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はじめに

©︎L is B Corp.

この度はビジネスチャット「direct（ダイレクト）」をお選びいただきありがとうございます。

このマニュアルでは「direct」のご利用方法について解説します。

ビジネス専用に設計された「direct」は「所有者/管理者/ユーザー/ゲスト」の4つの役割（権限）があり、

それぞれ利用できる機能が異なります。

権限を持ったアカウントが「管理ツール」機能により利用を管理することで

クローズドで安心・安全なコミュニケーションを実現します。

細かい操作方法や運用方法などご不明な点は

お問い合わせフォームまでお気軽にお問い合わせください。

※機能追加等により画面表示が異なる場合がございます

スマートフォンではアプリをご用意しています。
iOS版（iPhone、iPad、iPod Touch）はApp Storeから、
Android版はGoogle Playからアプリを入手してご利用ください。
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https://direct4b.com/ja/contact/inquiry_form.html
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フリープランと有料プランの違い
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「direct」にはフリープランと有料プランがございます。

フリープランは一部機能に制限があるため、必要な場合は有料プランへの変更をご検討ください。

プラン変更方法は本マニュアルの P26をご確認ください。

※一斉連絡はプレミアムプラン（ 50名）以上が対象になります。

※有料オプションはフリープランではご利用いただけません。

※「direct bot RENTAL」はフリープランでもご利用いただけます。

プラン 通話機能 データの保存期間 最大トーク数 エクスポート 一括登録

フリー 1：1の通話 180日間 1人あたり15 不可 不可

有料
1：1の通話

グループ（8名）通話
無制限 1人あたり300

期間無制限

（月1回まで）
100名ずつ可能

https://direct4b.com/ja/bot/rental/


役割(権限)について
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「direct」には、クローズドで安心・安全なコミュニケーションを実現するため、「direct」の利用を管理する「管理ツ

ール」があります。管理ツールは所有者権限、管理者権限を持つアカウントのみ扱うことができます。

契約者＝所有者（契約主体者）となります。所有者は任命した管理者に組織の所有権を移譲できます。

※フリープランは組織の所有権の移譲はできません。

アカウント 役割 権限の内容

所有者

管理者と

ユーザの権限も含む

契約主体者

（一名のみ）

・組織作成 ・プラン変更 ・ユーザー管理（招待、追加、削除）

・管理者任命 ・組織所有権の移譲 ・権限管理

・利用状況管理（ユーザー数、ストレージ使用量、メッセージ数）

・一斉連絡 ・エクスポート ・組織の設定 ・組織終了

・オリジナルスタンプ設定 ・direct Appsの設定

管理者

ユーザー権限を含む

所有者から

任命される管理者

（複数人可）

・ユーザー管理（招待、追加、削除）

・利用状況管理（ユーザー数、ストレージ使用量、メッセージ数）

・一斉連絡 ・権限管理

ユーザー

所有者、管理者から

招待されるユーザー

（複数人可）

・グループチャットの設定

・同一組織内のユーザー検索

ゲスト

所有者、管理者から

招待されるゲスト

（複数人可）

・グループチャットの設定

・同一組織内のユーザー検索（制限されている場合があります）

・ゲスト同士でのチャットは不可



アカウント管理機能について
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通常の管理ツールの他に、特定アカウントに対して管理ポリシーを適応する[アカウント管理機能]をご用意

しています。組織の管理者以上の権限をもっていれば利用できます。

※ユーザーが所属できる「アカウント管理グループ」は 1アカウントに対し1つのみです

アカウントロック（凍結）

アカウントを凍結して利用できないようにする

アカウント削除

退職者などのアカウントを削除

パスワードポリシー変更

パスワードの文字数や入力内容、期限の設定

組織登録

参加している組織の確認、追加、退会

端末制限

管理者が発行したIDを入力しないと利用できない

パスワード変更

管理者がパスワード変更

アプリのロック

4桁のパスコードを必須にする

QRコードでのログイン

アプリ読み取るとすぐにログイン完了

IPアドレス制限

アクセスできるIPを制限

プロフィール変更制限

写真・名前をユーザーが変更できないように設定

シングルサインオン（SSO）

SAML認証を利用したログイン

端末のセキュリティ

暗号化していない端末の利用禁止

連携アプリケーション制限

連携アプリケーション毎の利用可否の設定・制限



ログイン画面の表示アカウント作成
1/6
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directのログイン画面（https://direct4b.com/signin）または

サービスサイト（https://direct4b.com/ja/）にアクセスくだ

さい。

「アカウント作成」/「無料で使ってみる」をクリックし

てdirectのお申し込み画面を開きます。

※パスワードがわからなくなった場合は「ログインできな

いとき」よりパスワード再設定をお願いします

※協力会社や取引先経由での利用をおこなう場合はメール

での招待や、ID・パスワードのご案内をおまちください
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https://direct4b.com/signin
https://direct4b.com/ja/
https://direct4b.com/reset_password


directのお申込みアカウント作成
2/6
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各項目を入力後利用規約および個人情報の取り扱いをご確認い

