
さあ、新しい働き方へ
: Slack でビジネスを加速



デジタル化が進む、どこからでも働ける世界

働き方の未来は思っていたよりも早くやってきました。

これを機に、これまでの仕事の進め方を変えてみませんか？

仕事で一番大切なのはコラボーレション。

Slack なら、アプリ、人、データが 1 か所にまとまり、コラボレーションがもっとスムーズに。

分散型の働き方を実現する「Digital HQ ( 会社を動かすデジタル中枢 ) 」として、

近くにいても離れていても、誰もが一緒に働ける環境がそこに生まれます。
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Slack で始まる「はたらき場所改革」
Slack は「チャンネル」をベースにコミュニケーションを行う企業向けのメッセージプラットフォー
ムです。必要なメンバーと情報をチャンネルに集約すれば、使いやすい機能と豊富なアプリ連携で、
どこにいても仕事がもっと円滑に進みます。

ファイルの共有
添付やリンクの貼りつけで簡
単ファイル共有。便利なサ
ムネイル表示＆閲覧もワンク
リック。

検索機能
必要なメンバーやチャンネ
ルを探したり、メッセージ
の履歴や共有ファイルなど
も簡単に検索。

チャンネル
Slack 上でメンバーや情報が
集まるコミュニケーションの
場。テーマごとのチャンネル
を作成し、それぞれの部屋で
会話するように進捗をわかり
やすく管理・共有。

絵文字リアクション
気持ちが伝わる絵文字の反
応で、臨場感や結束力がアッ
プ。短い返信や集計にも簡
単に楽しく活用。

スレッド
チャンネル上の各投稿に紐
づけして返信でき、トピッ
クごとに整理されたディス
カッションが可能。

Slack コネクト
組織外のメンバーとも共有
チャンネルでやりとりが可
能。ビジネスパートナーとの
関係強化にも有効。

メンション
名 前 の 前 に「@」 を つ け、
宛先を手軽に指定。通知機
能で自分宛の投稿も逃さず
キャッチ。

　  マークをオンにすれば、
チャンネル内のメンバーとそ
の場で音声接続。

Slack ハドルミーティング

アプリ連携
外 部 ア プ リ と API 連 携 し 
Slack 上で業務を大きく効率
化。

メンバーに直接メッセージを
送信して個別トークも可能。

メッセージフィールド
チャンネルへのメッセージはこ
こから投稿。　 マークのショー
トカットでビデオ通話などほか
のアプリの起動も簡単。

メンバー
チャンネルの参加者を確認
できるアイコン表示。相手
の顔が見え、誤送信の予防
にも。

ダイレクトメッセージ



従業員

システム

お客様/パートナー

コミュニケーション＆
コラボレーション

オープンなコミュニケーションで
部署や組織を超えたヨコ連携を強化。

コラボレーションが加速して、
新たなアイデアの創出につながります。

Slack を中心に日々の業務を進めれば、人と人、チームや組織、システム同士のつながりが広がります。
社内のメンバーとも外部のお客様とも安全な環境でスムーズな連携が実現し、Digital HQ ( 会社を動
かすデジタル中枢 ) でのたくさんの効果が生まれます。

Digital HQ でつながろう

「チャンネル」のオープンな
コミュニケーションで

チームがひとつに

「Slack コネクト」で
ビジネスパートナーとの仕事を

スピードアップ

多様なアプリ連携で仕事が
もっとアクティブに

インテグレーション
2,500 種類以上のアプリ連携で、

会議設定や申請も簡単にシステム化。
Slack 上であらゆる業務が
スムーズに実行できます。

ナレッジの蓄積
資料やプロジェクト、仕事のノウハウなど、

あらゆる情報が Slack 上に集約され、
データベースのように

活用していくことができます。

システムとつながる

従業員とつながる

お客様 /パートナーとつながる



よく使う絵文字

絵文字を追加する

スマイリー＆人

Slack で従業員とつながる

「# 営業部」「# 年間計画」など、チームやプロジェクトごとに名
前をつけたチャンネルを作成し、必要なメンバーを集めて業務を
進行。「パブリックチャンネル」でのオープンなやりとりと「スレッ
ド」で整理された会話で進捗状況が把握しやすく、企業理念や社
内通知のようなメッセージにも有効です。開かれた環境で部署や
役職をまたいだ情報共有や意見交換が活発になり、組織のヨコ連
携や新しいアイデアも育まれていきます。
また、チャンネルの情報は Slack 内にナレッジとして蓄積し、検
索も簡単。ノウハウもわかるので、引継ぎや研修にも役立ちます。

