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chobiit の

概要



01 chobiit の概要

kintone の情報を外部の人と共有したい、kintone をもっと気軽に利用したい

そんな方にオススメなのが、この「chobiit for kintone」です。

kintone の中と外をシームレスに。kintone の外から

レコードの閲覧・登録・編集ができる kintone データ連携サービスです。

kintone とのアカウントについて

お問合せフォームの内容を kintone に自動で登録したい。

アルバイトや調査員など、不特定多数の人に情報を kintone に登録してほしい。

ほかにも、取引先やお客様と kintone の情報を確認したり、情報共有を行いたい。

そんなときに気軽に使ってもらえるのがChobiit for kintone の特徴です。

kintone の１アカウントに対して

chobiit アカウントを最大 10 アカウントまで

紐付け、発行することが可能です。

kintone 上に chobiit 連携用のアカウントを別途

１アカウントご用意いただくことをオススメします。

Chobiit アカウントは紐づけた kintone アカウントの
アクセス権限を継承します。
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機能一覧

01



01 chobiit の機能一覧

kintone の情報をChobiit にログインした人にのみ共有する機能です。

kintone1 アカウントにつき 10Chobiit ユーザー発行可能。

Chobiit ユーザーはレコードの閲覧・追加・編集・削除・コメントの投稿をすることができます。

ログイン認証

kintone アカウント /Chobiit アカウントを持っていないユーザーでも、kintone へのレコードの追加、レコードの

表示が可能です。

表示するレコードやフィールドの制限が設定できるので、ユーザーには入力してほしいフィールドのみ表示するこ

とが可能です。

入力した情報は直接 kintone へ登録されるので、webの問い合わせフォームとしても利用いただけます。

外部公開

Chobiit 上から kintone に登録されているレコードの一覧表示が行えます。

表示方法はリスト形式の「一覧ビュー」と、カレンダー形式の「カレンダービュー」の２種類を設定することが可

能です。

一覧画面表示

Chobiit 一覧画面上から、レコードの検索が可能です。

１文字検索、条件指定など豊富な検索機能を搭載しています。

検索機能

アクション機能とは、レコードに登録されている内容を別アプリのレコードとしてコピー作成できる機能です。

kintone の「アクション機能」と同じように、Chobiit でもアクション機能が利用できます。

アクション機能

レコード登録時に、位置情報（GPS情報）を自動で取得します。

災害被害の報告、空き家調査など、点検業務に役立ちます。

位置情報の登録

レコード詳細画面に「条件に一致したレコード」を一覧表示できる機能です。

kintone の「関連レコード一覧」と同じようにChobiit でも利用できます。

関連レコード表示
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01 chobiit の機能一覧

レコード追加後にサンクスページの設定が可能です。

ページに表示するテキストは、設定画面より任意のテキストを設定することが出来ます。

サンクスページの設定

レコード追加画面は、iframe タグにて任意のwebページに貼り付けることが可能です。

webのお問い合わせフォームとしてご活用いただけます。

iframe タグの出力

kintone のコメント機能にも連動しています。

Chobiit 側、kinotne 側に書き込まれたコメントは、両方から確認、投稿返信することが可能です。

コメント機能

レコードの編集時、コメントの投稿時にChobiit ユーザーへメール通知を出すことが可能です。

通知内容も設定画面内から任意で設定することが出来ます。

メール通知 

Chobiit の画面カラーを独自に設定することが出来ます。

アプリごとによりカラーを設定できるので、シーンによって使い分けたりとオリジナルの画面を作成するこが可能

です。

カラー設定

web フォームとして利用時に自動返信メールを設定することができます。

アプリのフィールドを利用してメールを作成することも可能です。

自動返信メール機能

DOM操作による見た目のカスタマイズが可能です。

Javascript/CSSカスタマイズ
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kintone 環境にプラグインとアプリテンプレートを読み込む

[Chobiit] 設定アプリで共通設定をする

[Chobiit] 設定アプリで kintone 設定を行う

[Chobiit] 設定アプリでアプリ設定を行う

[Chobiit] 設定アプリでユーザー設定を行う

[Chobiit] 設定アプリでライセンス設定を行う

02 設定方法 - 設定の流れ - 

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6
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トライアルご案内ページよりプラグインとアプリテンプレートファイルをダウンロードします。

