
Claris Connect - 初めてのフロー作成

Claris Connect の概要
Claris Connect™ は、さまざまなアプリケーションを互いに接続することでワークフローを自動化するクラウドベースの統合
プラットフォームです。

Claris Connect は、日々のタスクや業務プロセスを一連のフローとして自動化します。

用語
Claris Connect では次のような用語を使用します。

Claris Connect で初めてのフローを作成する
このドキュメントは、2 つのアプリケーション (Mailchimp と Slack) を接続するシンプルなフローを作成する方法をステップ
バイステップ方式で説明するチュートリアルです。 

用語 説明

フロー 2 つ以上のアプリケーションまたはユーティリティにより構成される一連の処理フロー。

プロジェクト 関連するフローをセットにしたもの。

コネクタ App またはデータソース間でワークフローと共有データを統合するソフトウェア。

アクション 対象アプリケーションに対して特定の操作を行うステップ。

トリガ フローを開始するイベントまたはアクション。

ステップ トリガ、アクション、条件分岐、停止、エラー処理などのフローに含まれる処理。

ステップデータ 直前のステップまたはプレビューデータから返された実際のデータ。
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本書の例では、Mailchimp のリストに新規購読者が追加されたかどうかを確認し、追加されていれば Slack にメッセージを投稿
するフローを作成します。 

始める前に
本書の例では、フローの作成を開始する前に、あらかじめ Mailchimp と Slack の両方のアカウント登録が必要です。これらのサー
ビスのアカウントを持っていない場合は、無料アカウントを登録できます。このほか、以下の作業も必要です：

• Mailchimp に新規のオーディエンスを作成する。オーディエンスとは、Mailchimp で連絡先を収集および管理するための場
所です。本書の例では、「Sample Audience」と名前を付けたオーディエンスを使用します。
• Slack に新規のチャンネルを作成する。チャンネルとは、チームが一か所でメッセージ、ツール、ファイルの共有ができる場所
です。本書の例では、「Sample_Slack_Channel」と名前を付けた Slack チャンネルを使用します。

フロー作成の手順

ステップ 1 - 新規プロジェクトを作成する。

最初にプロジェクトを作成します。

関連する複数のフローは、プロジェクトの中にまとめておくこと
ができます。プロジェクトは Claris Connect トップページで管
理します。ここでは、プロジェクトを作成し、プロジェクトのオプ
ションメニューを使用してプロジェクトの作成、名前変更、削除
ができます。

Claris Connect トップページで [+] をクリックし、次に 
Create new [新規作成] をクリックします。プロジェクト名
を入力して Create [作成] をクリックします。この例では、プ
ロジェクト名として「My Example Project」を使用します。
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ステップ 2 - 新規フローを作成する。

新規プロジェクトにフローを追加します。

フローは、2 つ以上のコンポーネントで構成される自動化処
理です。コンポーネントは、Claris Connect ユーティリティ
か、サードパーティアプリケーション (「App」) に対応するコネ
クタです。

Create New Flow [新規フローを作成] をクリックして、
プロジェクトの新規フローの作成を開始します。新規フローに
名前を付けて Save [保存] をクリックします。この例では、
フローの名前として「My Example Flow」を使用します。

ステップ 3 - トリガとして使用する App またはユーティリティを選択する。

フローを開始させる App またはユーティリティを選択します。
すべてのフローはトリガにより開始されます。一部の App と
ユーティリティはトリガとして使用できないことに注意してくだ
さい (それらはアクションとしてのみ使用されます)。

トリガは、フローを開始するイベントです。トリガには以下の
2 つの要素があります。
• フローを開始するコンポーネント（ユーティリティまたは
App）
• そのコンポーネント内のイベントで、フロー開始の直接的な
きっかけとなるもの
作成されたフローがトリガとして設定されたイベントを検出す
ると、フローが実行されます。

