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3.1 ホーム
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ホーム（ライトプラン以上のみ設定可）

⚫ ホームは社内で利用する掲示板のように使えるサービスで、お知らせなど社内メ
ンバーとの情報を共に利用することができます。
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3.1.1 一般設定
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一般

⚫ 添付できるファイルサイズ(上限）を設定します。

ファイルサイズ：10/20/50/100/500MB/1/2GB

⚫ 削除した投稿のゴミ箱への保存期間を設定します。

自動削除しない/３０日/６０日/９０日後に完全削除

⚫ LINE WORKS以外の外部掲示板を設定することができます。

⚫ 投稿の通知設定では掲示板への投稿/修正、コメント、返信および権限付与などの通知につ
いて設定します。



3.1.2 トップページ
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トップページ①

⚫ ブラウザ版とモバイルのホームのトップページレイアウトを設定することができ
ます。

⚫ ホームのトップページに表示される掲示板の数と表示タイプ、表示順を設定する
ことができます。
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トップページ②

⚫ 最近の投稿を有効化すると、ホーム画面の上部に「最近の投稿」が一覧表示され
るようになります。

⚫ すべての掲示板から直近 30 日以内の投稿を確認できます。

↑管理画面

↓ユーザー画面



3.1.3 掲示板
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掲示板

⚫ 掲示板とは、社内メンバー向けに情報を投稿して共有することができるスペース
です。

⚫ 掲示板を追加したり、掲示板ごとの初期画面を設定したり、用途に合わせて複数
の掲示板をカテゴリー毎にまとめることができます。
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掲示板の追加①

⚫ 掲示板を追加するには、[掲示板追加] をクリックして追加する掲示板の詳細情報
を入力します。



15

掲示板の追加②

⚫ 掲示板の追加では、掲示板名、掲示板の説明、タイプ、掲示板範囲、掲示板管理
者を設定することができます。

掲示板名
掲示板一覧に
表示される名前を入力します。

掲示板の説明
ブラウザ版で掲示板名の下部に表示される説明を入力しま
す。

タイプ
ブラウザ版の掲示板トップページの表示タイプです。
掲示板型、プレビュー型、アルバム型から１つ選択します。
（それぞれの表示イメージは次ページ参照）

掲示板管理者

掲示板の管理者を追加することができます。
・管理者画面へのアクセス権を有するメンバーは削除でき
ません。
・掲示板管理者は利用メンバーおよび投稿やコメントを管
理することができます。

権限①
（公開掲示板）

公開掲示板：全メンバーが投稿、閲覧できる掲示板です。

公開掲示板の例
外管理リスト

例外管理で追加されたメンバー、利用権限タイプ、組織は
掲示板を利用できません。

権限②
（メンバー掲示

板）

メンバー掲示板：指定されたメンバーのみ投稿、閲覧でき
る掲示板です。

利用メンバー
（メンバー掲示

板）

利用メンバーは、メンバー名、部署名、会社名、メールア
ドレスで検索し追加します。
追加したメンバーに対し、投稿及び閲覧権限を付与できま
す。
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掲示板の追加③

⚫ 掲示板のタイプについてそれぞれの表示例になります。

件名のみ表示

（直近の投稿）
件名・内容の一部表示
（その他）
件名のみ

件名・内容表示
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カテゴリーの追加

⚫ カテゴリーは複数の掲示板をまとめる場合に使用します。

⚫ 掲示板のリストをカテゴリー単位で展開または折りたたむことができるため、掲
示板の数が多い場合などに、分かりやすく分類できます。
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インデントの設定

⚫ インデントで関連する掲示板を分かりやすく表示することができます。

⚫ [一覧の編集]をクリックし、インデントを設定をする掲示板左側の[ ]をクリッ
クして変更します。

⚫ 元に戻したい場合は、再度[ ]をクリックします。

掲示板「会議録掲載」が「連絡事項」配下になりました。

元に戻す場合は アイコンをク
リックします。

ユーザ画面
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一覧の編集

⚫ 移動する掲示板またはカテゴリー左側の[ ] アイコンをタップして押さえたま
ま、ドラッグして希望の位置で放します。

⚫ 複数の掲示板やカテゴリーを移動する場合は、左側の[ ]アイコンにチェックを
付けて同じようにドラッグして希望位置で放します。

移動先が青く表示されます。 複数選択し、同時に移動することも可能で
す。
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掲示板・カテゴリーの削除

⚫ 掲示板やカテゴリを削除する場合は、左側の[ ]アイコンにチェックを付けて

画面左上の[削除]をクリックします。

⚫ 削除した掲示板の投稿はゴミ箱に移動され、掲示板を削除した管理者のみ他の掲
示板に移動することができます。

複数選択し、同時に
削除することも可能
です。



3.1.4 バックアップ
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バックアップ①（ライトプラン以上で利用可）

⚫ ホームの投稿と添付ファイルをダウンロードしたり、ダウンロードファイルの作
成履歴を確認することができます。

⚫ モバイルではファイルのバックアップはできますが、ダウンロードができません。

⚫ ダウンロードファイルには、以下のデータが含まれません。また、共有ストレー
ジの容量上限に達した場合は、ダウンロードファイルを作成できません。

（含まれないデータ）下書き保存された投稿/ゴミ箱内の投稿/

管理者が制限した拡張子のファイルが添付された投稿
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バックアップ②

⚫ ホームの投稿データをバックアップするときは、ダウンロード用のURLが記載さ
れた通知を受け取るメールアドレスを指定します。

⚫ メールアドレスは、登録済みのアドレスまたは直接入力し指定することができま
す。

⚫ メールアドレスを指定したら、[投稿のバックアップ] をクリックします。
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バックアップ③

⚫ ダウンロードの準備が完了すると、選択したメールアドレスにダウンロード画面
のURLが送信されます。URL をクリックしてファイルをダウンロードします。

⚫ 「投稿のバックアップ」をクリックしてから、メールを受信するまで少し時間が
かかります。
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バックアップ④

⚫ 指定したメールアドレスで受信したメールに記載されたURLをクリックすると、
管理画面が表示されます。

⚫ “投稿のバックアップ履歴”の詳細に[ダウロード]ボタンが表示されるので、ク
リックするとバックアップされたデータをダウンロードすることができます。

バックアップデータは、“ダウン
ロード終了日”までの間ダウンロー
ドすることができます。



3.2 トーク
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トーク（ライトプラン以上で設定可）

⚫ トークに関する機能を設定することができます。
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3.2.1 一般設定
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一般①

