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第1版 210427

置き配荷物検知器[KITA-40]を「外部ネットワーク接続通知

モード」で使用するには、IFTTT(イフト)に登録を行い、IFTTT

上でアプレット(レシピ)を制作し連携設定をしなければいけま

せん。

本紙の手順で制作を進めてください。

※表記の情報は、2021年3月現在のものとなります。

※LINE(ライン)の新規登録につきましてはLINE(ライン)の公式

サイトの情報を確認いただきますようお願いいたします。

https://line.me/ja/

[KITA-40]
IFTTTを使用するにはまずアカウントの作成が必要です。

まず、パソコン、携帯端末などで、下記の「IFTTT」のページを

開いてください。

海外のページなので表記はすべて英文です。

(日本語訳のページはありません)

新規でアカウントを作る場

合は「Get started」を

クリック

「Sign up」へ

Appleアカウント、

Googleアカウント、

Facebookアカウント、

を使用する場合はこちらをクリック

●新規でアカウントを作成する場合

「メールアドレス」が必要です。

IFTTTに登録するメールアドレスを用意してください。

「Email」にメールアドレスを

「Password」に自分で決めたパスワードをそれぞれ入力してくだ

さい。

パスワードはIFTTTのログイン時に必要になるものですので登録

したものを忘れないようにしてください。

最後に「Sign up」をクリックすればアカウント製作完了です。

●別のアカウントを使用して作成する場合

使用する各社のアカウントの箇所をクリックしてください。

各社のアカウントのログインが即されますので表示画面の指示通

りに入力して進めてください。

図は「Google」の場合です。

「Google」のログインに使用している情報を入力してく

ださい。
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If This の 「Add」をクリッ

クしてください。

「Receive a web request」と

表示されている箇所をクリック

します

IFTTTからログアウトしてしま

った場合は、製作したアカウン

トを使って再度ログインしてく

ださい。

「Email」の箇所に登録したメ

ールアドレスを「Password」の

箇所に登録したパスワードを入

力して「Log in」をクリックし

てください。

ログイン後、アプレットの製作が可能な状態になります。

１

２

有料版は使用しませんので左下の小ウィンド「Maybe later」

の箇所をクリックして表示を消してください。

右上の「Create」でアプレットの製作を開始できます。

「Choose a service」と連携す

るサービスの選択画面が表示さ

れますので、検索枠の箇所に

「webhooks」と入力すると自動

的に抽出されるので表示された

「Webhooks」をクリックしてく

ださい。

「Event Name」の箇所に

イベント名「TEST01」と入力し

ます。

この箇所は英数半角文字であれ

ば設定できますが、KITA-40の

通知設定として使用する場合は

この部分とKITA-40の"IFTTT設

定"の

"IFTTT Event:"に設定する名前

を同じにする必要があります。

TEST01

「Conn e c t」をクリックして

「アクセス許可」を設定しま

す。

※「アクセス許可」は2回目以

降の使用時は表示されません。

Webhooksの設定はこれで完了です。

Then That の「Add」をクリッ

クしてください。

「Choose a service」と連携す

るサービスの選択画面が表示さ

れますので、検索枠の箇所に

「LINE」と入力すると自動的に

抽出されるので表示された緑の

アイコンの「LINE」をクリック

してください。

「Send message」と表示されて

いる箇所をクリックします
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「Conn e c t」をクリックして