この例では、[App] セクションまで下にスクロールして、
Mailchimp App をクリックします。

ステップ 4 - トリガに検出させるイベントを選択する。

トリガは特定のイベントを検出します。トリガが検出することがで
きるイベントはトリガによって異なります。

この例では、Mailchimp に規新購読者が追加されたことを
検出したときにフローが実行されるようにします。

Mailchimp で New Subscriber [新規購読者] を選択
して Continue [続行] をクリックします。

ページ番号  / 3 10



ステップ 5 - Mailchimp アカウントに接続する。

注：Mailchimp は、この例で使用できるフリーミアムサービス
を提供しています。

Claris Connect が接続する各種の App を使用するには、
Claris Connect から App のアカウントを認証する必要があり
ます。App によっては、Claris Connect 内で直接アカウント
を作成できる場合もあります。

Connect New Account [新規アカウントを接続] を
クリックし、 Mailchimp アカウント情報でログインして続行し
ます。

ステップ 6 - Mailchimp アカウントが選択されていることを確認する。

アカウント構成が確認されると、Claris Connect が Mailchimp 
に正常に接続されたことを示す ”Success” （成功） メッセー
ジが表示されます。

接続する App によっては、その App またはサービス内でアカ
ウントを構成または選択する必要があります。

Mailchimp account [Mailchimp アカウント] を選択
して Continue [続行] をクリックします。

ステップ 7 - 使用する Mailchimp のメーリングリストを選択する。

Claris Connect で、どの Mailchimp オーディエンスを使用
または監視するかを設定する必要があります。

この例では、「Sample Audience」という名前のオーディエン
スを使用します。

注：オーディエンスは Mailchimp サービス内で構成します。

「Sample Audience」を選択して続行し、Save [保存] を
クリックします。
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ステップ 8 - Mailchimp の新規購読者を手動で追加する。

画面に従って、トリガとして設定した App でトリガイベントと
して設定した処理を実行します。この例では、Mailchimp の
「Sample Audience」に新規購読者を手動で追加します。

App 上で処理を実行すると、App から Claris Connect への
接続がテストされるだけでなく、後続のステップで使用する
ことができるデータ（パラメータ）も渡されます。

Mailchimp の「Sample Audience」に新規購読者を手動
で追加します。

ステップ 9 - 新規購読者の追加が検出されたことを確認する。

ステップ 8 が成功すると、”Connection complete” （接続
完了）、もしくはそれに似たメッセージが表示されます。

接続に成功したら、Save [保存] をクリックします。

ステップ 10 - フローにアクションを追加する。

このステップでは、トリガが検出されたときに使用するユーティ
リティまたは App を構成します。これは「アクションの設定」と
も呼ばれます。

アクションには、トリガと同様に 4 つの構成ステップがあります。
この例では、Mailchimpの新規購読者が検出されたときに実
行する処理を選択します。

Action [アクション] をクリックして続行します。
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ステップ 11 - アクションを実行する App を選択する。

フロー内でアクションのステップに使用する App またはユー
ティリティを選択します。

Slack を選択して続行します。 

ステップ 12 - 選択した App またはユーティリティで実行するアクションを選択する。

表示されるリストからアクションを選択します。

この例では、Mailchimpに新規購読者が追加されたときに 
Slack にメッセージが投稿されるようにします。

Post Message [メッセージを投稿する] を選択して続行し
ます。

ステップ 13 - Slack アカウントに接続する。

ステップ 5 と同様に、Claris Connect では、選択された App 
またはユーティリティとやり取りする前にそれらを認証する必要
があります。

つまりこの例では、Slack アカウントにログインして、Slack と
やり取りするために Claris Connect からの接続権限を提
供する必要があります。

Connect New Account [新規アカウントを接続] をク
リックして、Slack アカウントでログインします。
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ステップ 14 - Slack アカウントの構成を確認する。

アカウントの構成が確認されると、Claris Connect が Slack 
に正常に接続されたことを示す ”Success” （成功）メッセージ
が表示されます。

接続する App によっては、その App またはサービス内でアカ
ウントを構成または選択する必要があります。

Slack account [Slack アカウント] を選択して Continue 
[続行] をクリックします。

ステップ 15 - Slack アクションを設定する。

設定する項目はアクションによって異なります。

Slack の場合は、”Channel” と “Message” を設定します。 

詳細については、ステップ 15a～15d を参照してください。

ステップ 15a - Slack アクションを設定する。(Channel)

