
Claris Connect ̶ SMS 配信サービスの活用

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させ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。

SMS 配信サービスの活用
このドキュメントは、近年企業内で注目されている SMS （ショートメッセージ）を活用したいくつかのシナリオをステップバイス
テップ方式で説明するチュートリアルです。利用するアプリケーションは、株式会社メディア4u が運営している SMS 配信サービ
ス「メディア SMS」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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本書では、以下の活用用途を例としてフローの作成を行います。
1. 本人認証（SMS 認証）
2. 商品の発送連絡
3. 予約確認連絡（リマインド）
4. 送信状況・結果の取得

また、各フローには Apendix として補足や注意事項なども記載してありますので、併せて参照してください。

始める前に
フローの作成を開始する前に、あらかじめ「メディア SMS」の利用申込みが必要です。メディア SMS との利用申込みをまだ行
なっていない場合は、メディア SMS を運営している株式会社メディア4u にお問い合わせください。また、事前に携帯電話での
SMS 受信の可否を確認してください。利用契約完了後にメディア SMS より通知された、「API ユーザー ID」と「パスワード」の
確認及び準備をお願いします。

フロー作成の手順
1. 本人認証（SMS 認証）
SMS を利用した本人認証は、携帯電話番号を利用した本人確認を行う認証方法の１つです。スピーディでセキュアな認証方法
であり、多くの企業で導入されています。認証手順を厳格化することで、アカウントのセキュリティ対策が可能となるため、個人情
報を扱う場合には重要視されています。
このフローで実現する内容は以下の通りです。
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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
管理されます。トップページでは、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、削除が可能です。

Claris Connect トップページで [+]をクリックし、次に
Create New をクリックします。プロジェクト名を入力して
Create をクリックします。日本語プロジェクト名は指定でき
ませんのでご注意ください。
この例では、「Media SMS Sample Project」と指定してい
ます。

ステップ 2 - 新規フローを作成する

ステップ 1 で作成したプロジェクトにフローを新規作成します。

フローは 2 つ以上のコンポーネントで構成される一連の作業
を自動化する業務処理です。コンポーネントは、 Claris 
Connect ユーティリティ、または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 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。新規フロー名を入力して Save をク
リックし保存します。
この例では、「Two-factor Auth  Flow」 と指定しています。

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




Page  of 3 41



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。App とユーティ
リティには、トリガとしての機能が提供されているものとされて
いないものがあります。トリガとしての機能が提供されていな
い場合は、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が、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。

Media SMS App にはトリガとしての機能が提供されていま
せんので、[Utility] セクション内の Webhooks を選択しま
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
できるイベントは選択されたトリガによって違います。

この例では、指定された URL に対してリクエストが行われた
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。

Webhooks で、 Incoming HTTP Requests を選択し
て Continue をクリックします。

ステップ 5 - リクエストを受け付ける URL の作成を行う

Page  of 4 41



リクエストを受け付ける Webhook URL の新規作成を行い
ます。すでに登録されている Webhook URL がある場合は、
その URL を選択してください。

ドロップダウンリストより Create a new webhook を選
択し、Webhook 名を入力します。名称の指定が完了すると、
リクエストを受け付ける Webhook URL が自動作成されま
す。
この例では、「twofactor_auth」と指定しています。

ステップ 6 - Webhook URL の検証を行う

自動作成されたURLが有効かどうかの検証を行います。この
検証が完了するまで、トリガの保存は出来ません。検証が正し
く行われると、 Save Trigger ボタンが有効化され、トリガ
ーの保存が可能となります。

自動作成された Webhook URL をクリックし、リクエストの
受付が可能かどうかの検証を行います。検証完了後、 Save 
Trigger をクリックし、トリガを保存します。

ステップ 7 - 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実行するユーティ
リティまたは App を設定します。これは「アクションの設定」と
も呼ばれています。

上記で作成された Webhook URL にリクエストが行われた
とき（トリガが検出されたとき）に実行する処理を選択します。

Action をクリックします。

ステップ 8 - アクションを実行する App を選択する
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フロー内で使用する App またはユーティリティを選択します。