豊富な絵文字リアクションで、いつもの仕事をちょっとだけ楽
しくアレンジ。相手の反応がよくわかり、お堅い定型文なしで
テンポよくコミュニケーションが取れるため、メンバー同士の
仲が深まり、チームの結束力が高まります。オリジナル絵文字
も作成でき、企業独自のカルチャーも醸成されます。

絵文字リアクションで
ビジネスに楽しさをプラス

チャンネルを活用して
コラボレーションを最大化
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機密性の高い情報は　 マークの付いた「プライベートチャンネル」
を使用し、限られたメンバーだけでやりとりすることが可能です。

チャンネルの情報は Slack 内にナレッジとして蓄積し、 ファイル共
有や検索も簡単。ノウハウがまとまり引継ぎや研修にも役立ちます。

投稿時に @ 名前 で相手をメンションすれば、チャンネル内で必要な
メンバーに通知ができるので、よりスムーズなやりとりができます。

https://slack.com/intl/ja-jp/features/channels
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/115000769927-%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%82%92%E6%95%B4%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B-
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/115000769927-%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%82%92%E6%95%B4%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B-
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/202931348-%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97%E3%81%A8%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%86
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/360017938993-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F
https://slack.com/intl/ja-jp/document-sharing
https://slack.com/intl/ja-jp/document-sharing
https://slack.com/intl/ja-jp/knowledge-sharing
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/205240127-Slack-%E3%81%A7%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B


手軽でシンプルな伝えやすさでコミュニケーションの質がアッ
プ。Slack 内での情報共有だけで多くの業務が遂行でき、メール
や会議の時間を削減＆有効活用できるので、生産性と創造性が
高まります。

PC でもスマホからでも Slack にアクセス可能。使いやすい UI 
で外出先や自宅にいてもオフィスと同じように対応でき、離れ
た場所でもチームと一体感を持って仕事ができます。アイデア
出しのディスカッションから成果物の提出まで、リモートワー
クもスムーズに行えます。

メール & 会議を削減！仕事を効率的に

マルチデバイス対応で
リモートワークも問題なし！

文字のやりとり以外にも、Slack ハドルミーティングの音声接続機
能を使えば、ちょっとした会話や相談も気軽に対応できます。
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Slack で従業員とつながる

https://slack.com/intl/ja-jp/engage-users
https://slack.com/intl/ja-jp/engage-users
https://slack.com/intl/ja-jp/downloads/windows
https://slack.com/intl/ja-jp/solutions/remote-work
https://slack.com/intl/ja-jp/solutions/remote-work
https://slack.com/intl/ja-jp/resources/using-slack/solve-problems-aloud-with-slack-huddles


Slack コネクトで組織同士がつながると、社外のメンバーとも同
じチャンネルの中でコミュニケーションが取れるように。エン
タープライズグレードのセキュリティ機能とコンプライアンス
基準により、取引先とも安全な環境が確保され、社内のメンバー
と同じようにオープンでリアルタイムなやりとりで、仕事のス
ピードアップと関係強化が実現できます。

セキュアでスムーズな社外連携を
実現する Slack コネクト
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Slack でお客様 /パートナーとつながる

Slack コネクトではひとつのチャンネルに最大 20 の組織が参加で
き、ビジネスの可能性が大きく膨らみます。

https://slack.com/intl/ja-jp/connect?utm_medium=general%20promotion&amp;utm_source=web_promo&amp;utm[%E2%80%A6]aign=cd_general%20promotion_web_promo_all_en_web_promo_ym-202011
https://slack.com/intl/ja-jp/blog/transformation/slack-connect


kyasui@anniesarcades.com 

外部のメンバーをゲストとしてチャンネルに招待することもで
きるので、「Slack コネクト」を使っていないビジネスの相手と
も、同じチャンネルでやりとりが可能。社内外を問わずにメン
バーを集められる環境を作ることで、組織を超えたつながりが
もっと広がっていきます。

