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テンプレート一覧取得 API 

 

【概要】 

設定されているテンプレートの一覧を取得する APIです。 

 

【接続先 URL】 

POST https://【ドメイン】/api/v1/template/get 

 

【実行に必要な権限】 

API連携 

 

【パラメータ(JSON部)】 

パラメータ名 項目名 属性 必須 設定内容 

mboxNo 
メールボックス

番号 
整数 ◯ テンプレート一覧を取得するメールボックス番号を指定します。 

templateSetId 
テンプレートグ

ループ ID 
整数  

取得するテンプレートグループの IDを指定します。 

指定しない場合は、指定したメールボックスで利用できるすべてのテ

ンプレートを取得します。 

 

 

 

 

 

【取得内容】 

パラメータ名 項目名 属性 設定内容 

count 取得件数 整数 取得したテンプレートの件数です。 

items レコード(枠) 配列 取得データの配列です。 

  [    

    "templateSetId" 
テンプレートグ

ループ ID 
整数 取得したテンプレートが所属するテンプレートグループです。 

"templateId" テンプレート ID 整数 テンプレート IDです。 

    "templateName" テンプレート名 文字列 テンプレート名です。 

"subject" 件名 文字列 件名です。 

    "body_top_text" 
本文上部のテキ

ストパート 
文字列 メール本文上部（テキストパート）です。 
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"body_top_html" 
本文上部の HTML

パート 
文字列 メール本文上部（HTMLパート）です。 

    "body_bottom_text" 
本文下部のテキ

ストパート 
文字列 メール本文下部（テキストパート）です。 

  "body_bottom_html" 
本文下部の HTML

パート 
文字列 メール本文下部（HTMLパート）です。 

  "attach" 添付ファイル 配列 添付ファイルの配列です。 

   [    

        "attachName" 添付ファイル名 文字列 添付ファイル名です。 

    "loid" 添付ファイル ID 整数 添付ファイルを一意に示す IDです。 

   ]    

    "to" To 配列 Toアドレスの配列です。 

    [メールアドレス] メールアドレス 文字列 Toアドレスです。 

  "cc" cc 配列 ccアドレスの配列です。 

    [メールアドレス] メールアドレス 文字列 ccアドレスです。 

  "bcc" bcc 配列 bccアドレスの配列です。 

    [メールアドレス] メールアドレス 文字列 bccアドレスです。 

  "from" From 文字列 Fromアドレスです。 

  "fromName" From表示名 文字列 Fromアドレスの表示名です。 

  "importantKeyword" 重要キーワード 配列 重要キーワードの配列です。 

    [重要キーワード] 重要キーワード 文字列 重要キーワードです。 

  "keyword" キーワード 配列 キーワードの配列です。 

   [キーワード] キーワード 文字列 キーワードです。 

  "usageScreen" 利用できる画面 配列 利用できる画面の配列です。 

   [name] 利用できる画面 文字列 利用できる画面です。 

  "remarks" 備考 文字列 テンプレートに付与する備考です。 

共通の基本レスポンスは省略しています。 
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【個別エラーコード】 

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。 

 

パラメータ 状態 
レスポンス 

コード 

エラー 

コード 
エラーメッセージ 備考 

mboxNo 
アクセスできるメー

ルボックスか 
403 7 アクセスが拒否されました。 -- 

templateSetId 

アクセスできるメー

ル ボ ッ ク ス の

templateSetId か 

400 200 対象データが存在しません。 -- 

データが存在する

か） 
400 200 対象データが存在しません。 -- 

templateSetId が DM

用の値でないか 
400 200 対象データが存在しません。 -- 

 

 

 

 

 

 

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています） 

"count" : 1, 

"items" : [ 

       { 

          "templateSetId" : 1, 

          "templateId" : 1, 

            "templateName" : "テンプレート名", 

            "subject" : "テンプレートの件名", 

            "body_top_text" : "本文上部のテキストパート", 

            "body_top_html" : "本文上部の HTMLパート", 

            "body_bottom_text" : "本文下部のテキストパート", 
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            "body_bottom_html" : "本文下部の HTMLパート", 

            "attach" : [ 

                         { 

                           "attacheName" : "回答.xlsx", 

                           "attachId" : "1" 

                         }, 

                         { 

                           "attacheName" : "顧客リスト.csv", 

                           "attachId" : "2" 

                         } 

                       ], 

            "to" : [ "to1@example.com", "to2@example.com" ], 

            "cc" : [ "cc1@example.com", "cc2@example.jp" ], 

            "bcc" : [ "bcc1@example.jp", "bcc2@example.co.jp" ], 

            "from" : "from@example.com", 

            "fromName" : "株式会社 Fromの表示名", 

            "importantKeyword" : [ "クレーム", "注文" ], 

            "keyword" : [ "返品", "問い合わせ" ], 

            "usageScreen" : [ "新規メール", "返信メール", "転送メール", "電話応対入力" ], 

            "remarks" : "これは問い合わせに回答するときのテンプレートです。" 

          } 

] 

 

 