ただき、ご同意いただけたらチェックを入れます。

「お申し込み」をクリックするとメールアドレス確認のための

メールが送信されます。
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アカウント登録前確認1/2アカウント作成
3/6
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①この画面になったらお使いのメールソフト

を起動してください。

②directサポート事務局から

【direct】アカウント登録前確認のご案内

のメール受信をご確認ください。

ご利用のメールサーバー、メールソフトによ

っては迷惑メールフォルダに振り分けられて

いる場合があります。

“@direct4b.com”ドメインを受信許可していた

だきますようお願いいたします。

①

②
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アカウント登録前確認2/2アカウント作成
4/6
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受信したメールを開きます。

メールに記載されたURLをクリックしてアカウント

登録画面を開きます。

アカウント登録のURLの有効期限はメールが送信さ

れてから24時間です。24時間以上経過してしまっ

た場合、再度お申し込みの手続きをお願いしま

す。
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パスワードについて

半角英数8文字以上

(大文字、小文字識別あり)で

任意のパスワードを設定してください。

※下記の条件に当てはまる文字列はセキュ
リティ上パスワードに設定できません。
(1) 8文字未満
(2) 英字のみ
(3) 数字のみ
(4) メールアドレスと同じ文字列

(5) “password1”等の単純な文字列

アカウント登録
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①アカウント登録画面で各項目を記入

します。

②「登録」をクリックするとアカウン

ト登録が完了します。

①

②
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アカウント作成
5/6



アカウントの登録完了アカウント作成
6/6
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アカウント登録が完了しました。

「ログイン画面へ」をクリックして、

次のステップへ進んでください。

登録が完了するとdirectサポート事務局から

【direct】アカウント登録完了のご案内

メールが送信されますのでご確認ください。
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ログイン組織作成
1/3
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①ログイン画面（https://direct4b.com/signin）にて

メールアドレスと、アカウント登録画面で設定したパスワー

ドを入力します。

②「私はロボットではありません」にチェックを入れ、追加

で画像認識テストが表示された場合は、該当する画像を選択

し、ロボットでないことを証明します。

③「ログイン」をクリックしてdirectにログインします。

①

②

③
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https://direct4b.com/signin


組織の作成1/2組織作成
2/3
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ログインすると組織一覧画面が開きます。

「＋組織の作成」をクリックして組織の

作成画面を開きます。

directは「組織」が基本単位となり、組

織ごとに課金されます。契約者は複数の

組織を作成し横断的に利用、契約が可能

です。

※フリープランの作成は1人1組織です

有料プランをご利用いただきたい方はお

支払い情報を登録することで可能になり

ます。

※有料プランへの移行はいつでも可能で

す。データの保存期間が決まっているた

めすべてのデータを引き継ぎたい場合に

は、180日以内にご移行ください
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組織の作成2/2組織作成
3/3
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組織の作成画面で

①組織名を入力します。

②プランを選択します

※有料プランを選択するには「お支払い登録」が必要です。有料プランを

ご利用いただく場合はP24をご確認ください

③連絡先を入力します

※お支払い登録をいただいた場合は自動的に入力されます

⑤表示されたダイアログで「OK」をクリックすると組織が作成され、

参加者の招待ページへ移動します。

①
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④

②

③

⑤



招待メールの送信参加者の招待
1/7
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参加者の招待画面で

①組織へ招待したい相手のメールアドレスを入力し

ます。

②相手の役割を選択します。

※役割の詳細は〔P4/役割(権限)について〕をご参照

ください。

③「招待」をクリックすると相手に組織への招待メ

ールが送信されます。

※フリープランは自分の他に9名まで招待できま

す。

有料プランの場合は設定したプランの人数が上限で

す。

④招待中のアドレスが表示されます。

「キャンセル」をクリックするか、相手が招待を承

認もしくは削除すると表示が消えます。

招待する側(組織所有者)の操作

①

②

③

④

15



招待メールの受信参加者の招待
2/7

招待される側の操作
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①組織へ招待されるとdirectサポート事務局から

【direct】(組織所有者)さんから(組織名)へのご招待

のメールが届きます。

②参加用URLをクリックするとアカウント登録画面が

開きます。

※すでにアカウントをお持ちの場合はログイン画面

や組織一覧画面が開きます。

ご利用のメールサーバー、メールソフトによっては

迷惑メールフォルダに振り分けられている場合があ

ります。

“@direct4b.com”ドメインを受信許可していただきま

すようお願いいたします。

①

②

16



アカウント登録参加者の招待
3/7
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招待される側の操作

①アカウント登録画面で各項目を記入します。

②利用規約および個人情報の取り扱いをご確認いただき、

ご同意いただけたらチェックを入れます。「登録」をクリ

ックするとアカウント登録が完了します。

③「ログイン画面へ」をクリックしてログイン画面を開き

ます。

②

①

パスワードについて
半角英数8文字以上(大文字、小文字識別あり)で任意のパ
スワードを設定してください。

※下記の条件に当てはまる文字列はセキュリティ上パス
ワードに設定できません。
(1) 8文字未満
(2) 英字のみ

(3) 数字のみ
(4) メールアドレスと同じ文字列
(5) “password1”等の単純な文字列

③
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①

ログイン

©︎L is B Corp.