⚫ 一般設定では、トークに関する機能を設定することができます。
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一般②機能

⚫ 一般設定の機能では、ステータスアイコンの表示、既読メンバーの表示、トーク
取消可能時間、音声/ビデオ通話及び画面共有について設定します。

ステータスアイコンの
表示

不在などメンバーのステータス表示の有無を設定します。
有効にすると、メンバー情報やトークルームのプロフィール写真にステータスアイコ
ンが表示されます。

既読メンバーの表示
複数人のトークルームで既読メンバーの表示有無を設定することができます。有効に
すると、複数人のトークルームで送信したメッセージを相手が読んだかどうかが分か
ります。

トーク取消可能時間

設定した時間以内(1時間/24時間)であれば、自身が送信したトークを取り消すことが
できます。取り消すと相手送信先のトークルームからも対象のトークが削除され、
「トークを取り消しました」というメッセージが残ります。
※LINE ユーザーまたは外部 LINE WORKS ユーザーに送信したトークは取り消すこ
とができません。

音声/ビデオ通話および
画面共有

社内メンバー間、または外部 LINE WORKS ユーザーとの「音声/ビデオ通話」および
PC 版「画面共有」の利用可否を設定することができます。
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一般③トーク/ファイル管理

⚫ 一般設定のトーク/ファイル管理では、トーク保存期間、検索期間、写真/ファイ
ルのダウロード期間、トークで送信できるファイルの最大サイズを設定すること
ができます。

トーク保存/検索期間

過去のトークを参照/検索できる期間を設定します。
(1カ月、3カ月、6カ月、1年、2年、3年)
※短い期間に設定した時点でそれ以前の過去データは削除され、長期に設定し
直した場合にも削除されたデータは照会/検索できません。

写真/ファイルのダウン
ロード期間

トーク内で送受信されたファイルや写真を参照/ダウンロードできる期間を
設定します。(7日、15日、30日、3カ月、6ヶ月、1年、2年、3年)
※短い期間に設定した時点でそれ以前の過去データは削除され、30日など長期に設定
し直した場合にも削除されたデータは照会/検索できません。
※「トーク保存/検索期間」より長く設定した場合、「トーク保存/検索期間」以内の写
真/ファイルのみ確認およびダウンロードできます。

ファイルの最大送信サ
イズ

トーク、ノートでそれぞれ投稿可能な最大サイズを設定します。
(10MB、20MB、50MB、100MB、500MB、1GB、2GB)
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一般④画面設定

⚫ シンプル表示では、トークルームやメンバー一覧にプロフィール写真を表示しな
いなど、サービス利用におけるパフォーマンスが優先された表示となり、ネット
ワーク通信速度や PC 性能に合わせたサービスの安定性を図ることができます。

ブラウザ版トークシン
プル表示の適用

ブラウザ版トークでシンプル表示をメンバーが個別設定可能か、全メンバーに
シンプル表示を強制するか選択することができます。
変更した場合、反映までに約10分程度かかることがあります。

通常の表示 シンプル表示



3.2.2 外部トーク連携

33



34

外部トーク連携（ライトプラン以上で設定可）

⚫ 社内メンバーが LINE ユーザーや外部の LINE WORKS ユーザーとつながれるよ
う設定することができます。



LINE WORKSとLINEはプラットフォームが別々の環境にあり、隔絶されています。

補足①：外部トーク連携に入る前に

LINE WORKS LINEユーザー

誰とでも
つながる

×

社員と
つながる
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LINE WORKS側で、管理者が許可したユーザーのみ、外部のLINEまたは外部LINE 
WORKSとつながることが可能になります。

補足②：外部トーク連携とは

LINE WORKS LINEユーザー

外部トーク許可

LINE WORKS：LINE
トークルーム

36



LINE WORKS側からLINEのユーザーを検索することはできません。

そのため、LINE WORKS側から登録方法を提示する必要があります。

（提示方法はQRコード、検索ID、招待用リンクの3通りがあります。）

補足③：外部トーク連携でつながる方法

LINE WORKS LINEユーザー

外部トーク許可

ID:**@xxx

友達登録
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補足④：外部トーク連携 招待の可否１

LINE WORKS側は、外部連携が許可されたユーザーのみ招待可能です。

LINEユーザーとトークしている状態では、外部LINE WORKSユーザーは招待でき
ません。

LINE WORKS LINEユーザー

×

外部トーク許可

○

×

未許可

外部トーク許可

LINE WORKS：LINE
トークルーム

外部LINE WORKS

外部トーク許可 外部トーク許可

○

○

○

＜補足＞
LINE WORKSユーザーは、既に連絡先登録
しているLINEユーザーを招待することも可能。



補足⑤：外部トーク連携 招待の可否２

外部LINE WORKSユーザーとトークしている状態では、LINEユーザーは招待でき
ません。

LINE WORKS LINEユーザー

外部トーク許可

○

×

未許可

外部トーク許可

外部LINE WORKS

外部トーク許可 外部トーク許可

×

○

LINE WORKS：LINE WORKS
トークルーム

39



補足⑥：トーク機能一覧

対向先

LINE WORKS自社テナント 外部LINE WORKSユーザー LINEユーザー

監査ログの取得 ○ ○ ○

複数人N:Nでのグループトーク ○ ○ ○

無料通話・ビデオ通話 ○ ○ ×

既読管理（既読・未読のユーザー確認） ○ 既読数のみ 既読数のみ

画像／動画の投稿・閲覧 ○ ○ ○

ドキュメントファイルの投稿・閲覧 ○ ○ ○

トークルーム名の変更 ○ ○ ×

トークルームの写真変更 ○ × ×

複数人トークからチーム／グループへの変換 ○ × ×

ノート／予定／フォルダ機能 ○ ○ ×

トークルームからの自主退出 ○ ○ ○

指定メンバーの強制退出 ○ × ×

画面共有（デスクトップ版のみ） ○ ○ ×

メンション（読んでほしい相手を指定） ○ ○ ×

翻訳機能 ○ 〇 ×

bot招待 ○ × ×
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3.2.2.1 LINEユーザとのトーク
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LINEユーザとのトーク①
⚫ 社内メンバーが LINE WORKS で LINE ユーザーと繋がれるよう設定します。