Slack での企業間のつながりは、商談や取引はもちろん、一緒に
システムを組んだり開発を進めたりと、組織をまたいだ共同事
業や業務連携にも大きな効果をもたらします。プロジェクトの
進捗が可視化されることで進行が早まり、IT や法務担当など必
要に応じてお互いのメンバーが出入りできるので、専門的な問
題もスムーズに解決。調整や承認にかかる時間を短縮し、お互
いの利益を高めることができます。

ゲストを招待してビジネスをさらに拡大

企業間の取引や共同事業にも効果大
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Slack でお客様 /パートナーとつながる

https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/202518103-Slack-%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E7%A8%AE%E5%88%A5%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%99%E3%82%8B#u12466u12473u12488u12450u12459u12454u12531u12488u12434u31649u29702u12377u12427
https://slack.com/intl/ja-jp/blog/collaboration/stronger-aligned-partnerships-slack-connect
https://slack.com/intl/ja-jp/blog/collaboration/stronger-aligned-partnerships-slack-connect


せっかく便利なアプリをダウンロードしても、使わなければもっ
たいない！
App ディレクトリには 2,500 を超えるアプリが登録されている
ため、必要なアプリを連携させて快適なシステム環境を整える
ことができます。別のウィンドウを開く手間なく Slack から簡
単にアプリが起動でき、日々の業務がより円滑に進みます。

「Google カレンダー」で社員の空き時間を探し、その後「Zoom」
で Web 会議を設定すれば、面倒な会議の調整も Slack 上です
ぐに完了。コーディングなしの簡単設定で作業をどんどん効率
化できます。

毎日使うサービスとつなげて
快適な仕事環境を構築

スケジュール作成や会議設定も Slack で
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Slack でシステムとつながる

Slack API を使ってカスタムインテグレーションを作成すれば、
社内の独自システムも Slack に接続できます。

https://slack-marketing.slack.com/apps
https://slack.com/intl/ja-jp/integrations
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/223431088-%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92-Slack-%E3%81%AB%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/115003515187-%E5%86%85%E9%83%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6-Slack-%E3%82%92%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%99%E3%82%8B-


打刻や申請・承認業務など、繰り返し発生する定型タスクも、
Slack のワークフロービルダーを使えばすぐにシステム化するこ
とができます。個人への通知やチャンネルへの投稿を自動設定
することもでき、仕事がぐっと楽になります。

アプリ連携によるコラボレーション促進の組み合わせは無限大。
Slack と Salesforce を一緒に活用すれば、売上や業績の進捗も
スピーディに把握でき、より戦略的な方法でビジネスを推進で
きるように。営業やサービスなどチーム間の連携も強化され、
モチベーションの向上や業績アップへとつながっていきます。

「ワークフロービルダー」で
作業を便利にシステム化

カスタマイズでさらに広がる
アプリ連携の可能性
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Slack でシステムとつながる

https://slack.com/intl/ja-jp/features/workflow-automation
https://slack.com/intl/ja-jp/blog/collaboration/salesforce-and-slack-for-sales-and-service


エンタープライズ級のセキュリティとコンプライアンスを実現した Slack は、安全な環境でユーザー
がデータを自分で管理できる機能も提供。拡張性、信頼性、柔軟性を備えたビジネスプラットフォー
ムとして組織の成長をしっかりと支えます。

シンプルな操作性で誰もが使いやすく設計され、中小
企業から大企業まで組織に合わせた導入と活用ができ
ます。チャンネルやワークスペースの数に上限がない
ため、チームや事業の拡大にも無理なく対応できます。

審査の厳しい医療や金融をはじめとした専門分野にお
ける規制や、国際的なセキュリティ規格およびデータ
プライバシー基準を満たしています。GDPR の要件へ
の適合を保証するためのツールやプロセスも完備。

企業に合った使い方を可能にする柔軟性と拡張性 プライバシー＆コンプライアンス 主要な認定

業種と地域に合わせて対応
99.99% のアップタイムを保証するサービス品質保証
契約 * で、Slack がいつでも快適に。
一元化されたダッシュボードから管理できるため、管
理者の業務負荷を軽減しながら、緻密なコントロール
が可能になります。
* ビジネスプラス、Enterprise Grid プランで適用。 