Media SMS を選択します。 

ステップ 9 - 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。

指定された電話番号に対して個別に SMS を送信するように
設定します。

SMS 送信（個別方式） を選択し、Continue をクリックしま
す。

ステップ 10 - メディア SMS に接続する

Claris Connect では、選択された App またはユーティリテ
ィとやり取りを行う前にそれらに対してのアクセス許可を取得
する必要があります。

メディア SMS の認証情報をClaris Connect に設定します。

Sign into Media SMS をクリックします。

ステップ 11 - メディア SMS へアクセスを行うための認証情報を入力する
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メディア SMS のサービス利用契約時に発行されたメディア 
SMS の「API ユーザー ID」と「API パスワード」を入力しま
す。
（サービス利用契約及び認証情報が不明な場合は、株式会社
メディア4u へお問い合わせください）

認証情報を入力し、Sign In をクリックします。

エラーが発生する場合は、「Appendix 3. 認証エラーが発生
する場合」を参照してください

ステップ 12 - メディア SMS アカウントが選択されていることを確認する

メディア SMS の認証情報が確認されると、正常に接続され
たことを示すメッセージ “Sccuess” が画面上に表示されま
す。

作成された Mediasms account を選択し、 Continue 
をクリックします。

ステップ 13 - 送信する SMS 情報を入力・設定する
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設定する項目は、各アクションによって違います。各項目名の右
横に表示されている「*」は、必須入力項目であることを表して
います。
各項目は固定値での設定や、すでに実行されているステップか
ら取得されたステップデータを指定することで値を動的に設定
することも可能です。

SMS の本文は、以下の2つの方法で設定が可能です。
• 本文を指定
• テンプレートを使用（テンプレートの作成方法は、 Meida 
SMS のドキュメントを参照してください）

この例では、トリガに渡されたステップデータより宛先電話番
号と セキュリティコードを含む SMS 本文を指定しています。
トリガへのパラメータの受け渡し方法については、
「Appendix 1. Postman を使った検証方法」を参照してく
ださい

必要な情報を設定し、 Save をクリックします。

＜SMS 本文のサンプル＞
「セキュリティコードは、 xxxxxxです。」

ステップ 14 - レビューとテスト

Claris Connect では、フロー内の各ステップごとにテストを
実行できます。

テストを行うフローのステップを選択し、 Review and 
Test をクリックすると、そのステップをテスト実行することが
できます。実行後、取得されたステップデータは、この後のステ
ップのパラメータ値として必要に応じて利用できます。

Review and Test をクリックします。送信リクエストが正し
く行われると、「200」というコードが戻され、指定した宛先電
話番号に SMS が送信されます。送信されたメッセージを確
認します。

ステップ 15 - フローを有効にする

（ステップデータから選択）
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完成したフローは、右の図のようになります。

デフォルトではフローは無効です。
フローを有効にすることで、トリガがリクエストを受信するたび
にフローの実行が行われます。トラブルシューティング中は、フ
ローを無効にすることを推奨します。

画面右側にあるスライダでフローを有効にし、一連の流れを確
認します。

補足 - 本人確認用セキュリティコードを Claris Connect で作成してみる
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多くの本人確認では、ランダムに生成された数桁の値がセキ
ュリティコードとして利用されます。このセキュリティコードを
Claris Connect のフローの中で生成させることも可能です。

作成されたフローはこのような形になります。
Claris Connect がユーティリティとして提供している
「Calculations」の「Return random number」アクション
を利用し値を生成します。
生成されたランダムな値を SMS 本文に指定します。（図1）
生成されたランダムな値をクライアントに戻し、入力チェックで
利用できるようにします。使用するのは「Webhooks」の
「Reply with JSON data」アクションです。（図2）

注意事項：
トリガはデフォルトでは非同期処理で実行されるため、「Reply 
with JSON data」アクションを設定しても値はクライアント
に戻されません。戻すためには、トリガが同期処理で実行され
るように指定する必要があります。（図3）

フローを有効化し、確認します。

（図1）

（図2）

（図3）
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2. 商品配送連絡
配送業者では、「事前にメールなどにより商品の配送日時の連絡を行っているものの、その時間に不在で、再度訪問しなければな
らないという手間が発生している」という問題を抱えています。商品購入時に連絡先として携帯電話番号を指定されるケースが
増えています。視認性や開封率が高い SMS を活用する事で配送の効率化、スムーズな受取りが実現できます。
このフローで実現する内容は以下の通りです。