使用設定

・使用設定を有効にすると、テナント内のメンバーが LINE WORKS で LINE ユーザー
とトークすることができます。
・「連携設定」の利用中に設定を無効にすると、LINE ユーザーとのトークルームは削除
され、LINE 側では退会したユーザーとして表示されます。既存のトーク履歴は管理者画
面の「監査/ログ」で検索および確認することができます。

利用メンバー管理
LINE連携の利用メンバーの管理や、メンバーのトークID 連携状態を確認することがで
きます。詳細は次頁参照

あいさつメッセージを自動送信
LINE WORKS ユーザーを友だち追加したLINEユーザーに、自動的にあいさつメッセー
ジを送信するように設定します。

新規メンバーに連携権限を自動付与 新しく追加されたメンバーに連動権限を自動で付与するように設定します。

ファイル送信・添付の権限
LINE ユーザーとのトークルームにおけるファイル送信の可否を設定します。
無効の場合、写真 / 動画の送信、連絡先の送信、フォルダ、Drive ファイルの送信がで
きません。



43

LINEユーザとのトーク②

⚫ 新規メンバーに連携権限を自動付与しない場合、管理者は個別にLINE連携機能を
利用するメンバを登録する必要があります。

⚫ 利用するメンバーを登録する際は、「利用メンバー管理」の画面から、メンバを
追加します。

「利用メンバー管理」画面は、“LINE”のタブを開いてください。
管理画面の「セキュリティ」-「外部トーク権限管理」からも表示す
ることができます。



3.2.2.2 外部LINE WORKSユー
ザとのトーク
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外部LINE WORKSユーザとのトーク①
⚫ 社内メンバーが LINE WORKS で 外部のLINE WORKS ユーザーと繋がれるよう
設定します。

使用設定

・使用設定を有効にすると、テナント内のメンバーが LINE WORKS で LINE ユーザー
とトークすることができます。
・「連携設定」の利用中に設定を無効にすると、外部の LINE WORKS ユーザーとの
トークルームは削除され、外部の LINE WORKS ユーザー側では退会したユーザーとし
て表示されます。既存のトーク履歴は、管理者画面の「監査/ログ」で検索および確認す
ることができます。

利用メンバー管理
LINE連携の利用メンバーの管理や、メンバーのトークID 連携状態を確認することがで
きます。詳細は次頁参照

新規メンバーに連携権限を自動付与 新しく追加されたメンバーに連動権限を自動で付与するように設定します。

ファイル送信・添付の権限

外部 LINE WORKS ユーザーとのトークルームにおけるファイル送信可否を設定します。
写真 / 動画の送信、フォルダ、Drive ファイルのトークによる送信ができません。
外部ユーザーとのグループ: グループ内のノート、予定、フォルダのメニューからファ
イルを添付できません。
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外部LINE WORKSユーザとのトーク②

⚫ 新規メンバーに連携権限を自動付与しない場合、管理者は個別に外部LINE 
WORKS連携機能を利用するメンバを登録することができます。

⚫ 利用するメンバーを登録する際は、「利用メンバー管理」の画面から、メンバを
追加します。

「利用メンバー管理」画面は、“外部LINE WORKS”のタブを開いてくださ
い。管理画面の「セキュリティ」-「外部トーク権限管理」からも表示す
ることができます。



3.3 カレンダー
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カレンダー（ライトプラン以上で設定可）

⚫ カレンダーに関する機能を設定することができます。
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3.3.1 一般設定
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一般①

⚫ 予定表示時間、共有設備機能・会社カレンダー・メンバー予定表の利用設定を行
うことができます。

50



51

一般②

予定表示時間
カレンダーの表示時間の既定値を設定します。
変更後に新規追加されたメンバーのみが対象となり、既存のメンバーの設定には
変更後の内容は適用されません。

共有設備機能
テナント全体で共有設備機能の利用可否を設定します。
会議室や、機材などを共有設備として登録すると、予定作成時に共有設備として予約する
ことができます。

会社カレンダー
会社カレンダーとは、全メンバーに表示されるカレンダーです。予定の管理は管理者が行
います。全社的なイベントを管理する場合に有効です。
カレンダー名には、管理者画面の「基本設定」ー「企業/団体名」が適用されます。

メンバー予定表 「メンバー予定表」を利用すると、社内メンバーの予定を並べて確認することができます。

社内メンバー間での公開
/グループ会社間での公

開

メンバー予定表における予定の表示内容を設定することができます。
・予定の詳細を公開 : メンバー予定表に「件名」、「日時」、「場所」など詳細情報が公
開されます。
・予定の時間枠のみ公開：他のメンバーの予定は時間情報のみ公開されます。メンバー予
定表には予定のある時間帯に「予定あり」と表示されます。
・例外管理 : メンバー予定表の公開範囲が予定の詳細を公開の場合はメンバーまたは部署
を指定して予定の時間枠のみ公開することができます。
・グループ会社間での公開は、グループ会社構成を行っているテナントに対してのみ有効
です。



3.3.2 カレンダー管理
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カレンダー管理①

⚫ 管理者は共有カレンダーを検索して、カレンダーマスターを変更したり、共有カ
レンダーを削除することができます。

⚫ 共有カレンダーとはメンバーが作成して他のメンバーに共有したカレンダーです。
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カレンダー管理②検索

⚫ メンバー名で検索して、メンバーが利用している共有カレンダーを確認すること
ができます。
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カレンダー管理③権限変更・メンバー追加

⚫ 管理者は検索した共有カレンダーの、メンバー権限の変更や共有するメンバーを
追加することができます。

メンバーの検索を行い、該当するメンバーを共有
するメンバーとして追加できます。

メンバー毎に共有カレンダーへの管理権限レベルを変更する
ことができます。
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カレンダー管理④削除

⚫ 管理者は共有カレンダーを削除することができます。

⚫ カレンダーを削除すると、メンバーへの共有はすべて削除され、カレンダーに登
録された予定も解除されます。



3.3.3 設備
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Step0：共有設備機能の有効化

⚫ メンバーが予定作成時に予約できる、会議室や機材など共有設備の登録や管理を
行います。

⚫ 共有設備機能を利用する場合、事前に機能を有効化する必要があります。

Step1
カテゴリーを作成

Step2
共有設備を追加

Step0
共有設備機能を有効

58

共有設備機能を有効化するには、「一般」-「共有設備機能」を有効にする必要があります。



Step1：カテゴリー作成

⚫ 次に共有設備を登録する、カテゴリーを設定します。

Step1
カテゴリーを作成

Step2
共有設備を追加

Step0
共有設備機能を有効
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カテゴリー追加画面で
は、カテゴリー名を設
定します。