Slack アカウントから適当な Slack チャンネルを選択します。

利用可能なチャンネルのリストから「sample_slack_  
channel」を選択します。 

注：「sample_slack_channel」が存在しない場合は、次に
進む前に Slack アカウントで作成する必要があります。
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ステップ 15b - Slack アクションを設定する。(Message)

この ”Message” は、新規購読者が検出されたときに Slack 
アカウントに投稿するメッセージです。

Mailchimp アカウントがすでに構成されていれば、新規購読
者の名前などの Mailchimp からの情報を Slack に投稿する
メッセージ内で使用できます。

メッセージに関連する       ボタンをクリックし、次に 1.  
Mailchimp (Sample Audience) New Subscriber 
[1. Mailchimp (Sample Audience) の新規購読者] 
をクリックしてステップ 15c に進みます。

ステップ 15c - Slack アクションを設定する。(Message)

Mailchimp からのサンプルデータを表示すると、送信する
メッセージ内で使用するためのフィールドおよび値を選択す
ることができます。

この例では、購読者の名 (FNAME) と姓 (LNAME) の間にス
ペースを入れて “has been added to Mailchimp.” （が 
Mailchimp に追加されました） という静的な文字列ととも
に表示します。これは、右のスクリーンショットに示すように、
Claris Connect の ”Message” フィールドですべて設定し
ます。

[FNAME] と [LNAME] を選択して、必要なカスタマイズを
行います。

ステップ 15d - Slack アクションを設定する。(”Message” 設定の確認と保存)

”Message” の設定を完了すると、右のスクリーンショットのよう
になります。

いつでもこのステップに戻って設定内容を編集できます。たと
えば、 Slack アカウントに投稿されるメッセージの編集やカスタ
マイズができます。

Save [保存] をクリックして続行します。
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次のステップ
これで Claris Connect で初めてのフローを作成できました。次は、独自のトリガ、フロー、アクションを作成したり、Webhook、
変数、他のタイプのアクションステップ (条件分岐、停止、エラー処理など) について学んでみましょう。新しい Claris Connect 
プロジェクトの作成を計画する際は、次の手順を参考にしてください：

1. どのようなワークフローを自動化するか、そしてそのために必要な App やステップを明確にします。そして、「Mailchimp 
に新規購読者が追加されたら、メッセージを生成して Slack に投稿する」 といった、タスクの説明を書いてみましょう。

2. タスクの説明に基づいてプロジェクトとフローを計画します。例：

• フローは Mailchimp で開始されるので、まずは Mailchimp メーリングリストを作成することにします。

• フローに含まれるトリガとアクションを決めます。本書の例では、Mailchimp での新規購読者の追加がトリガで、メッ
セージの生成とそのメッセージの Slack への投稿がアクションとなります。

ステップ 16 - レビューとテスト。

Claris Connect を使用して、フロー全体またはフロー内の
個々のステップをテストできます。

フローのステップを設定する際に、テストするステップを選択
して Review and Test [レビューとテスト] をクリックする
と、ステップをテストできます。

Slack でメッセージがどのように表示されるかを確認するに
は、Post Message [メッセージを投稿する] をクリックして 
Slack ステップの構成を表示し(まだ開いておらず、表示され
ていない場合)、Review and Test [レビューとテスト] を
クリックします。

ステップ 17 - フローを有効にする。

完成したフローは、右のスクリーンショットのようになります。

フローの作成中、フローはデフォルトで無効になっています。 

フローを有効にすると、トリガが発生するたびにフローが実行
されます。トラブルシューティング中にフローを実行したくない
場合などは、フローを無効にすることを検討してください。

有効化/無効化のスライダを使用してフローを有効にし、
Mailchimp に新規購読者を追加して、Slack に投稿された
メッセージを表示します。
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3. フロー実行の前提条件となるタスクを特定します。これらの手順は、Claris Connect 上で行うものではありません。例：

• 接続する各 App でユーザアカウントが必要です。今回の例では、Mailchimp と Slack のアカウントです。

• Mailchimp では、購読者のリストを作成する必要があります。

• Slack では、チャンネルを作成する必要があります。

4. プロジェクトを作成します。

5. フローを作成して有効にします。

6. フローをテストします。
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