シングルサインオンやドメイン申請、エンタープライ
ズモビリティ管理サポートなどの機能を備えているた
め、安全に Slack 上の社内情報にアクセスできます。

保存データや送信中データの暗号化、管理者のアクセ
ス制御、システムモニタリングなど、業界が認めるベ
ストプラクティスとフレームワークを採用していま
す。

99.99% の稼働率を保証 エンタープライズグレードのセキュリティ

データ管理セキュリティ

信頼の拡張性と
グローバルレベルのセキュリティ

ISO/IEC 27001

HIPAA

ISO/IEC 27018

FedRAMP Moderate

ISO/IEC 27701 CSA

FINRA(17a-4 設定可能 ) GDPR

SOC2 SOC3

データレジデンシー

https://slack.com/intl/ja-jp/scale
https://slack.com/intl/ja-jp/trust/compliance
https://slack.com/intl/ja-jp/trust/compliance
https://slack.com/intl/ja-jp/terms/service-level-agreement#:~:text=Slack%20provides%20a%2099.99%25%20Uptime,your%20account%20for%20future%20use
https://slack.com/intl/ja-jp/terms/service-level-agreement#:~:text=Slack%20provides%20a%2099.99%25%20Uptime,your%20account%20for%20future%20use
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/220403548-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%83%B3%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/115001379947-Enterprise-Grid-%E3%81%AE%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%99%E3%82%8B
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/115002247686-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%92%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/115002247686-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%92%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B
https://a.slack-edge.com/4e8dbf4/marketing/downloads/security/Security_White_Paper_2020.ja-JP.pdf
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/115004155306-%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%92%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/115004155306-%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%92%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B
https://slack.com/intl/ja-jp/help/categories/200122103-%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86#slack-u12487u12540u12479u12392u12450u12490u12522u12486u12451u12463u12473


Slack の導入によってもたらされる成果は、企業の各部門において実証されています。仕事のプラッ
トフォームとして Slack を活用することで、それぞれの業務でプロセスが改善。ビジネスの成果を最
大化することができます。

Slack であらゆる業務をサポート

営業 サポート マーケ開発 人事

社内調整や協業、お客様
と の や り 取 り、 全 て を
Slack でタイムリーにセ
キュアに実現

問い合わせの回答や問題
解決策を全社から素早く
入手することで顧客満足
度を向上

関係者・ツール・データ
を Slack に集約し、質の
高いキャンペーンを速い
ペースで実施

開発者・コード・ツール
を Slack に集約すること
で、クオリティの向上と
リリースサイクルを短縮

採用や研修プロセスを最
適化し、リードタイムの
短縮と入社体験の向上

商談成約率の向上 課題解決時間削減 キャンペーン
実施速度向上

ビルド速度向上 新入社員の
立上り時間短縮

取引サイクルの
スピードアップ

未解決チケット数削減 代理店とのメール
件数の減少

市場投入時間短縮 従業員満足度向上

各営業の内勤時間削減
時間/週

倍

NPS 向上 SNS コンテンツの
作成と承認時間短縮

問題解決時間短縮 採用所要時間短縮

13% 31% 16%18% 24%

4 64% 80%16% 10%

2-3 12pts 50%19% 3%

1) IDC 調査 ~The Business Value of Slack~ / 2) Slack Connect 利用実績調査 / 3) Slack 顧客事例 / 4) Forrester 調査 ~Total Economic Impact~
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多くの企業が Slack を活用し、さまざまな業界で働き方の多様化が進んでいます。
これからのビジネスに欠かせない、Digital HQ ( 会社を動かすデジタル中枢 ) である Slack は、
あなたの組織に合わせた DX を支援します。

導入企業の声

「アスクルにとって Slack は生産性向上の
ツールに留まらず、イノベーションの種と
なっています。アプリ連携で倉庫の見回り
業務を年 365 時間分削減しました。」
アスクル株式
CTO 内山陽介氏

カスタマーストーリーを読む >

カスタマーストーリーを読む >

カスタマーストーリーを読む >

カスタマーストーリーを読む >

カスタマーストーリーを読む >

「経営層が現場の事実を 1 か所で小まめに
把握できること。この環境があるからこそ、
従業員が自ら考えて行動できる組織がうま
く機能します。自律分権型組織のマインド
セットが浸透してきました。」