⚫ カテゴリーに共有設備を追加します。

⚫ 共有設備を追加したいカテゴリーを選択後「設備追加」をクリックし、設備追加
画面より登録します。

Step2:共有設備の追加①

Step1
カテゴリーを作成

Step2
共有設備を追加

Step0
共有設備機能を有効
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⚫ カテゴリーに共有設備を追加します。

Step2:共有設備の追加②

Step1
カテゴリーを作成

Step2
共有設備を追加

Step0
共有設備機能を有効
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カテゴリー
設備を含むカテゴリーを選択します。クリックするとカテゴ
リー一覧が表示されます。

設定タイプ
（必須）

「会議室」、「その他」のいずれかを選択します。設備を追
加する時のみ選択でき、追加した後は変更できません。

収容人数
設備タイプが「会議室」の場合に表示され、入力した数字は
メンバーが予定作成時に共有設備の一覧に表示されます。

設備名
（必須）

共有設備の名前を入力します。
「基本設定」の「言語・タイムゾーン設定」で多国語を設定
した場合、外国語の設備名も追加できます。

説明 共有設備の説明を入力します。

使用設定 予定作成時に共有設備の一覧に表示されます。

登録後



⚫ カテゴリーを編集・削除する場合、画面左上の「 」アイコンをタップして [修
正]または [削除] をタップします。

⚫ カテゴリーを削除するには、事前に下位のカテゴリーや共有設備をすべて移動ま
たは削除する必要があります。

カテゴリーの編集・削除
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⚫ カテゴリー一覧で移動するカテゴリーの「 」アイコンを押さえたまま、ドラッ
グして希望の位置で放します。

カテゴリーの移動

63

ドラッグアンドドロップで、好きな場
所へ移動できます。青枠で表示された
部分が移動先になります。



⚫ 修正する共有設備を開き、[修正]をクリックすると、編集画面が表示されます。

共有設備の修正
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⚫ 削除対象の共有設備に、チェックをつけ[削除]をクリックします。

⚫ 前述の、修正画面から[削除]をすることもできます。

⚫ 共有設備を削除すると、その共有設備が含まれた予定から共有設備の予約が解除
され、予定のマスターに設定していた共有設備が削除されたことを通知するサー
ビス通知が送信されます。

共有設備の削除
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3.3.４ 会社カレンダー
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会社カレンダー使用の有効化

⚫ 会社カレンダーは管理者が作成し、すべてのメンバーに共有されます。

⚫ 管理者のみ、登録・修正・削除を行うことができます。

⚫ 会社カレンダー機能を利用する場合、事前に「一般」タグより機能を有効化する
必要があります。
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（*「共有設備機能」を有効化するには、「一般」-「会社カレンダー使用」を有効にする必要があります。）



会社カレンダーの管理

⚫ 会社カレンダーに登録された予定を年または月表示で確認することができます。

⚫ 一覧では各予定の開始日、開始時間、終了日、終了時間、件名が表示されます。

⚫ 表示された予定をクリックすると、予定の修正・削除を行うことができます。

68

確認したい年または月を指定すると、登録された予定が表示されます。

表示された予定
を修正・削除で
きます。



予定の登録

⚫ 会社カレンダーへの予定登録は、管理者のみ実施できます。
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予定の件名、終日、日時、場所、メモを入力します。



3.４ アドレス帳
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アドレス帳（ライトプラン以上で設定可）

⚫ アドレス帳に関する機能を設定することができます。
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3.4.1 一般設定
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一般①

⚫ 顧客/取引先アドレス帳の設定を行います。

73

全社共用タグの作成権限
メンバーによる全社共用タグの管理を許可することができます。作成権限を管理者のみ
作成可/メンバーが自由に作成可から選択できます。

マイタグの利用を許可 メンバー個人で使うタグの作成を許可することができます。

連絡先の公開範囲の規定値
連絡先を追加する際の公開範囲の既定値を設定することができます。公開先を、すべて
のメンバー/特定のメンバーのいずれかより選択できます。

連絡先のゴミ箱保管期間
削除された連絡先をゴミ箱に保管する期間を設定することができます。設定された保管
期間を経過すると完全に削除されます。自動削除をしない/30日/60日/90日から選択し
ます。



一般②

⚫ 社内メンバーアドレス帳の設定を行います。

74

個人メールアドレスの公開 組織図やアドレス帳に個人メールアドレスを公開することができます。

兼務/休職の公開
兼務/休職中のメンバーの数を組織図の上部に表示することができます。ブラウザ版の
組織図画面で確認するためには「下位組織を含む」にチェックを入れます。



3.4.2 顧客/取引先管理
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顧客/取引先の管理①

⚫ 管理者は顧客 / 取引先の連絡先を確認することができます。

⚫ メンバーまたは組織に公開されている顧客 / 取引先の連絡先を検索することがで
きます。
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顧客/取引先の管理②

⚫ 管理者は顧客 / 取引先の連絡先をすべてのメンバーに公開するか、公開するメン
バー、組織、グループを指定することができます。
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顧客/取引先の管理③

⚫ 管理者は顧客 / 取引先の連絡先を削除することができます。連絡先を削除すると
顧客 / 取引先のゴミ箱へ移動されます。

削除すると一旦画面上は、グレーに表示されますが、ブラウザを更新すると一覧から消えます。



3.5 アンケート
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アンケート（ライトプラン以上で設定可）

⚫ 意識調査や、社内イベントの出欠確認など、さまざまなアンケートを簡単に作成
することができます。
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3.5.1 一般設定
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一般

⚫ アンケート対象を設定することができます。
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一般①

アンケート対象

アンケート対象を設定することができます。
・すべて＋メンバー : メンバーがアンケート作成時に対象を選択できます。
・すべて : すべてのメンバーを対象にアンケートを作成することができます。回答メンバーを
指定しないアンケートのみ作成できます。
・メンバー: 回答メンバーを指定するアンケートのみ作成できます。

回答者の表示

アンケートの作成者による回答者の確認の可否を設定することができます。
・記名 / 匿名 : メンバーがアンケート作成時に回答者の確認可否を選択できます。
・記名 : 回答結果で回答者の情報と回答内容を確認できるアンケートのみ作成できます。
・匿名 : 回答結果で回答者の情報を確認できないアンケートのみ作成できます。