プラグイン：chobiitPlugin.zip

アプリテンプレート：ChobiitForKintone.zip

プラグインとアプリテンプレートを、chobiit と連携したい kintone 環境へ読み込みます。

【プラグインを kintone へ読み込む】

https://jp.cybozu.help/k/ja/admin/system_customization/add_plugin/plugin.html

【テンプレートファイルからアプリを作成する】

https://get.kintone.help/k/ja/user/create_app/app_csv/add_app_template_file.html

STEP1：プラグインとアプリテンプレートを読み込む

02 設定方法 - STEP1：プラグインとアプリテンプレートを読み込む -

プラグインとアプリテンプレートの読み込みが完了すると [Chobiit] 設定アプリが kintone 
に追加され、アプリにプラグインが適用されているのが確認できます。
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③アクセス権：「レコード閲覧」「レコード追加」「レコード編集」にチェックをいれ、

[保存 ]ボタンをクリック

STEP2：API トークンを発行する

02 設定方法 - STEP2：[Chobiit] 設定アプリで共通設定をする -

[Chobiit]設定アプリのAPIトークンの発行が必要となります。

①[Chobiit] 設定アプリの「アプリ設定」から「カスタマイズ /サービス連携」項目の

「API トークン」をクリック

↑コピーしておきます

②[生成する ]ボタンをクリックし、発行されたAPI トークンをコピーします。

コピーしたAPI トークンは [プラグイン設定 ]①共通設定で利用します。

④「アプリを更新」します。
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STEP2：Chobiit 環境を構築する

02 設定方法 - STEP2：[Chobiit] 設定アプリで共通設定をする -

①再び [Chobiit] 設定アプリの管理画面より、「設定」→「カスタマイズ /サービス連携」項目の

「プラグイン」をクリック

②「Chobiit 設定プラグイン」の設定歯車マークをクリック

③メールアドレス欄にご連絡可能なメールアドレスを入力し、「試用を開始する」をクリック
※「アクティベートキー」欄は空欄で問題ありません。有償契約後、プラグインを再設定する場合は、

お送りしている「アクティベートキー」をご入力ください。

④環境作成画面のローディングが表示されます。作成に約 5～ 10分ほどお時間がかかりますので、

そのままお待ちください。

環境構築はドメインにつき 1回のみ可能です。再度行おうとするとエラーとなります。

⑤環境構築が完了しましたら「OK」ボタンをクリックしてモーダルを閉じます。
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STEP2：- 共通設定をする -

02 設定方法 - STEP2：[Chobiit] 設定アプリで共通設定をする - 

①連携アプリ設定

①Chobiit 画面上の表記方法が選べます。

ロゴのみ、表示名のみ、ロゴ+表示名どれかを選びます。

②先程作成したAPI トークンを入力します。

①

②

③カスタマイズを行う場合以下からファイルを読み込んでください。
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02 設定方法 - STEP3：[Chobiit]設定アプリでkintone設定をする- 

STEP3：-kintone 設定をする -

Chobiit ユーザーと紐づける kintone ライセンスを設定します。

ログイン認証機能を利用する場合、設定が必要です。

Chobiit ユーザーは紐づけた kintone ライセンスのアクセス権限を継承します。
※設定する kintone ライセンスは 2要素認証機能を利用していないものを選択下さい。

●kintnone ユーザー

紐づける kintone ユーザー (ライセンス )を選択してください。

●パスワード

選択したユーザーの kintone へのログインパスワードを入力してください

編集

編集を行う場合は、該当する情報の ボタンをクリック

削除

削除をする場合は、該当する情報の ボタンをクリック
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02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする -

Chobiit for kintone 上で連携するアプリを設定します。

新規作成をクリックし追加します。
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アプリ変更時のChobiit への反映

連携する kintone アプリの変更や、Chobiit 設定プラグインにて修正や変更を行った場合は、

必ず ボタンをクリックしてください。

※反映ボタンを押さない限り、Chobiit 上に反映されません。

編集

編集を行う場合は、該当するアプリの

削除

削除をする場合は、該当するアプリの

ボタンをクリック

ボタンをクリック

複数アプリの変更を同時に行う場合は ボタンをクリックしてください。



02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする -

事前準備 (ログイン認証機能を利用する場合 )

連携するアプリに以下フィールドを追加しておきます。

・Chobiit 作成日時：日時フィールド

・レコード作成者：文字列１行フィールド

・Chobiit 更新日時：日時フィールド

・レコード更新者：文字列１行フィールド

事前準備 (外部公開機能を利用する場合 )

Chobiit と連携するアプリのAPI トークンを生成し、コピーしておきます。

API トークンの作成：https://jp.cybozu.help/k/ja/user/app_settings/api_token.html
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アクセス権：「レコード閲覧」「レコード追加」「レコード編集」にチェックをいれ、

