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PlatioURL とは 

Platio URL を使用すると、ブラウザやメールアプリなどから表示したいミニアプリ、デー

タポケットやレコードを指定することができます。 

 

例えば、以下のようなことができます。 

 Web サイトでミニアプリを指定した Platio URL の一覧を作成しておき、スマート

フォン/iPad のブラウザで Web サイトのリンクから Platio アプリを起動してミニアプ

リのログイン画面を表示させることができます。（同じパソコンのブラウザで Web サ

イトのリンクをクリックすると、ミニアプリのデータビューアーログイン画面になりま

す。） 

➢ Platio アプリで実際にログインするとミニアプリの最初のデータポケット画面また

は前回ログイン時に最後に使ったデータポケット画面になります。 

 データポケットを指定した Platio URL を本文に書いたメールを送信し、スマートフォ

ン/iPad のメールアプリで受信して Platio URL をタップすると、Platio アプリを起動し

て指定したデータポケットが表示されるようにできます。（同じメールをパソコンの

メールソフトで受信して Platio URL をタップすると、ブラウザが起動してデータポ

ケットがあるミニアプリのログイン画面になります。） 

➢ Platio アプリで実際にログインすると指定したデータポケット画面が表示されま

す。 

 

  

ブラウザで 

Platio URL をタップ 
データビューアー 

ミニアプリのログイン画面 

スマートフォン/iPadのブラウザ

で Platio URL をタップ 

Platioアプリ 

ミニアプリのログイン画面 

Platio アプリが 

起動 

ブラウザの 

ページ表示 

端末で Platio URL をタップ 
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また、Webhook を利用して特定のデータポケットでレコードが挿入/編集/削除されたら外

部の Web サービスに通知することができ、その場合に Platio URL でレコードを指定でき

ます。 

※ Webhook とは複数の Web サービスを連携するための仕組みです。各種 Web サービ

スの開発者向け情報をご参照ください。 

 

例えば、以下のようなことができます。 

 データポケットでデータを入力して保存したら、Slack や Chatwork などチャットサー

ビスの特定のグループに、保存したレコードへアクセスするリンクをメッセージとして

投稿することができます。このときに、Webhook でレコードを指定した Platio URL

をメッセージ本文に入れてチャットサービスに送信します。 

➢ Platio Studio からミニアプリごとに利用したい Webhook の設定を登録します。

Webhook を送信するイベントとしてレコードの挿入/編集/削除を指定します。 

 

※ Webhook の利用では、お契約のプランが Standard と Premium/Enterprise で仕様が

異なります。詳細につきましてはお問い合わせください。 

  

Platio Studioで 

レコードへのリンクを 

メッセージにした 

Webhookの設定を登録 

iPhone/iPadの Platioアプリで 

データを入力して保存 

ミニアプリを 

配布 

外部の連携先サービスの画面で表示された 

レコードへのリンクをタップ 

外部のWeb サービス 

Platioで表示 Platioで表示 

端末でデータを入力して保存 
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PlatioURL の構成とエスケープ 

Platio URL は「https://app.plat.io/app/組織名/」に続けて以下の構成になっています。 

組織名は、無料トライアルをお申し込み時にご契約者様が登録した文字列です。 

 

➢ ミニアプリへの URL 

https://app.plat.io/app/組織名/ミニアプリ名 

 

➢ データポケットへの URL 

https://app.plat.io/app/組織名/ミニアプリ名#データポケット名 

 

➢ レコードへの URL 

https://app.plat.io/app/組織名/ミニアプリ名#データポケット名/コレクション ID/レコード ID 

 

【iOSで Platio アプリを直接開く】 
iOS で Platio アプリを直接開く場合、「https」を「platio」に修正します。 

 

➢ ブラウザで開く場合の URL 

https://app.plat.io/app/組織名/ミニアプリ名 

 

➢ iOS で Platio アプリを開く場合の URL 

platio://app.plat.io/app/組織名/ミニアプリ名 
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【URL のエスケープ】 

URL 内の「組織名」「ミニアプリ名」「データポケット名」に全角文字が含まれている場

合、文字のエスケープ（URL エンコード）をする必要があります。 

文字のエスケープには様々な方法がありますが、以下のようなサイトなどで簡単に行うこと

ができます。 

 

http://urlencode.net/ 

 

例えば、組織名「pdoc」ミニアプリ名「写真日報 01」を含むミニアプリへの URL は以下

のようになります。 

https://app.plat.io/app/pdoc/写真日報 01 

 

ミニアプリ名「写真日報 01」だけエスケープして URL に利用します。 

「写真日報 01」をエスケープすると以下のようになります。 

※ URL 全てをエスケープするとスラッシュ「/」までエスケープされてしまうため、変換

したい全角文字を含む文字列のみをエスケープしてください。 

 

 

以下のように、URL のミニアプリ名部分をエスケープした文字列に置き換えて利用しま

す。 

 

例）ブラウザで開く場合の URL： 

https://app.plat.io/app/pdoc/%E5%86%99%E7%9C%9F%E6%97%A5%E5%A0%B101 

 

例）iOS で Platio アプリを開く URL：  

platio://app.plat.io/app/pdoc/%E5%86%99%E7%9C%9F%E6%97%A5%E5%A0%B101 

  

http://urlencode.net/


ページ | 6  

 

【ミニアプリ URL】 

ミニアプリ URL は、「https://app.plat.io/app/組織名/」に続けてミニアプリ名を追加す

る形式です。 

ミニアプリ URL は、以下で参照してコピーして利用することができます。 

データポケット名に全角が使われている場合はエスケープしてください。 

① Platio Studio のデータポケット一覧画面での「データビューアー」リンクまたは「iOS

アプリ」ページのリンク 

 