回答者に結果を
共有

アンケート作成者が回答したメンバーにアンケート要約結果を公開する設定の利用可否を設定
します。
・要約結果+詳細結果を共有 : アンケート作成者が回答したメンバーへの結果公開有無を選択
できます。
・要約結果のみ共有 : 回答したメンバーが結果を確認できないアンケートのみ作成できます。
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一般②

重複回答
メンバーが複数の回答を提出できる設定の利用可否を設定することができます。
・許可 : アンケート作成者が重複回答の可否を選択できます。
・許可しない : 重複回答できないアンケートのみ作成できます。

回答を修正
アンケート作成者が 回答の修正を許可できるかどうかを設定することができます。
・許可 : アンケート作成者が回答の修正の可否を選択できます。
・許可しない : 回答を修正できないアンケートのみ作成できます。

結果の共有

作成者によるリンクまたはファイルでのアンケート結果の共有可否を設定することが
できます。
・許可 : 作成者がリンクまたは csv 形式のファイルでアンケート結果を共有できます。
・許可しない : 作成者がアンケート結果を共有できません。
（許可の場合）リンク共有＋CSVファイル共有/リンク共有/ファイル共有から共有方
法を選択できます。



3.5.2 テンプレート
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テンプレート
⚫ テンプレートを利用することで、メンバーより簡単にアンケートを作成することがで
きます。

⚫ LINE WORKS サービスで基本的に11個のテンプレート（サンプル）を提供します。

初期設定では、すべて
のテンプレートが有効
（利用可）となってい
ます。
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テンプレート①テンプレートの追加

⚫ 管理者はLINE WORKSが提供しているテンプレート以外に、社内で使用するアン
ケートのテンプレートを作成することができます。

⚫ 最大 100 件まで追加できます。
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テンプレート②テンプレートの修正・削除

⚫ 追加したテンプレートを修正することができます。

⚫ 既定のテンプレートは修正できません。

⚫ テンプレートは削除することができます。削除した後に復元することはできない
ため注意してください。

削除する場合は対象のテンプレートにチェックを付け、[削除]をク
リックしてください。

修正する場合は対象のテンプレートを
開きそのまま修正することができます。
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テンプレート③テンプレートの並び替え

⚫ テンプレートの表示順を変更することができます。

⚫ 画面右にある[ ]ボタンをクリック後、移動したいテンプレートの左端に表示
された[ 」をドラックアンドドロップすることで、任意の場所へ移動すること
ができます。

好きな順番に入れ替えます。
青いラインが予測場所です。



3.5.3 移行
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移行（ライトプラン以上で設定可）
⚫ アンケートの作成者権限を他のメンバーに移行することができます。
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作成者権限の移行①

⚫ 移行したいアンケートを選択するために、作成者を入力し検索を行います。
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作成者権限の移行②

⚫ 指定した作成者が作成したアンケートの一覧が表示されるので、権限を移行した
いアンケートを選択します。＊複数選択可

移行する対象の選択画面に戻ったら、合計数を確認します。
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作成者権限の移行③
⚫ 権限を移行する移行先のユーザを指定し、[権限の委任]をクリックすると移行さ
れます。

⚫ ユーザー情報にメールアドレスを設定していると、完了メールが配信されます。



3.5.4 アンケート一覧

95



96

確認・削除
⚫ メンバーが作成したアンケートを確認することができます。

⚫ 削除する場合は、対象のアンケートの左側にチェックを付けると削除ボタンが表
示されます。[削除]ボタンをクリックし、削除できます。
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検索
⚫ メンバーが作成したアンケートを検索することができます。

アンケートは、「すべて」「アンケートのタイトル」「作成者」のいずれかを選択し、期間ごとに検索す
ることができます。



3.6 チーム/グループ
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チーム/グループ
⚫ チーム / グループに関する機能を設定することができます。

⚫ 実際に使用するチーム(組織)作成および管理はメンバー > 組織から行えます。

⚫ 実際に使用するグループ作成および管理はメンバー > グループから行えます。
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チーム/グループ① 権限 / ノート

権限：
グループ作成権限

グループの作成権限を設定します。
「管理者のみ作成可」または「メンバーが自由に作成可」を選択します。

ノート：
ファイル1件に対する最
大添付容量

ノートに添付できるファイル 1 件あたりのサイズ上限を設定します。サイズの上限を
設定することで、不要な大容量ファイルの送受信による共有ストレージの使用を制限
することができます。10MB,20MB,50MB,100MB,500MB,1GB,2GB

ノート：
ゴミ箱の保管期間

ノートの投稿をゴミ箱に移動してから完全削除されるまでの期間を設定します。
削除した投稿はゴミ箱に移動され、管理者が設定した期間を過ぎると完全に削除され
ます。自動削除を行わない場合は「自動削除しない」を選択します。
30日/60日/90日後にゴミ箱から完全削除、自動削除しない
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チーム/グループ② フォルダ
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チーム/グループ③ フォルダ

リンク共有機能

チーム / グループフォルダのリンク共有利用可否を設定します。
・利用可否 : リンク共有の利用可否を設定します。
・リンク共有を許可する : フォルダやファイルをリンクで共有できます。
・リンク共有を許可しない : フォルダやファイルをリンク共有できません。
リンク共有を利用中に、設定を［リンク共有を許可しない］に変更すると、既存のリ
ンクはすべて無効になります。

リンクのアクセス権限

（リンク共有機能を許可した場合に設定できます）
・自社社員のみアクセス可能 : 社内メンバーは誰でもアクセスできます。
・リンクを知っている全員がアクセス可能, パスワードを知っている人のみアクセス
可能 : リンクをまたはリンクとパスワード知っている人は社内外を問わず誰でもアク
セスできます。
・ワンタイムパスワード(OTP) 認証でアクセス可能: ワンタイムパスワード認証を
使ってリンクにアクセスできます。

リンク有効期間
（リンク共有機能を許可した場合に設定できます）
・制限なし/最大７日/最大30日/最大90日/最大180日

ゴミ箱の保管期間

チーム / グループフォルダのゴミ箱の自動削除期間を設定することができます。ゴミ
箱内のデータも共有ストレージを使用します。
・自動削除しない/5日/15日/30日/50日後にゴミ箱から完全削除
＊メンバー (個人フォルダ) のゴミ箱の自動削除期間はメンバーが設定します。