ステップ 1 - 新規フローをプロジェクト内に追加する

すでに作成されているプロジェクト（Media SMS Sample 
Project）にフローを追加します。

New Flow 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。新規フロー名を入力して Save をクリックし保
存します。
この例では、「Product shipping Flow」 と指定しています。

ステップ 2 -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。

[Utility]セクション内の Webhooks を選択します。
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ステップ 3 - トリガに検出させるイベントを選択する

トリガの選択を行います。

Webhooks で、 Incoming HTTP Requests を選択し
て Continue をクリックします。

ステップ 4 - リクエストを受け付ける URL の作成を行う

リクエストを受け付ける Webhook URL の新規作成を行い
ます。すでに登録されている Webhook URL がある場合は、
その URL を選択してください。

ドロップダウンリストより Create a new webhook を選
択し、Webhook 名を入力します。名称の指定が完了すると、
リクエストを受け付ける Webhook URL が自動作成されま
す。
この例では、「product_shipping」と指定しています。

ステップ 5 - Webhook URL の検証を行う

自動作成された URL が有効かどうかの検証を行います。こ
の検証が完了するまで、トリガの保存は出来ません。検証が正
しく行われると、 Save Trigger ボタンが有効化され、トリ
ガーの保存が可能となります。

自動作成された Webhook URLをクリックし、リクエストの
受付が可能かどうかの検証を行います。検証完了後、 Save 
Trigger をクリックし、トリガを保存します。
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ステップ 6 - 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実行するユーティ
リティまたは App を設定します。

上記で作成された Webhook URL にリクエストが行われた
とき（トリガが検出されたとき）に実行する処理を選択します。

Action をクリックします。

ステップ 7 - アクションを実行する App を選択する

フロー内で使用する App またはユーティリティを選択します。

プロジェクト内で使用されているAppは、Your Apps という
カテゴリに表示されるようになります。

Media SMS を選択します。 
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ステップ 8 - 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。

注文された時に該当顧客に対して即時配信を行うようにしま
す。

SMS 送信（個別方式） を選択し、Continue をクリックしま
す。

ステップ 9 - メディア SMS に接続する

Claris Connect では、選択された App またはユーティリテ
ィとやり取りを行う前にそれらに対してのアクセス許可を取得
する必要があります。

プロジェクト内にすでに作成済みの認証情報が一覧として表
示されます。同一認証情報が存在している場合は、その項目を
選択します。
作成された認証情報は、「Connected Apps」タブで確認で
きますが、設定されている認証情報は表示されません。そこ
で、 Connected Apps 名をわかりやすい名称に変更するこ
とを推奨します。変更方法は Appendix を参照してくださ
い。

Mediasms account を選択し、 Continue をクリックし
ます。
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ステップ 10 - 送信する SMS 情報を入力・設定する

ステップ 11 - レビューとテスト

Claris Connect では、フロー内の各ステップごとにテストを
実行できます。

テストを行うフローのステップを選択し、 Review and 
Test をクリックすると、そのステップをテスト実行することが
できます。実行後、取得されたステップデータは、この後のステ
ップのパラメータ値として必要に応じて利用できます。

Review and Test をクリックします。送信リクエストが正し
く行われると、「200」というコードが戻され、指定した宛先電
話番号にSMSが送信されます。送信されたメッセージを確認
します。

各項目には、固定値またはステップデータより値を指定しま
す。トリガへのパラメータの受け渡し方法については、
「Appendix 1. Postman を使った検証方法」を参照してく
ださい

この例で設定する項目
• 宛先電話番号
• SMS 本文
• リダイレクト用 URL 1
• ダイナミックタグ1

SMS 本文にタグを埋め込むことで SMS 本文の内容を動的
に置き換えることが可能です。詳細は、サービス契約時に提供
される「MediaSMS-Console API仕様書」を参照してくだ
さい。
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ステップ 12 - フローを有効にする