[保存 ]ボタンをクリックします。



02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする（連携アプリ設定） -

ログイン認証利用する場合の設定

認証機能

表示設定

自分のレコードだけを表示

Chobiit ユーザーが登録した情報のみ表示する設定です。

オンにすると、他のChobiit ユーザーが登録した情報は閲覧することが出来ません。

コメント機能

オンにするとレコード内のコメント機能が利用可能になります。

一覧画面 /レコード追加画面へのリンク名

一覧画面 /レコード追加画面へのリンク名を任意に設定することができます。

アプリ間連携機能

Aアプリ登録後にBアプリへ遷移できる機能です。

アプリへの新規レコード登録後、任意のアプリのレコード追加画面遷移します。

chobiit アクション機能と連携させることで、値を引き継ぐことも可能です。

認証ありを選択します
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02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする（連携アプリ設定） -

ログイン認証利用する場合の設定

メール通知機能

Chobiit ユーザーにメール通知する条件を選択します。

通知先は【ユーザー設定】で設定したメールアドレスにメール通知が届きます。

Chobiit 上でどの操作を行われたとき、どのようなメール通知を出すのか、を設定します。

webhookURL：nttqwrphqb.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev/mail-notice

〈通知を送信する条件〉

レコードの追加・レコードの編集・コメントの書き込み・ステータスの更新にチェック

有効化にチェック後保存、アプリを更新してください。

※Chobiit ユーザーが自身で登録したレコードに対して通知を行います。

コメント投稿はSTEP3 の「kintone 設定」で登録しているアカウントからの投稿を通知しますので

コメント投稿をする kintone アカウントは設定をお願いします。
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【webhook 設定】

連携しているアプリのwebhook 設定を行います。



02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする（連携アプリ設定） -

ログイン認証利用する場合の設定

登録・編集されたレコードが、Chobiit アカウントの「だれ」が「いつ」操作を行ったのかを記録する

kintone フィールドを選択します。

あらかじめ作成しておいた以下のフィールドを選択します。

・レコード作成者：文字列１行フィールド　

・Chobiit 作成日時：日時フィールド

・レコード更新者：文字列１行フィールド　

・Chobiit 更新日時：日時フィールド
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02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする（連携アプリ設定） -

外部公開機能を利用する場合の設定

認証機能

外部公開にチェックします

連携アプリのAPI トークン

作成しておいた連携アプリのAPI トークンを入力します。

機能設定

どの機能を許可するか選択してください。

※レコードの編集・削除は行えません。

WEBフォームとして利用する場合は追加にのみチェックします。
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02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする（連携アプリ設定） -

外部公開機能を利用する場合の設定

表示設定

ロボットチェック

webフォームなどに利用した場合のロボットチェックの表示の有無を選択できます。

フィールドの表示条件

フィールド単位での「非表示」「編集不可」設定が行えます。

条件を指定していないフィールドに関しては、閲覧・追加が可能です。

また、フィールドの表示条件がオフの場合は、全てのフィールドが「閲覧」「追加」が可能です。
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02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする（連携アプリ設定） -

外部公開機能を利用する場合の設定

ルックアップ設定

ルックアップ機能が利用できます。

ルックアップ元のAPI トークンを発行し入力してください。

※アプリ内にルックアップフィールドがある場合設定項目が表示されます。

すでに設定しているアプリで利用する場合は該当アプリの更新ボタン（青色雲マーク

を押下すると設定項目が表示されます。

)

同じアプリで両方の機能を利用する場合の設定

認証機能

両方を選択して認証あり、外部公開それぞれの設定を入力します。
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02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする（Chobiit での表示設定） -

保存ボタンの名称

レコードの保存ボタンの名称を自由に設定できます。

表示設定

Chobiit で表示するレコード一覧を設定できます。

「一覧で表示するレコード条件の指定」をオンにすると一覧ビューにアプリで

設定している一覧が表示されます。

オフの場合は、全てのフィールド、レコードが表示されます。

※Chobiit で表示する一覧は１つのみ設定可能です。

ボタン
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02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする（Chobiit での表示設定） -

・レコードの条件に応じたカラー設定を行う場合の条件フィールドは、

ラジオボタンフィールドが設定可能です。

一覧表示設定

・Chobiit 上で一覧画面をカレンダー形式で表示したい場合は、

カレンダービューをオンにしてください。

・「イベント省略表示する」がオンの場合、１日の予定が３件以上の場合、

一覧上２件表示＋「他●件」と簡略表示が可能です。

全ての予定を表示する場合は、オフにしてください。

・タイトル、開始日時、終了日時フィールドを設定します。
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02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする（Chobiit での表示設定） -