チーム/グループトーク
にファイルを自動で

アップロード

チーム / グループトークルームで送受信されたファイルを「トークファイル」フォル
ダに自動保存することができます。
トークファイル自動保存を利用するには、チーム / グループの利用機能でフォルダを
有効にする必要があります。
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チーム/グループ④ 高度な設定（ファイルバージョン履歴）
⚫ 「高度な設定」をクリックすると、さらにファイルのバージョン履歴について設定す
ることができます。

⚫ メンバーのバージョン履歴のデータはマイ Drive の容量に、チーム / グループフォル
ダのバージョン履歴のデータは共有ストレージの容量を使用します。

ファイルのバージョン履歴につい
て、設定変更したい場合は、[設定]
をクリックします。
別画面が表示され、各設定を行う
ことができるようになります。
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チーム/グループ⑤ 高度な設定（ファイルバージョン履歴）

保存期間
バージョン情報を保存する期間を設定することができます。
・削除しない/1か月/３か月/６か月/12か月

ファイルのタイプ
バージョン履歴の対象とするファイルの拡張子を設定することができます。
・既定の拡張子を選択すると、バージョン履歴の対象から除外されます。
・任意の拡張子を追加することも可能です。



3.7 Bot
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Bot

⚫ Developer Console で登録された Bot の利用可否を設定することができます。
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Bot追加

⚫ Developer Console に登録されている Bot を選択して一覧に追加することがで
きます。

⚫ 「Bot追加」で 追加する Bot にチェックを入れ、一覧上部の [Bot追加] をクリッ
クします。



108

Botの修正①

⚫ Botを修正する場合、Bot名をクリックします。

⚫ 表示されたBot詳細の左下にある「修正」をクリックします。
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Botの修正②

使用権限

「複数人のトークルームに招待可」が設定されている場合
は、使用権限を修正できません。
すべて : すべての社内メンバーが Bot を利用できます。
メンバー指定 : 指定メンバーのみ利用できます。

公開設定

有効にすると、使用権限があるメンバーのアドレス帳に表
示されます。
無効にすると、使用権限があるメンバーのアドレス帳にも
表示されません。Bot からトークを受信することで会話
を開始できます。
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Botの削除

⚫ 選択した Bot を一覧から削除することができます。

⚫ 削除しても、会話中のトークルームはそのまま残りますが、メンバーは Bot を利
用できなくなります。ただし、複数人 / チーム / グループトークルームに招待し
た Bot はそのまま利用できます。

⚫ 「Bot 一覧」で削除する Bot の左側にチェックを入れ、一覧上部の [削除] をク
リックします。

・一覧から削除しても、Developer Console からは削除されないため、再度追加することができます。



3.8 テンプレート
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テンプレート

⚫ トーク、ホームやノートで利用するテンプレートの使用有無と全社共有テンプ
レートの作成権限を設定することができます。
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テンプレート

使用設定
テンプレートの使用有無を設定します。
・有効の場合： トーク、ノートでテンプレートを使用して送信されます。
・無効の場合： トーク、ノートでテンプレートを使用できません。

全社共通テンプレートの作成権限
メンバーによる全社共有テンプレートの作成を許可することができます。
メンバーが自由に作成可/管理者のみ作成可から選択できます。

画像の保存期間
添付できる画像ファイルの保存期間を設定することができます。1ヶ月
/3ヶ月/6ヶ月/1年/2年/3年から選択できます。

画像ファイルの容量制限
添付できる画像ファイル 1 件あたりの容量を設定することができます。
2MB/5MB/10MB/15MBから選択できます。



3.9 Drive
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Drive（ベーシックプラン以上で設定可）

⚫ 共有ドライブ、個人フォルダ、チーム / グループフォルダ、バージョン設定に関
する設定を行うことができます。



3.9.1 一般設定
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一般

⚫ 共有ドライブ、個人フォルダの利用有無や、リンク共有の利用可否を設定するこ
とができます。
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共有ドライブ①

⚫ 共有ドライブとは、社内メンバーが自由にアクセスできるフォルダです。

⚫ 管理者は共有ドライブの利用有無を設定して作成、管理したり、共有範囲を設定
することができます。

⚫ 共有ドライブの設定を有効から無効に変更すると、共有ドライブ内のデータはす
べて削除され、復元することはできません。
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共有ドライブ②

共有ドライブの作成権
限

[管理] をクリックして共有ドライブの管理を開くことができます。
詳細は後述「共有ドライブ③－⑤」参照

リンク共有機能

リンクの共有利用有無を設定します。
・有効：全社フォルダでリンク共有を利用できます。
・無効：リンクの共有機能を利用できません。共有中のリンクがすべて無効になり
ます。

リンクの共有アクセス
権

アクセス権限を設定します。
・自社社員 : 社内メンバーは誰でもアクセスできます。
・リンクを知っている全員、パスワードを知っている人のみ：
リンクまたはリンクとパスワード知っている人は、社内外を問わず誰でもアクセ

スできます。
・ワンタイムパスワード認証 : ワンタイムパスワード認証を使ってリンクにアクセ
スできます。

リンクの有効期限
有効期限を設定します。
・制限なし、7 日、30 日、90 日、180 日
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共有ドライブ③

⚫ 共有ドライブの管理は、環境設定から行います。

⚫ 共有ドライブを作成し、使用できる範囲（共有範囲）、リンク共有の設定を行い
ます。
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共有ドライブ④

メンバのDrive画面
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共有ドライブ⑤

⚫ 共有ドライブは削除しても、30日以内であれば復元することができます。

削除すると「削除された共有ドライブ内フォルダ」に表示さ
れます。即日削除したい場合は、「完全に削除」をクリック
します。
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個人フォルダ①

⚫ 個人フォルダの利用有無やリンク共有の利用可否を設定することができます。

⚫ 個人フォルダを有効から無効に変更すると、1 か月後に個人フォルダ内のすべて
のファイルが完全に削除されます。
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個人フォルダ②

フォルダを有効
個人フォルダの利用有無を設定します。
＊個人フォルダを有効から無効に変更すると、1 か月後に個人フォルダ内のすべて
のファイルが完全に削除されます。

リンク共有機能

リンクの共有利用有無を設定します。
・有効：個人フォルダでリンク共有を利用できます。
・無効：リンクの共有機能を利用できません。共有中のリンクがすべて無効になり
ます。

リンクの共有アクセス
権

アクセス権限を設定します。
・自社社員 : 社内メンバーは誰でもアクセスできます。
・リンクを知っている全員、パスワードを知っている人のみ：
リンクまたはリンクとパスワード知っている人は、社内外を問わず誰でもアクセ