完成したフローは、右のスクリーンのようになります。

デフォルトではフローは無効です。
フローを有効にすることで、トリガがリクエストを受信するたび
にフローの実行が行われます。トラブルシューティング中は、フ
ローを無効にすることを推奨します。

画面右側にあるスライダでフローを有効にし、一連の流れを確
認します。

補足 - 送信結果を取得したい場合

メディア SMS からの SMS 送信は、以下の図の経路で行わ
れます。そのため、最終送信結果を得るには、「SMS送信結果
取得」アクションで取得する必要があります。
そこで送信結果を得るために、送信時に「SMS ID」を指定し
ます。SMS ID はユニークな値である必要があります。
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3. 予約確認連絡（リマインド）
ホテルや旅館、レストランなどの経営者にとって大きな問題である予約の無断キャンセル防止にも、 SMS を活用した対策が有
効です。携帯電話番号を利用して SMS で事前に予約情報の連絡を行うことができます。予約確定後のキャンセルについては、
前日に再度予約内容の確認メッセージを送信することで、無断キャンセル防止にも効果を発揮します。
このフローで実現する内容は以下の通りです。

ステップ 1 - 新規フローをプロジェクト内に追加する

すでに作成されているプロジェクト（Media SMS Sample 
Project）にフローを追加します。

New Flow 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。新規フロー名を入力して Save をクリックし保
存します。
この例では、「Reservation Flow」 と指定しています。

ステップ 2 -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。

[Utility]セクション内の Webhooks を選択します。
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ステップ 3 - トリガに検出させるイベントを選択する

トリガの選択を行います。

Webhooks で、 Incoming HTTP Requests を選択し
て Continue をクリックします。

ステップ 4 - リクエストを受け付ける URL の作成を行う

リクエストを受け付ける Webhook URL の新規作成を行い
ます。すでに登録されている Webhook URL がある場合は、
その URL を選択してください。

ドロップダウンリストより Create a new webhook を選
択し、Webhook 名を入力します。名称の指定が完了すると、
リクエストを受け付ける Webhook URL が自動作成されま
す。
この例では、「reservation」と指定しています。

ステップ 5 - Webhook URL の検証を行う

自動作成された URL が有効かどうかの検証を行います。こ
の検証が完了するまで、トリガの保存は出来ません。検証が正
しく行われると、 Save Trigger ボタンが有効化され、トリ
ガーの保存が可能となります。

自動作成された Webhook URL をクリックし、リクエストの
受付が可能かどうかの検証を行います。検証完了後、 Save 
Trigger をクリックし、トリガを保存します。
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ステップ 6 - 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実行するユーティ
リティまたは App を設定します。

上記で作成された Webhook URL にリクエストが行われた
とき（トリガが検出されたとき）に実行する処理を選択します。

Action をクリックします。

ステップ 7 - アクションを実行する App を選択する

フロー内で使用する App またはユーティリティを選択します。

複数の宛先に一括送信を行う場合は、 CSV ファイルを利用
します。CSV ファイルに複数宛先を指定することで一括送信
を行うことができます。
ここでは、 Claris FileMaker Server に共有されているカス
タム App に該当 CSV ファイルが保管されているということ
を前提としています。
CSV ファイルの取得を行います。

Claris FIleMaker Server を選択します。 

ステップ 8 - CSV ファイル取得を行うための 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。

CSV ファイルが保管されているレコードの取得を行います。
レコードの取得には、2つの方法があります。
1. レコード番号を指定した取得（Get record by ID）
2. 検索条件を指定したレコードの取得（Find record）

どちらを選択しても問題はありませんが、このドキュメントで
は、上記1を選択しています。

Get record by ID を選択し、 Continue をクリックしま
す。
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ステップ 9 - Claris FileMaker Server に接続する

Claris Connect では、選択された App またはユーティリテ
ィとやり取りを行う前にそれらに対してのアクセス許可を取得
する必要があります。

Claris FileMaker Server の認証情報を Claris Connect
に設定します。

Sign into Claris FileMaker Server をクリックします。

ステップ 10 - Claris FileMaker Server へアクセスを行うための認証情報を入力する

Claris FileMaker Server に共有されている該当カスタム 
App へアクセス可能な認証情報（ユーザ ID、パスワード）を入
力します。
ユーザ ID には、拡張アクセス権の「FileMaker Data API で
のアクセス（fmrest）」が有効になっている必要があります。