画面カラー選択

アプリごとにオリジナルのカラー設定が可能です。

表示されているカラーをクリックして設定してください。

適用されるカラーは以下画像をご確認ください。
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02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする（カスタマイズ設定） -

JavaScript / CSS でのカスタマイズ機能

アプリごとに Javascript/CSSでカスタマイズを行うことが可能です。

各DOMの id/class 名についてはブラウザの開発者ツールでご確認ください。

※API は現在提供しておりません。
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02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする（その他設定） -

位置情報機能

GPSをオンにしている際、登録地点の緯度と経度を自動で取得・登録します。

機能をオンにする場合は、事前に連携するアプリに緯度経度を登録するフィールドをご

用意ください。

対応フィールド：文字列１行フィールド　または　数値フィールド

レコード保存後のページ表示設定

外部公開機能を利用した場合、レコード登録後に表示するページを設定できます。
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02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする（その他設定） -

アクション機能設定

kintone のアクション機能同様にChobiit 上でもアクション機能が利用可能です。

アクション設定を行う場合、アクション先アプリも同様に

「アプリ設定」を行う必要があります。

アクションの名称

アクションする際のボタンの名前を入力してください。

アクション先のアプリ

アクションを実行しレコードを保存する先のアプリを選択してください。

コピー元フィールド

アクションさせたいフィールドを選択。

コピー先フィールド

どのフィールドに登録するのかを選択

フィールド編集不可

フィールドの値をコピー後、編集を許可するかを選択
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02 設定方法 - STEP4：[Chobiit]設定アプリでアプリ設定をする - 

STEP4：- アプリ設定をする（その他設定） -

自動返信メール機能

webフォームとして利用した際に便利な自動返信メール機能が追加できます。
アプリのフィールドを利用してメールを作成することも可能です。

※送信元（from）は「no-reply@chobiit.me」となります。
受信許可設定をしていただくようフォーム内にメッセージを記載することを推奨します。
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02 設定方法 - STEP5：[Chobiit]設定アプリでユーザー設定をする - 

STEP5：- ユーザー設定をする -

ログイン認証機能を利用する場合のChobiit ユーザーを作成します。

Chobiit ユーザーに適用したいアクセス権を持つ kintone ライセンスを

kintone 設定で事前に設定を完了してください。

「新規作成」ボタンをクリックし、Chobiit ユーザー情報を登録します。
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02 設定方法 - STEP5：[Chobiit]設定アプリでユーザー設定をする - 

STEP5：- ユーザー設定をする -

ログイン名

Chobiit へログインを行うログイン名を入力

Chobiit 上表示名

Chobiit 上で表示されるChobiit ユーザー名を入力

※Chobiit からレコードの登録・編集を行った際記録されるユーザー名も、こ

の表示名が利用されます。

メールアドレス

Chobiit ユーザーへのメール通知で利用するメールアドレスを入力

紐付ける kintone アカウント

Chobiit アカウントの親となる kintone ライセンス（アカウント）を選択してください。

※Chobiit アカウントは、kintone ライセンスの権限を継承します

アプリ

Chobiit ユーザーが利用するアプリを選択してください。

※アプリ設定で「認証機能」をオンにしたアプリが選択可能です。

管理者

オンにすると、システムエラー通知が届きます。
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02 設定方法 - STEP5：[Chobiit]設定アプリでユーザー設定をする - 

STEP5：- ユーザー設定をする -

保存後

「保存する」ボタンをクリックすると、パスワード入力画面が開きます。

初期パスワードを入力し「設定してメールを送信」ボタンをクリックします。

メール通知画面が開きます。

内容を確認し、「送信」ボタンをクリックすると、ユーザーへメール通知が送信されます。
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02 設定方法 - STEP5：[Chobiit]設定アプリでユーザー設定をする - 

STEP5：- ユーザー設定をする -

インポート

ユーザー設定情報をCSVにて一括登録することが可能です。

インポート時に必要な項目

Chobiit ログイン名 全角半角英数字 50文字以内

紐付ける kintone
アカウント

紐づける kintone アカウントのログイン名

Chobiit 上表示名 50 文字以内

メールアドレス Chobiit ユーザーのメールアドレス

Chobiit で利用する
アプリ ID

アプリ ID（複数の場合は [,] コンマ区切り）

※アプリ設定で「Chobiit へのログイン認証機能」が

オンに設定しているアプリに限る

管理者 設定する場合は 1を入力

パスワード 半角英数字 50文字以内

インポート後はChobiit ユーザーに設定完了の通知メールが届きます。

エクスポート

設定しているユーザー情報をCSVデータ形式でエクスポートすることが可能です。
※パスワードは書き出し対象外項目です。
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02 設定方法 - STEP6：[Chobiit]設定アプリでライセンス設定をする - 

