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ラベル登録・削除 API 

 

【概要】 

ラベルの登録・編集を行う APIです。 

 

【接続先 URL】 

POST https://【ドメイン】/api/v1/label/update 

 

【実行に必要な権限】 

API連携 

メールボックス設定 

 

【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 〇 メール情報を取得するメールボックス番号を指定します。 

labelId ラベル ID 配列 (〇) 
更新したいラベル IDです。（更新時必須） 

指定がない場合は新規登録します。 

labelName ラベル名 文字列 〇 ラベルの名前です。 
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color ラベル色 整数 〇 

メールディーラーで表示するときのラベルの色です。 

以下の数字から指定できます。 

1 : bgcolor:#ff99cc fontcolor:#000000 

 2 : bgcolor:#ff99ff fontcolor:#000000 

 3 : bgcolor:#ff00ff fontcolor:#ffffff 

 4 : bgcolor:#ff337a fontcolor:#ffffff 

 5 : bgcolor:#ff0000 fontcolor:#ffffff 

 6 : bgcolor:#ff9999 fontcolor:#ffffff 

 7 : bgcolor:#cc0000 fontcolor:#ffffff 

 8 : bgcolor:#d35400 fontcolor:#ffffff 

 9 : bgcolor:#ffcc99 fontcolor:#000000 

10 : bgcolor:#e69138 fontcolor:#ffffff 

11 : bgcolor:#ffff00 fontcolor:#000000 

12 : bgcolor:#ccffcc fontcolor:#000000 

13 : bgcolor:#00ff00 fontcolor:#000000 

14 : bgcolor:#6aa84f fontcolor:#ffffff 

15 : bgcolor:#45818e fontcolor:#ffffff 

16 : bgcolor:#99ffff fontcolor:#000000 

17 : bgcolor:#00ffff fontcolor:#000000 

18 : bgcolor:#99ccff fontcolor:#000000 

19 : bgcolor:#3d85c6 fontcolor:#ffffff 

20 : bgcolor:#0000ff fontcolor:#ffffff 

21 : bgcolor:#674ea7 fontcolor:#ffffff 

22 : bgcolor:#a64d79 fontcolor:#ffffff 

23 : bgcolor:#444444 fontcolor:#ffffff 

24 : bgcolor:#000000 fontcolor:#ffffff 

25 : bgcolor:#ffffff fontcolor:#000000 

is_able_set 
ラベルを有効に

するフラグ 
真偽値 〇 

ラベルの有効・無効を指定します。 

true:有効 

false:無効 

is_apply_related 

関連メールにも

同じラベルを付

けるかのフラグ 

真偽値 〇 

関連メールにも同じラベルを付けるかを指定します。 

true:関連メールにも同じラベルを付ける 

false:関連メールに同じラベルを付けない 

 

 

【取得内容】 

パラメータ名 項目名 属性 設定内容 

labelId ラベル ID 整数 新規作成または更新したラベルの IDです。 

labelName ラベル名 文字列 新規作成または更新したラベルの名前です。 

color ラベル色 整数 新規作成または更新したラベルの色を表す数字です。 

is_able_set ラベルの状態 真偽値 新規作成または更新したラベルの有効・無効状態です。 

is_apply_related 

関連メールに同

じラベルを付け

るかの設定 

真偽値 新規作成または更新したラベルを関連メールにもつけるかの真偽値です。 

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 

-- 
メールボックス設

定の権限があるか 
403 4 アクセスが拒否されました。 -- 

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。 -- 

labelId 
データが存在する

か 
400 200 対象データが存在しません。 -- 

labelName 

同じラベル名が存

在しないか 
400 100 パラメータが不正です。 

name: 

"labelName", 

value: "test", 

code: 101, 

msg: "同じラベル

名がすでに存在し

ています。" 

ラベル名が 20文字

以内か 
400 100 パラメータが不正です。 

name: 

"labelName", 

value: 

"testtesttesttest

testtest", 

code: 4, 

msg: "上限値(20)

を超えています。" 

変更できないラベ

ル（至急・大至急）

ではないか 

400 100 パラメータが不正です。 

name: 

"labelName",              

value: "aaaaa",                

code: 102,                

msg: "ラベル名を

変更できません。" 

color 
color が存在する

か 
400 200 対象データが存在しません。 -- 
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レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています） 

"labelId": 4, 

"labelName": "testLabel", 

"color": 12, 

"is_able_set": true, 

"is_apply_related": true 

 