株式会社マスヤグループ本社
代表取締役社長 浜田吉司氏

「1,000 を超えるワークスペースを 1 つの 
Org に統合することで、安全で管理の行き
届いたコミュニケーション環境を整えてい
きます。部門を越えて必要なメンバーが必
要なチャンネルに参加できるようになりま
した。」

株式会社リクルート ICT 統括室
Slack Enterprise Grid 移行チーム リーダー

「Slack 導入後、90% のマネージャーがチー
ム内の情報の透明性が向上したと感じてい
ます。 Slack によって、オープンで上下関
係を意識させないコミュニケーション文化
が実現しました。」
株式会社 NTT ドコモ イノベーション統括部
クラウドソリューション担当 中村拓哉氏

「Slack の導入後、情報共有が圧倒的に速く
なりました。情報に対する従業員の反応速
度が上がり、カイゼンがスピードアップし
ました。従業員の反応やアイデア実行スピー
ドが向上しています。」
旭鉄工株式会社
代表取締役社長 木村哲也氏

https://slack.com/intl/ja-jp/customer-stories/askul-revolutionizes-internal-communication
https://slack.com/intl/ja-jp/customer-stories/recruit-enterprise-grid
https://slack.com/intl/ja-jp/customer-stories/masuya-autonomous-organizational-change
https://slack.com/intl/ja-jp/customer-stories/ntt-docomo-revolutionizes-infrastructure-culture
https://slack.com/intl/ja-jp/customer-stories/asahi-tekko-speedy-information-sharing
https://slack.com/intl/ja-jp/customer-stories/askul-revolutionizes-internal-communication
https://slack.com/intl/ja-jp/customer-stories/asahi-tekko-speedy-information-sharing
https://slack.com/intl/ja-jp/customer-stories/recruit-enterprise-grid
https://slack.com/intl/ja-jp/customer-stories/softbank-scales-innovation-accelerates-growth
https://slack.com/intl/ja-jp/customer-stories/ntt-docomo-revolutionizes-infrastructure-culture
https://slack.com/intl/ja-jp/customer-stories/masuya-autonomous-organizational-change


Slack 料金プラン フリー

¥0 /月 営業まで
お問い合わせください

1 ユーザーあたり 1TB

無制限

無制限

無制限

全データ

24 時間 365 日
99.99% 稼働確保

1 ユーザーあたり 20GB

無制限

無制限

1

24 時間 365 日
99.99% 稼働確保

1 ユーザーあたり 10GB

無制限

ー

ー

ー

パブリックチャンネルのみ

ー

ー

ー

ー

ー

全データ

ー

ー

ー

無制限

1

ベストエフォート

WS 全体で最大 5GB まで

ー

10,000 件

ー

ー

ー

パブリックチャンネルのみ

ー

ー

ー

10

1

ベストエフォート

¥850 ¥1,600/ /月 月定価（1 ユーザー / 年）

外部アプリ連携数の上限

SAML-SSO 認証連携／ SCIM API

同一環境内のワークスペース間
連携チャンネル

監査ログ分析・SIEM ツール連携用の
API 利用

ファイルストレージ

ワークフロービルダー・ハドル等便利機能 /
ゲスト管理/Slackコネクト利用（外部連携）

2 要素認証

Slack コネクト

全てのメッセージ抽出機能（管理機能） 

モバイルデバイス管理（MDM/EMM）連携

ドメインクレイム（シャドー防止）

サポート・SLA

メッセージ表示・検索対象の上限

利用可能ワークスペース数

データ損失防止（CASB/DLP）
電子証拠開示（e-Discovery）など
特殊な連携や情報抽出可能な API 利用

ビジネスプラスプロ Enterprise Grid
詳しく見る >

https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/115003205446-Slack-%E3%81%AE%E6%96%99%E9%87%91%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3-amp-%E6%A9%9F%E8%83%BD-
https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/115003205446-Slack-%E3%81%AE%E6%96%99%E9%87%91%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3-amp-%E6%A9%9F%E8%83%BD-
Mari Harigaya
ー
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