認証情報を入力し、Sign In をクリックします。

ステップ 711 - FileMaker Server アカウントが選択されていることを確認する

FileMaker Server に共有されたファイルへの認証情報が確
認されると、正常に接続されたことを示すメッセージ 
“Sccuess” が画面上に表示されます。

作成された FileMaker Server 18v3 account を選択
し、 Continue をクリックします。

(注：表記されているバージョンは実際の FileMaker Server
のバージョンとは関係ありません）
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ステップ 12 - 取得したい該当データのレコード番号を設定する

各項目には、固定値またはステップデータより値を指定しま
す。トリガへのパラメータの受け渡し方法については、
「Appendix 1. Postman を使った検証方法」を参照してく
ださい

設定する項目
• Layout
• Record id

Layout には CSV ファイルが保存されているテーブルオカレ
ンスを設定しているレイアウト名をドロップダウンリストより選
択します。また、該当のレコード番号を Record id に指定しま
す。

※FileMaker Server 19.3 以降を利用する場合は、事前に
FileMaker Server の設定が必要です。
以下 URL を参照し、ストリーミング URL のセキュリティ機能
強化を無効に設定してください。
https://community.claris.com/ja/s/article/Claris-
FileMaker-Server-19-3-2-リリースノート

ステップ 13 - レビューとテスト

Claris Connect では、フロー内の各ステップごとにテストを
実行できます。

テストを行うフローのステップを選択し、 Review and 
Test をクリックすると、そのステップをテスト実行することが
できます。実行後、取得されたステップデータは、この後のステ
ップのパラメータ値として必要に応じて利用できます。

Review and Test をクリックします。送信リクエストが正し
く行われると、Status 200 が画面上部に表示され、レスポン
スデータが表示されます。
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ステップ 14 - フローにアクションを追加する

上記ステップで取得した CSV ファイルを利用して SMS 送信
を行うようアクションを追加します。

Action をクリックします。

ステップ 15- アクションを実行するAppを選択する

フロー内で使用するApp またはユーティリティを選択します。

プロジェクト内で使用されている App は、Your Apps とい
うカテゴリに表示されるようになります。

Media SMS を選択します。 

ステップ 16 - CSV ファイルより SMS の一括送信を行う 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。

例えば「予約日が同じお客様に対してスケジュール配信する」
など、条件がマッチする宛先に対して一括配信を行うようにし
ます。

SMS送信（CSV形式） を選択し、 Continue をクリックし
ます。




Page  of 22 41



ステップ 17 - メディア SMS に接続する

Claris Connect では、選択された App またはユーティリテ
ィとやり取りを行う前にそれらに対してのアクセス許可を取得
する必要があります。

プロジェクト内にすでに作成済みの認証情報が一覧として表
示されます。同一認証情報が存在している場合は、その項目を
選択します。
作成された認証情報は、「Connected Apps」タブで確認で
きますが、設定されている認証情報は表示されませんので、
Connected Apps 名をわかりやすい名称に変更することを
推奨します。変更方法は Appendix を参照してください。

Mediasms account を選択し、 Continue をクリックし
ます。

ステップ 18 - 利用する CSV ファイルの指定および送信に関する情報を入力・設定する

各項目には、固定値またはステップデータより値を指定しま
す。

この例で設定する項目
• 文字コード
• SMS 本文の指定方法
• CSV ファイル

CSV ファイルは、 Shfit_JIS および UTF-8 のどちらかのコ
ードで作成する必要があります。
文字コードには、 CSV ファイル作成時の文字コードを指定し
ます。CSV ファイルには、前のステップで取得された CSVファ
イルのステップデータを指定します。
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ステップ 19 - レビューとテスト

Claris Connect では、フロー内の各ステップごとにテストを
実行できます。

テストを行うフローのステップを選択し、 Review and 
Test をクリックすると、そのステップをテスト実行することが
できます。実行後、取得されたステップデータは、この後のステ
ップのパラメータ値として必要に応じて利用できます。