「アクセス許可」を設定しま

す。

※2回目以降の使用時は表示さ

れません。

今現在LINEにログインしていな

い場合は、LINEにログインする

画面が表示されますので登録し

ている「メールアドレス」「パ

スワード」を入力してログイン

してください。

※LINEのアカウントを持ってい

ない場合はLINEの公式ページよ

り作成してください。

「Send message」と送信するメッセ

ージの設定をする画面になります。

「Message」の部分の書式で、LINE

に通知されます。

下記のように「置き配検知」と分か

りやすいメッセージを記載してくだ

さい。

「Message」は全角文字、英数文字も記載することができます。

メッセージ欄は何を記載してもかまいませんので自分で分かりや

すいメッセージに書き換えてください。

記載後、「Create action」をクリックしてください。

KITA-40 IFTTT設定から"Value1"のみ設定が可能です。

"Value1"の詳細については、KITA-40の付属の説明書[P7]を参照

ください。

「If」Receive a web request

に「Webhooks」

「Then」

に「LINE」

が設定されていれば問題ありませ

ん。

「Continue」をクリックしてくだ

さい。

上記のように表示され「Applet Title」が"TEST01"となっている

ことを確認して「Finish」をクリックしてください。

これでアプレットの作成は完了です。

※「Finish」をクリックするまで作成したアプレットは保存され

ません。必ず「Finish」をクリックしてください。

下記のように「Connect」となり青丸印が左にある場合は「未接

続」状態となりアプレットは停止状態で使えなくなっているので

クリックして「Connected」になるように

変更してください。

作成したアプレットを消したいときは

「Archive」をクリックすると「記録保管

場所」に格納されます。(後ほど復帰させ

ることも可能です)

Webhooksから転送される"Value1"の

値は半角英数文字のみ有効です。

(全角文字は文字化けします)また

空白を入力した場合は以降の文字が

削除されますのでご注意ください。

環境(アクセスしている機器)に

よっては「本人確認」の認証が

出る場合があります。

最後に「同意して連携する」をクリックすれば「アクセス許可」設

定完了です。(過去に"LINE Notify"に連携を許可している場合はこ

の表示が出ない場合があります)

メールアドレス

パスワード

以上でアプレットの作成は完了です。

下部のボタンが となっているか確認くだ

さい。「Connected」でこのアプレットは使用できる状態になって

います。(初期状態)

このアプレットがアクティブな

ときに通知を受け取る

"ON"に

な っ て いる

ことを確認

アプレット完成後は商品添付の説明書P6に戻って「IFTTT EVENT」

「IFTTT KEY」を機器本体に設定してください。



- 4 -

■外部ネットワーク接続(IFTTT)通知モード 全体の構成

IFTTT設定の詳細は「KITA-40 説明書本紙 P5-7」を参照ください。

Wi-Fi

アクセスポイント

(ルーター)

SSID:FREESPOT

STAモードで接続

LD3[STA]緑点灯(Wi-Fi接続完了)

インター

ネット

外部ネットワーク(インターネット)に接続

す るW i - F i ア クセス ポイ ント の設 定を

「KITA-40 Wi-Fi設定」で行います。

Webhooks LINE

IFTTT

アプレット

If "Webhooks"

Then "LINE"

TESTスイッチ

セットモード

で使用可

STAモードで接続

例はアクセスポイントのSSIDが

「FREESPOT」という名前の場合、

ここは使用する機器に合わせて記載

してください。

モードスイッチは

「Ｏ」の位置

1.該当のアプレット

の枠内の任意の場所を

タップ

2.赤丸内の箇所

Webhooksのマークをタップ

3.Webhooks の

"Documentation" をタップ

で「Your Key is:xxxxxxx」

とキー(Key)表示されます。

↓キー

IFTTT「キー」の確認方法

イベント名を記入

キーのコードを記入

通知は「LINE Notify」から送られてきます。

IFTTTから初期設定を行った段階で、

自動でLINEのアカウントに友達として追加されます。

LINEの「トーク」にLINE Notifyとのトークが作成され

通知はそこで確認することができます。

IFTTTで設定を行うと、LINEに

「LINE Notify」が友達登録さ

れます。

通知はLINEのメニュー「トー

ク」から「LINE Notify」を選

択して通知記録を開いて確認し

てください。

※キーは手入力すると間違えやすいの

で、コピー&ペースト(貼り付け)で行

うことをお奨めいたします。

端末機器

「Webhooks」に送信してもどうしても、成功しない

場合は下記より「Edit」を押して「キー(URL)」を変

更して再設定してみてください。

「Edit」を押すだけで「キー(URL)」が変更され

ます。