 

 

  

データビューアーのミニアプリログイン画面 

ブラウザで URL にアクセスすると 

データビューアーのミニアプリ 

ログイン画面が表示されます。 

https://app.plat.io/app/pdoc/写真日報 01 
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② ミニアプリにユーザーを追加したときに送信されるミニアプリへの招待メールの本文中

のリンク 

 

 

【データポケット URL】  

データポケット URL は、ミニアプリ URL に#とデータポケット名を追加する形式です。 

データポケット名に全角が使われている場合はエスケープしてください。 

 

例）組織名「pdoc」ミニアプリ名「写真日報 01」データポケット名「写真日報」を含む

データポケットへの URL は以下のようになります。 

https://app.plat.io/app/pdoc/写真日報 01#写真日報 

 

ブラウザで開く場合の URL： 

https://app.plat.io/app/pdoc/%E5%86%99%E7%9C%9F%E6%97%A5%E5%A0%B101#%E5

%86%99%E7%9C%9F%E6%97%A5%E5%A0%B1 

 

iOS で Platio アプリを開く URL：  

platio://app.plat.io/app/pdoc/%E5%86%99%E7%9C%9F%E6%97%A5%E5%A0%B101#%E5

%86%99%E7%9C%9F%E6%97%A5%E5%A0%B1 

 

 

  

iPhone/iPadのメールアプリで 
URL にアクセスすると 
Platio アプリのミニアプリ 
ログイン画面が表示されます。 

Platio アプリのミニアプリログイン画面 メールアプリの本文画面 

https://app.plat.io/app/pdoc/写真日報 01 
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【レコード URL】 

データポケットでレコードを作成すると、そのデータポケットに関連付けられたコレクショ

ンにレコードが保存されます。コレクションは、RDB におけるテーブルのようなもので

す。 

レコード URL は、データポケット URL にスラッシュ「/」区切りで、コレクション ID/レ

コード ID の形式です。 

レコード URL は主に Platio の Webhook を利用してレコードの挿入/編集/削除があったと

きに外部の Web サービスへ通知するときに利用します。 

コレクション ID は Platio Studio の開発者向け情報から取得できる「t」から始まる 8 桁の

ID です。 

レコード ID は、Webhook を利用する場合では「record.id」と記述して実行時に参照して

送信されます。 

 

コレクション ID は、以下で参照してコピーして利用することができます。 
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レコードを指定する場合、最終的に以下のような URL になります。 

URL がかなり長くなるため、途中で改行や空白が入ったりしないようご注意ください。 

※ 自動生成されるデータのため、ダブルクオーテーションで括らずにつなげます。 

 

例）Webhook で組織名「pdoc」ミニアプリ名「写真日報 01」データポケット名「写真日

報」のレコードを参照する URL は以下のようになります。 

 

"platio://app.plat.io/app/ 

pdoc/%E5%86%99%E7%9C%9F%E6%97%A5%E5%A0%B101#%E5%86%99%E

7%9C%9F%E6%97%A5%E5%A0%B1/tc743858/" + record.id 

 

ワイルドカードの指定 

レコード URL では、データポケット名として*を使用することができます。 

この場合、指定されたコレクションのレコードを表示することができるデータポケットが自

動的に選択されます。 

 

例） 

"platio://app.plat.io/app/ 

pdoc/%E5%86%99%E7%9C%9F%E6%97%A5%E5%A0%B101#*/tc743858/" + 

record.id 
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補足 

登録済みのレコード ID は、データビューアーのレコード情報画面で確認できます。 

 

 

 

  

データビューアーのデータポケット一覧画面 

データポケット名をクリック 

参照するレコードの 

「表示」をクリック 

レコード一覧画面 

レコード情報画面 

レコード ID 
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WebAPI と Webhook 

Platio Studio で作成したミニアプリのレコードや添付ファイルを操作するための Web API

として、Platio API を提供しています。Platio API は、プログラミングを通してレコード

を操作できます。 

※ Web API は、お契約のプランが Premium/Enterprise でご利用いただけます。詳細に

つきましてはお問い合わせください。 

 

Platio API では、ミニアプリやデータポケットの指定は Webhook で利用する Platio URL

の書式とは異なります。 

 

ドキュメント 

【Platio 開発者ドキュメント】 

http://doc.plat.io/api/ja/ 

 

Platio URL については、「Platio 開発者ドキュメント」の「その他」の「Platio URL」を

ご参照ください。 

※ Platio での Webhook については「Webhooks」、Platio API については「Platio 

API」をご参照ください。 

 

以上で、説明は終わりです。 

 

 

 

 

Platioへのお問い合わせ：[お客様ログイン] 
https://asteria.com/mng/login 
 
Platioヘルプセンター 
https://plat.io/ja/support/guide 
 
Platioに関する詳細情報は下記のホームページをご覧ください。 
https://plat.io 

http://doc.plat.io/api/ja/
https://asteria.com/mng/login
https://plat.io/ja/support/guide
https://plat.io/
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免責事項 

 

本資料の内容は、情報提供を唯一の目的とするものであり、マテリアルやコード、機能を提供す

ることを確約するものではありません。アステリアの製品開発計画および今後の製品リリースの内

容や時期は、さまざまな要因によって変化する可能性があります。本資料の内容は、あくまで参

考情報とさせていただきますこと、ご了承ください。 

 

アステリア株式会社 
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