Review and Test をクリックします。送信リクエストが正し
く行われると、「200」というコードが戻され、指定した宛先電
話番号に SMS が送信されます。送信されたメッセージを確
認します。

ステップ 20 - フローを有効にする

完成したフローは、右のスクリーンのようになります。

デフォルトではフローは無効です。
フローを有効にすることで、トリガがリクエストを受信するたび
にフローの実行が行われます。トラブルシューティング中は、フ
ローを無効にすることを推奨します。

画面右側にあるスライダでフローを有効にし、一連の流れを確
認します。
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補足 - クラウドストレージに保管されている CSV ファイルを利用したい場合

クラウドストレージ上に保管されている CSV ファイルを利用
することも可能です。
「CSV ファイル」パラメータに共有リンクを指定します。

共有リンクは、ファイルへの直接リンクである（クリックした時
に直接ダウンロードできる）必要がありますので注意してくだ
さい。

例えば、 Dropbox の場合、通常の共有リンクではコンテンツ
を表示させることができますが、直接のダウンロードができま
せん。そこで URL のクエリパラメータを変更する必要があり
ます。
以下 URL を参照してください。

https://help.dropbox.com/ja-jp/files-folders/share/
force-download
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4. 送信状況・結果の取得
リクエストした SMS 送信が現在どのような状況なのか確認することができます。確認することで、 SMS の到達状況を把握でき
ます。ネットワーク障害で到達していない場合は再送信をリクエストしたり、顧客の連絡先が正しいかどうかの判断にも役立ちま
す。その他、送信したテキスト内に記載された URL が開かれたかどうかも取得できますので、顧客の興味がどこにあるのかな
ど、マーケティング活動にも役立ちます。

ステップ 1 - 新規フローをプロジェクト内に追加する

すでに作成されているプロジェクト（Media SMS Sample 
Project）にフローを追加します。

New Flow 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。新規フロー名を入力して Save をクリックし保
存します。
この例では、「Get Result Flow」 と指定しています。

ステップ 2 -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。

[Utility]セクション内の Webhooks を選択します。
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ステップ 3 - トリガに検出させるイベントを選択する

トリガの選択を行います。

Webhooks で、 Incoming HTTP Requests を選択し
て Continue をクリックします。

ステップ 4 - リクエストを受け付ける URL の作成を行う

リクエストを受け付ける Webhook URL の新規作成を行い
ます。すでに登録されている Webhook URL がある場合は、
そのURLを選択してください。

ドロップダウンリストより Create a new webhook を選
択し、Webhook 名を入力します。名称の指定が完了すると、
リクエストを受け付ける Webhook URL が自動作成されま
す。
この例では、「get_result」と指定しています。

ステップ 5 - Webhook URL の検証を行う

自動作成された URL が有効かどうかの検証を行います。こ
の検証が完了するまで、トリガの保存は出来ません。検証が正
しく行われると、 Save Trigger ボタンが有効化され、トリ
ガーの保存が可能となります。

自動作成された Webhook URL をクリックし、リクエストの
受付が可能かどうかの検証を行います。検証完了後、 Save 
Trigger をクリックし、トリガを保存します。
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ステップ 6 - 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実行するユーティ
リティまたは App を設定します。

上記で作成された Webhook URL にリクエストが行われた
とき（トリガが検出されたとき）に実行する処理を選択します。

Action をクリックします。

ステップ 7 - アクションを実行する App を選択する

フロー内で使用する App またはユーティリティを選択します。

プロジェクト内で使用されている App は、 Your Apps とい
うカテゴリに表示されるようになります。

Media SMS を選択します。 

ステップ 8 - 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。

SMS 送達結果の取得には。、2つの方法があります。
1. SMS ID を指定して個別に取得
2. 日付範囲指定による一括取得

どちらを選択しても問題はありませんが、このドキュメントで
は、上記 2 を選択しています。

SMS送達結果取得（CSV形式） を選択し、 Continue を 
クリックします。
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ステップ 9 - メディア SMS に接続する