①ログイン画面（https://direct4b.com/signin）にて

メールアドレスと、アカウント登録画面で設定したパス

ワードを入力します。

②「私はロボットではありません」にチェックを入れ、

追加で画像認識テストが表示された場合は、該当する画

像を選択し、ロボットでないことを証明します。

③「ログイン」をクリックしてdirectにログインします。

招待される側の操作

参加者の招待
4/7
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②

③



組織の招待を承認参加者の招待
5/7
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directにログインすると組織一覧画面が開

きます。

①招待されている組織名をよく確認しま

す。

②「承認」をクリックすると組織に参加

し、連絡先に登録されます。

招待される側の操作

① ②
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トークの開始方法参加者の招待
6/7
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参加した組織名をクリックするとトーク一覧画面が開き、

＋マークから参加者とのトークが開始できるようになりま

す。

招待される側の操作

画面上の「トーク/一斉連絡」をクリックするとトーク一覧画面

が開き、＋マークから参加者とのトークが開始できるようにな

ります。

招待する側(組織所有者)の操作

20

※ゲストでの参加の場合は自分でトークを開始できない場合があります。トークに追加いただくようご連絡ください。

トーク一覧画面

1人選択

メンバーを1人選んで「トーク開始」を
クリックすると、相手と1対1のトークを

開始します。



トークの開始方法 グループトーク
参加者の招待

7/7
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Web版 iOS版

Android版

複数選択

＋マークから複数名を選択し、

後からトークにメンバーを追加した時に

過去のメッセージを見せるかどうかを選択してから
「トーク開始」をクリックします。



ご利用開始
機能紹介(Web版・デスクトップアプリ
版)

連絡先一覧
全トークの
アクション一覧

管理ツール

アクション
スタンプ

クラウド
サービス連携

©︎L is B Corp.

トーク一覧

添付ファイル
選択

表示中トークの

・ノート一覧

・ブックマーク一覧

・アクション一覧

・ファイル一覧

組織切り替え

directからのお知らせ

アカウント

メニュー
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direct Apps

イラスト
スタンプ

トーク作成

通話

全トークの

ブックマーク一覧
お知らせ

トーク順並び替え



ご利用開始 機能紹介(iOS版)
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①
②

③

トーク一覧画面 トーク画面

⑤④

⑥

⑦

①組織切り替え

②トーク作成

③画面切り替えタブ

④通話

⑤トーク情報

⑥イラストスタンプ

⑦アクションスタンプ・機能一覧

⑧トーク順並び替え

⑧



ご利用開始 機能紹介(Android版)
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①組織切り替え

②トーク作成

③画面切り替えタブ

④通話

⑤トーク情報

⑥イラストスタンプ

⑦アクションスタンプ・機能一覧

⑧トーク内検索

⑨トーク順並び替え

①

②

⑤④

⑥

トーク一覧画面 トーク画面

③

⑦

⑨ ⑧
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お支払い情報登録1/2

有料プランへの移行や、新しく組織を作成するには「お支払い登録」

が必要です。

所有者が、PCのブラウザでdirectにログインします。

右上のアカウントアイコンをクリックすると下にメニューが表示され

ます。メニューから[お支払い登録]をクリックするとお支払い情報画

面へ移動します。

お支払い情報画面で[登録]をクリックすると請求先の追加画面へ移動

します。

プラン変更
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お支払い情報登録2/2

請求先の追加画面で各項目に情報を入力します。

御請求書のお送り先を入力してください。

販売店からご導入の場合も入力をお願いいたしま

す。

※内容が不正の場合ご利用を停止させていただく場

合がございます

※販売店からのご導入の場合は実際に御請求書をお

送りすることはありません

入力が終わったら[追加]をクリックしてお支払い情報

の登録が完了します。

プラン変更
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プラン変更

「管理ツール」の「プランの変更」で、プランを変更

できます。

※有料プランをフリープランに戻すことはできません

※「お支払い登録」は「所有者」になるユーザーごと

に必要となります

プラン変更



よくあるご質問
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Q：アカウントがロックされました。

アカウントがロックされたタイミングでロック解除用URLが記載されたメールがご登録のメールアドレス宛に届きま

す。

パスワードが分からない場合は「ログインできないとき」から再設定をお願いします。

アカウント管理機能を利用している場合は社内の管理者の方にお問い合わせください。

Q：機種変更をおこなっても問題ないですか。

端末は関係なく登録した IDとパスワードでログインが可能です。

登録しているメールアドレスがご利用できなくなる場合はすみやかに登録アドレスの変更をお願いします。

Q：所有権の移譲ができません。

「所有者」になる方も「お支払い登録」が必須になります。また「管理者」以外の権限の方には移譲できません。

また「フリープラン」では所有権の移譲はできません。

Q：利用状況は確認できますか。

「所有者」「管理者」の権限の方が PCから確認できます。

細かい操作方法や運用方法などご不明な点はお問い合わせフォームまでお気軽にお問い合わせください。
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https://direct4b.com/reset_password
https://direct4b.com/ja/contact/inquiry_form.html
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