下の情報が削除されます。

・APIトークン
・Webhook設定

・OAuth認可情報

※対象ユーザーが作成した

「OAuthクライアント」については

作成者が組織管理者に変更されます。

10-4.API利用者リスト
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ビジネスプラン・エンタープライズプランにアップグレードいただくことで、管理者設定画面がより快適にご利用いただけるようになりま

す。

11.アップグレードでできること

● ユーザー情報の変更

● ユーザーの一括登録/変更

● 管理者権限の譲渡

● ユーザー管理者権限の追加

● 他組織へのユーザー移行

● 各種セキュリティ対策機能（エンタープライズ）