スできます。
・ワンタイムパスワード認証 : ワンタイムパスワード認証を使ってリンクにアクセ
スできます。

リンクの有効期限
有効期限を設定します。
・制限なし、7 日、30 日、90 日、180 日
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高度な設定（ファイルバージョン履歴）①

⚫ 「高度な設定」をクリックすると、更にファイルのバージョン履歴について設定
することができます。

ファイルのバージョン履歴につい
て、設定変更したい場合は、[設定]
をクリックします。
別画面が表示され、各設定を行う
ことができるようになります。
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高度な設定（ファイルバージョン履歴）②

保存期間
バージョン情報を保存する期間を設定することができます。
・削除しない/1か月/３か月/６か月/12か月

ファイルのタイプ
バージョン履歴の対象とするファイルの拡張子を設定することができます。
・既定の拡張子を選択すると、バージョン履歴の対象から除外されます。
・任意の拡張子を追加することも可能です。



3.9.2 ファイルの移行
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ファイルの移行（ベーシック、プレミアムのみ利用可）
⚫ メンバーの個人フォルダおよびチーム/グループフォルダのファイルを、別のメン
バーまたはチーム/グループフォルダに移行することができます。

⚫ 退職したメンバーのデータを移行する場合などに活用できます。

⚫ ファイル移行が完了すると、移行元の Drive からファイルが削除され、移行先の
Drive に「Transferred Folder_」フォルダが作成されます。
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移行元対象の選択①

⚫ 移行元のメンバー名またはチーム/グループフォルダ名を入力し、次へ進みます。
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移行先対象の選択②

⚫ 移行先のメンバー名またはチーム/グループフォルダ名を入力し、[ファイルの移
行]をクリックします。
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移行先対象の選択 移行履歴

⚫ 移行結果は、「移行履歴」から確認します。

移行履歴では、移行中のものはステータスが
「実行中」として表示されます。



3.10 メール
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メール（ベーシック、プレミアムのみ利用可）

⚫ メールに関する機能を設定することができます。



3.10.1 一般設定
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一般①送信確認

⚫ 送信したメールを相手が開封したかどうかを「送信確認」で確認することができ
ます。

ユーザ画面 相手がメールを開封した時間が表示されます。開いていない場合は「未読」とし
て表示されます。



136

一般②ファイル添付

⚫ メール送信時のファイル添付について設定します。

ファイル添付
メールに添付できるファイルの最大容量を設定します
・最大25MBまで設定可

ダウンロード期限付き
ファイル

メールに添付できるファイル容量を超えるファイルを、ダウンロード期限付きファイ
ルとして添付させることができます。
・ダウンロード期限付きファイルは最大10個
・添付できるファイル容量は1ファイルあたり最大 2GB(2048MB) 
・送信されたファイルは一週間の期限で100回までダウンロードすることができます。

＊ダウンロード期限付きファイルの設定は、 「セキュリティ > メール管理」メニューから、ダウンロード期限
付きファイルに対して「添付を許可」にした場合、設定可能となります。



3.10.2 署名
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共通署名①

⚫ メンバーが署名を設定する際に選択できる、会社共通のメール署名を作成するこ
とができます。共通署名は最大 3 つまで登録できます。

⚫ 既に登録された共通署名を修正する場合は、[修正]をクリックすると変更できま
す。
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共通署名②

署名のタイト
ル

テンプレート名を入力します。

署名タイプ
「基本型」「カード型」「横長型」「自由
型」の中で選択することができます。

氏名
多国語設定がオンの場合には、多国語名を併
記することもできます。

会社の住所
複数登録することが可能です。＋をクリック
し追加します。
最大10個まで登録可

追加する文言
メンバーが署名設定時に個別で追加する場合
に使用します。署名の一番下に追加されます。
フォントの色を指定することもできます。

ロゴ画像

アップロードする画像は 10 個まで、ファイル
サイズ 300KB 以下、画像サイズ最大
195×195 ピクセルのファイルを登録でき、推
奨サイズは 117×15 ピクセルです。自由型以
外の署名タイプに、5 個まで挿入できます。

LINE WORKS
/QRコード

外部トーク連携を利用するメンバーの署名に、
友だち追加用の URL や QR コードを挿入で
きます。

＊グレーになっている項目は入力できません。
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署名：フッター①

⚫ メンバーが送信するメールの下部に、会社共通で表示されるスローガンや注意書
きなどをフッターとして挿入することができます。

⚫ フッターは1つのみ登録および使用できます。
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署名：フッター②
⚫ 設定したフッターは、送信者はメールプレビュー時または「送信済みメール」
フォルダから確認することができます。

⚫ フッターは最大 1,000 バイトまで入力できます。

管理者のフッター設定画面

ユーザのメール「送信
済みメール」/メール作
成時の、メールプレ
ビュー画面。

返信、転送、再送信でメールを送信した場合は
フッターが適用されませんので注意してください。



3.10.3 送受信設定
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送受信設定

⚫ メールの詳細設定として、受信を許可する IP、受信ゲートウェイ、送受信ルー
ティング、送信ドメイン認証 (DKIM) を設定することができます。

⚫ 管理者が追加したドメインがある場合、各ドメインに対する送受信に関する機能
を設定することができます。
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送受信設定①：受信許可するIP

⚫ 受信許可 IP を追加か削除することができます。

⚫ 受信許可 IP で受信されたすべてのメールは迷惑ポリシーにより作成されたフィ
ルタに影響を受けなく受信トレイに受信されます。

⚫ 受診許可IPの追加・削除・登録内容の確認を行う場合、「管理」をクリックしま
す。

登録されたIPの一
覧が表示されます。
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送受信設定②：受信許可するIP

⚫ 「IP追加」ボタンをクリックし、表示されたIP追加画面に受信を許可するIPを入
力します。

⚫ 一度に複数のIPを入力することも可能です。

複数の IP を一度に入力する場合、
半角コンマ(,)、エンター(Enter)、ブランクで区
別します。

備考欄は未入力でも問題ありません。
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送受信設定③：受信許可するIP

⚫ 登録されたIPを削除する場合、IPの左にチェックを付け「削除」をクリックしま
す。
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送受信設定④：受信ゲートウェイの設定