Claris Connect では、選択された App またはユーティリテ
ィとやり取りを行う前にそれらに対してのアクセス許可を取得
する必要があります。

プロジェクト内にすでに作成済みの認証情報が一覧として表
示されます。同一認証情報が存在している場合は、その項目を
選択します。
作成された認証情報は、「Connected Apps」タブで確認で
きますが、設定されている認証情報は表示されません。そこ
で、 Connected Apps 名をわかりやすい名称に変更するこ
とを推奨します。変更方法は Appendix を参照してくださ
い。

Mediasms account を選択し、 Continue をクリックし
ます。

ステップ 10 - 送信する SMS 情報を入力・設定する

各項目には、固定値またはステップデータより値を指定しま
す。トリガへのパラメータの受け渡し方法については、
「Appendix 1. Postman を使った検証方法」を参照してく
ださい

全ての項目に対して値を設定します。
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ステップ 11 - レビューとテスト

Claris Connect では、フロー内の各ステップごとにテストを
実行できます。

テストを行うフローのステップを選択し、 Review and 
Test をクリックすると、そのステップをテスト実行することが
できます。実行後、取得されたステップデータは、この後のステ
ップのパラメータ値として必要に応じて利用できます。

Review and Test をクリックします。送信リクエストが正し
く行われると、Status 200 が画面上部に表示されますが、レ
スポンスデータは表示されません。これは、メディア SMS より
値が CSV 形式で戻されているためです。

ステップ 12 - レスポンスされた CSV 形式を JSON 形式に変換する App を追加

ステップ 13 - レスポンスされた CSV 形式を JSON 形式に変換する App を選択

フロー内で使用する App またはユーティリティを選択します。

Documents を選択します。 




クライアントに Claris Connect で取得されたデータを戻す
場合は JSON 形式である必要があります。
そこでメディア SMS より CSV 形式でレスポンスされたデー
タを、 JSON 形式に変換するアクションを追加します。

Action をクリックします。

以下の流れになるようステップを追加します。
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ステップ 14 - Documents 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。

Converts CSV to JSON を選択し、Continue をクリッ
クします。

ステップ 15 - 変換に関する情報を入力・設定する

各項目には、固定値またはステップデータより値を指定しま
す。

CSV には、前ステップでレスポンスされたデータを設定しま
す。また、 No header row には、 True を設定します。

※メディア SMS よりレスポンスされるデータフォーマットにつ
いては、「Media SMS-Console API仕様書」を参照してく
ださい。
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ステップ 16 - レビューとテスト

Claris Connect では、フロー内の各ステップごとにテストを
実行できます。

テストを行うフローのステップを選択し、 Review and 
Test をクリックすると、そのステップをテスト実行することが
できます。実行後、取得されたステップデータは、この後のステ
ップのパラメータ値として必要に応じて利用できます。

Review and Test をクリックします。送信リクエストが正し
く行われると、Status 200 が画面上部に表示され、 JSON
形式に変換された内容が表示されます。

ステップ 17 - JSON 形式に変換されたデータをクライアントに受け渡す App を追加

JSON 形式に変換されたデータをクライアントに受け渡す
（戻す）必要があります。

Action をクリックします。
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ステップ 18 - JSON 形式に変換されたデータをクライアントに受け渡す App を選択

フロー内で使用する App またはユーティリティを選択します。
クライアントにデータをレスポンス（戻す）場合は、 Utilities の
Webhooks 内にある Reply with JSON data アクション
を使う必要があります。

Webhooks を選択します。 

ステップ 19 - Documents 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。

Reply with JSON data を選択し、Continue をクリッ
クします。
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ステップ 20 - レスポンスデータの設定を行う

クライアントにレスポンスさせるデータの設定を行います。

前のステップで実行された「Converts CSV to JSON」のス
テップデータより選択し設定します。

ステップ 21 - レビューとテスト

Claris Connect では、フロー内の各ステップごとにテストを
実行できます。

テストを行うフローのステップを選択し、 Review and 
Test をクリックすると、そのステップをテスト実行することが
できます。実行後、取得されたステップデータは、この後のステ
ップのパラメータ値として必要に応じて利用できます。

Review and Test をクリックします。送信リクエストが正し
く行われると、Status 200 が画面上部に表示され、JSON 
形式に変換された内容が表示されます。
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ステップ 22 - トリガを同期処理に変更