STEP6：- ライセンス設定をする -

有償申し込みを行う

有償契約を行う場合は、「有償申し込みを行う」ボタンから、有償申し込みフォームより
お手続きください。

アクティベートキー

有償お手続き後、アクティベートキーを事務局よりご案内致します。
メールに記載のアクティベートキーを入力すると、有償契約状態となります。

プラグイン試用開始後１か月無料でご利用可能です。
１か月後も引き続きご利用となる場合は、有償契約手続きをお願い致します。
アクティベートキーを入力し保存した段階で有償契約となりますが、ご契約月は無料でご利用が可能です。
有償契約後も、Chobiit のご利用されなかった場合は 0リクエストとなりますので、料金は発生致しません。
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chobiit
操作方法

03



03 Chobiit 操作方法 - Chobiitへログインする- 

STEP1：-Chobiit にログインする -

ログイン画面が表示されるので、上記アプリで設定した「ログイン名」「パスワード」

を入力し、chobiit へログインします。

Chobiit ログイン画面

①サイドメニュー

連携設定を行っているアプリの一覧が表示されます。

アプリ名をクリックすると、「一覧画面」「レコードの追加」の操作が選べます。

②ダッシュボード

連携設定を行っているアプリが表示されます

③ユーザー情報設定

ログアウト、ユーザー情報の変更が可能です。

変更可能項目：ユーザー名 / メールアドレス / パスワード

①

②
③
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03 Chobiit 操作方法 -レコード一覧 - 

STEP2：- レコード一覧画面 -

①

②

③ ④

①絞り込み機能

表示されているレコードを絞り込んで表示します。１文字から検索することが可能です。

②新規作成

レコードの新規登録を行います。

③レコードの詳細画面を表示

レコードのアイコンをクリック、または行をクリックすることで

該当するレコードの詳細画面を表示します。

④レコードの削除

レコードを削除します（chobiit 認証機能ありの場合のみ有効）

一覧画面では、kintone に登録されているレコードの一覧が表示されます。

表示形態、項目については kintone の chobiit 設定アプリ「アプリ設定」で設定を行います。
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03 Chobiit 操作方法 - レコード詳細- 

STEP3：- レコード詳細画面 -

① ② ③

④

①レコードの追加

新規にレコードの追加を行います

②レコードの編集

レコードの編集が行えます

③レコードの複製

レコードの複製を行います。

④コメント

コメントを書き込むことが可能です。書き込まれたコメント内容は kintone 側にも反映されます。
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03 Chobiit 操作方法 - レコード追加- 
STEP4：- レコード追加画面 -

レコード追加画面で、登録された情報が kintone にも連携されます。
保存ボタンを押し、レコードの登録を完了してください。

-39-



リクエスト数
確認方法

04



リクエストとは
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04リクエスト数確認方法 

Chobiit 上にて「一覧画面を開いた」「レコード詳細画面を表示した」「情報を登録した」等

kintone に対する操作を行った際に発生するイベントごとに１リクエストがカウントされます。

Chobiit はこの利用したリクエスト数に応じて料金が変動する従量課金制です。

リクエストが必要な操作

一覧画面

表示 1 リクエスト

ページ送り
100 レコードごとに１リクエスト カレンダー表示時の場

合は遷移するごとに 1リクエスト

検索結果表示時 0 リクエスト

レコード詳細画面

表示 1 リクエスト

添付ダウンロード
１MBごとに 1リクエスト （5MBのファイルを

ダウンロードする場合は 5リクエスト）

削除 1 リクエスト

アクション実行 0 リクエスト

レコード追加画面

表示 1 リクエスト

登録 1 リクエスト

削除 1 リクエスト

サンクスページ遷移 0 リクエスト

レコード編集画面

表示 0 リクエスト

登録 1 リクエスト



リクエスト数の確認
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04リクエスト数確認方法 

確認方法①：プラグイン設定画面から確認する
・総リクエスト数：「共通設定画面」内

・アプリ単位でのリクエスト数：「アプリ設定」内

・ユーザー単位でのリクエスト数：「ユーザー設定」内

確認方法②：レコードで確認する
毎月１日に先月分のリクエスト合計が、[Chobiit] 設定アプリ内１レコードとして登録され

ます。

●確認できる項目

・総リクエスト数

・アプリ単位でのリクエスト数