⚫ 受信ゲートウェイとは、受信メールのゲートウェイ機能を持ったセキュリティソ
リューションやメールゲートウェイサービスのことです。LINE WORKS では
「受信ゲートウェイ設定」を行うことで、受信ゲートウェイを経由してメールを
受信できます。

⚫ 受信ゲートウェイを利用する前に DNSサーバーのMXレコード設定を 受信ゲート
ウェイのアドレスに変更する必要があります。

⚫ 受信ゲートウェイの設定を行う場合、「管理」をクリックします。
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送受信設定⑤：受信ゲートウェイの設定

⚫ 「受信ゲートウェイ」の利用有無で、「有効にする」を設定し受信ゲートウェイ
の詳細な設定を行います。

IP/サブネットマスクを追
加

LINE WORKS のメールサーバーが受信ゲートウェイからメールを受信できるように、
受信ゲートウェイが利用するIPアドレスまたは帯域をすべて登録します。
・最大 15 個まで「,」で区切って複数入力できます。
・サブネットマスクは x.x.x.0/20 まで入力できます。

上に登録されたIPから送信さ
れたメールのみ受信

受信ゲートウェイの IP 以外からのメールをブロック
する場合は、チェックを付けます。

内部(同ドメイン内)メールも
ゲートウェイを経由

内部(同ドメイン内)メールもゲートウェイを経由
する場合は、チェックを付けます。
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送受信設定⑥：受信ゲートウェイの設定

⚫ 受信ゲートウェイに追加されたヘッダー情報を元に、迷惑メールをフィルタリン
グしたい場合は、正規表現で迷惑メールをフィルタリングするを「有効にする」
を設定し詳細設を行います。

正規表現で迷惑メールをフィルタリング
する

文字列を判別する正規表現を登録すると、受信ゲートウェイでヘッ

ダーが追加されたメールは迷惑メールフォルダで受信されます。

ゲートウェイ通過時、LINE WORKSの
迷惑メールフィルタリングから除外

LINE WORKS の迷惑メールフィルターを利用しないで、受信ゲー
トウェイの迷惑メールフィルターのみを使用します。
ただし、この場合LINE WORKSの迷惑メールフィルタ―を使わな
いため迷惑メールが受信トレイに届く場合があります。
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送受信設定⑦：受信ルーティング

⚫ LINE WORKS で受信したメールを指定したサーバーに転送することができます。

⚫ ルーティングの対象やルーティングの内容を設定することができます。導入前の
テストや受信メールを外部ソリューションでアーカイブする際などに利用できま
す。

⚫ 受信ルーティングの設定を行う場合、「管理」をクリックします。
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送受信設定⑧：受信ルーティング

⚫ 「受信ルーティング」の利用有無で、「有効にする」を設定しルーティング設定
を行います。

ルーティング対象
内部(同一ドメイン内)メール : 社内メンバー同士のメールで LINE WORKS サーバーから送信
され、他のサーバーを経由せずに LINE WORKS で受信されるメールです。
外部メール : 外部から送信、または外部のメールサーバーを経由して受信されるメールです。

ルートを変更
受信メールの転送先（ルーティング先）を選択します。
MXレコードを参照するドメイン、またはホストIPアドレス

LINE WORKS内で見つか
らないアドレス宛のメー

ルもルーティング
受信メールの宛先がグループを含む、社内メンバーではないメールも転送します。

LINE WORKSにもメール
を保存

転送したメールを受信トレイにも保存します。ただし、LINE WORKS内で見つからないアド
レス宛のメールは保存できません。
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送受信設定⑨：送信ルーティング

⚫ LINE WORKS から送信されるメールを指定したサーバーに転送したり、指定し
たサーバーを経由して送信することができます。

⚫ 旧・送信ゲートウェイ機能が送信ルーティングに統合されたため、DLP(Data 
Loss prevention) の目的でも利用できます。

⚫ 送信ルーティングの設定を行う場合、「管理」をクリックします。
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送受信設定⑩：送信ルーティング

⚫ 「送信ルーティング」の利用有無で、「有効にする」を設定しルーティング設定
を行います。

ルーティング対象
内部(同ドメイン内)メール : 社内メンバー宛に送信されるメールです。
外部メール : 外部メールサーバーを経由して送信されるメールです。

ルートを変更
宛先の受信サーバーではなく、指定されたルートにメールを送信します。

MXレコードを参照するドメイン、またはホストIPアドレス

追加転送
社内メンバー以外に送信されるメールです。
追加転送時、宛先アドレス(Env To)にはメールを送信するメンバーが指定されます。
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送受信設定⑪：ルート管理

⚫ 送受信ルーティングに指定するサーバーを修正や削除することができます。

⚫ 「ルート管理」を含む「受信ルーティング」、「送信ルーティング」で [ルート
を追加] をクリックするとルートを追加できます。

⚫ 利用中のルートは修正のみできます。

一度、受信ルーティング・送信ルーティングへ登録した転送先情報は、ルート管理から変更します。
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送受信設定⑫：ルート管理

⚫ 受信ルーティングまたは送信ルーティングで設定したルートが表示されます。

⚫ 修正、削除、追加することが可能です。

⚫ 利用中のルートは修正のみできます。
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送受信設定⑬：送信ドメイン認証（DKIM）

⚫ DKIM(Domain Keys Identified Mail) とは、メールのヘッダーに署名を追加して、
受信したメールが改ざんされていないことを証明する認証技術です。

⚫ DKIM により、すべての送信メールのヘッダーに暗号化された署名が追加されま
す。これらのメールを受信したメールサーバーは、DKIM を使用してメッセージ
ヘッダーを復号化し、メールが送信後に変更されていないことを確認します。
DKIM を利用することで迷惑メールを防ぐことができ、メール本文の信頼性を高
めることができます。

⚫ DKIMの設定を行う場合、「管理」をクリックします。

利用する独自の DKIM の設定を手動で設定することもできますが、DKIM の手動設定を行わない場合、送信
メールには LINE WORKS の基本 DKIM 設定が適用されます。
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送受信設定⑭：送信ドメイン認証（DKIM）

⚫ 「セクレタ」に使用するセクレタを入力し、「生成」をクリックすると公開鍵が
生成されます。

⚫ ホスト名と公開鍵をそれぞれコピーし、ドメインDNS サーバへ「TXTレコード」
として登録します。

⚫ ドメイン DNS のレコード情報がアップデートされると、認証成功の案内が表示
され、メール送信する際に設定した DKIMが適用されます。アップデートには最
大72時間かかることがあります。