Claris Connect で作成されたトリガは、デフォルトでは非同
期処理モードのため、実行結果をクライアントにレスポンスさ
せる事ができません。
トリガを同期処理モードに変更する必要があります。

画面左のメニューより、 Webhooks をクリックします。

ステップ 23 - 該当するトリガを選択

該当プロジェクト内に作成されたトリガが一覧で表示されま
す。該当するトリガを選択します。

get_result をクリックします。

ステップ 24 - 同期処理モードに変更

同期処理モードに変更します。

Return sync response をスライダで有効にします。
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次のステップ
Claris Connect で SMS 送信を行ったり、結果を取得するフローの作成手順が理解できましたか？
次は、既存システムやカスタム App に組み込んでみましょう。

Appendix
1. Postman を使った検証方法
トリガを発生させるために、 Postman （https://www.postman.com/） 等のツールを利用して検証を行うと効率的です。

ステップ 25 - フローを有効にする

完成したフローは、右のスクリーンのようになります。

デフォルトではフローは無効です。
フローを有効にすることで、トリガがリクエストを受信するたび
にフローの実行が行われます。トラブルシューティング中は、フ
ローを無効にすることを推奨します。

画面右側にあるスライダでフローを有効にし、一連の流れを確
認します。

ステップ 1 - 新規タブの追加

Postman を起動し、タブの追加を行います。

「＋」をクリックします。
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ステップ 2 - トリガの URL を設定する

URL 、メソッドとヘッダーの設定を行います。

• URL：トリガとして作成された URL をコピー
• メソッド：POST
• ヘッダー：
• Content-type：application/json

ステップ 3 - トリガに受け渡すパラメータの設定を行う

トリガに受け渡すパラメータの設定を行います。必要な情報を
設定してください。右の図は一例です。

設定完了後 Send をクリックすると、指定された URL にリク
エストが行われトリガにパラメータが受け渡されます。また、フ
ローが有効になっている場合は、フロー実行が行われます。
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2. Connected Apps の名称変更
同一 App に対して複数の認証情報を設定する必要がある場合、作成した Connected Apps 名をわかりやすい名称に変更す
る事を推奨します。これは、一度作成された認証情報の内容を確認することができないためです。
変更には２つの方法があります。

Case 1 - Connected Apps タブで変更する

1. プロジェクトのフロー一覧上に表示されている、
「Connect Apps」をクリックします。（図 1 ）

2. Connect Apps 名横の「鉛筆マーク」をクリックします。

Case 2 - アクション設定時に変更する

1. アクション設定時の認証情報一覧で、 Connect Apps名
横の「鉛筆マーク」をクリックします。

(図 1 )





(図 2 )
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3. 認証エラーが発生する場合
Claris Connect からメディア SMS への認証がエラーになってしまい、サインインが行えない場合の原因として以下が考えら
れます。
1. 指定しているユーザー情報に誤りがある
2. API ユーザーのエンコードに誤りがある
ここでは、2 についての確認方法を記載します。

ステップ 1 - コンソールへログインする

メディア SMS の管理者用コンソールにログインします。
サービス契約時に発行された管理者用 ID でログインします。

URL: https://www.sms-console.jp/

ステップ 2 - API ユーザーの情報を表示

ユーザーリストタブを開き、該当する API ユーザーの情報を表
示します。

API ユーザーの左横にある鉛筆アイコンをクリックします。

ステップ 3 - エンコードの確認

設定されているエンコードを確認します。

「Shift_JISとUTF-8」が選択されていることを確認します。
選択されていない場合は変更し、画面左下にある適用をクリ
ックします。
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4. History（実行履歴）の取得
Claris Connect では、フロー実行時の履歴を取得する機能があります。実行履歴を記録することで、トラブルシューティング時
の対応に役立ちます。実行履歴はフロー実行後 30 日間保存されます。

ステップ 1 - 実行履歴の取得を有効にする

実行履歴取得の有効化を行います。

フロー一覧画面または、各フロー設定画面上部にある
History より、 Enable Flow History をクリックします、

補足 -実行履歴の取得を無効にする

実行履歴の取得を無効にすることも可能です。無効にすると、
取得されていた実行ログは削除されます。
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