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 はじめに 

Argus をご利用いただきましてありがとうございます。 

この資料は、弊社が提供する「ArgusGW テンプレート」のインストール、およびご利用方法について

説明します。 

 

 「ArgusGW テンプレート」とは 

「ArgusGW テンプレート」は、ArgusGW にてご登録頂いた情報をより有効に活用する為のレポート、

ダッシュボードのテンプレートです。 

ArgusGW のご契約社様であれば、ArgusGW の導入環境に自由にインストールしてご利用いただくこと

が可能です。 

 

 

 Point 

➢ 「ArgusGW テンプレート」は、データを保持しておらず、機能のみを提供しております。 

➢ 「ArgusGW テンプレート」には、アップデートの仕組みはありません。今後、テンプレートが追加さ

れた際は都度インストールをしていただく必要があります。 

 

 ご利用の注意 

本テンプレートのインストールおよびご利用には、ArgusGW をご契約時に同意いただいた「Argus サ

ービス利用契約約款」が適用されます。 

〔インストール〕を押下された時点で当該規約が適用されることについて同意いただいたものとみなさ

れますので、ご承諾の上でご利用ください。 

 

 語句の表現について 

本資料では、語句を以下のように表現します。 

表現 意味 例 

 

 

選択箇所 画面内で選択箇所を表現します。 

 

 

入力箇所 画面内で入力箇所を表現します。 

 ＞ 操作の順番 設定 ＞ 管理 ＞ユーザの管理 ＞ ユーザ 

【 】 機能の名前 【スケジュール】、【掲示板】、【申請承認】 

《 》 オブジェクトの名前 《取引先》、《Argus2 掲示板情報》 

「 」 項目の名前 「項目名」、「日時」、「上司」 

『 』 設定／入力値 『✓あり』、『✓なし』 

〔 〕 ボタン、リンクの名前 〔保存〕、〔次へ〕、〔新規登録〕 
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 「ArgusGW テンプレート」インストール前の作業 

「ArgusGW テンプレート」のインストールを実行される前に、確認事項がございます。必ず事前にご

確認をお願いいたします。 

 

 「ArgusGW テンプレート」のインストール・ご利用までの流れ 

以下のフローチャートをご参考に、「ArgusGW テンプレート」パッケージをインストールされる際の流

れをご確認ください。 

 

■「ArgusGW テンプレート」のインストール・ご利用までの流れ 

# ご利用までの流れ 

1 システム管理者権限のあるユーザでログインする 

 

 

2 プロファイルに以下の権限があるか？ 

「ダッシュボードの色を変更」 

➢ ご参考リンク： 

 〔2-2 (必須)プロファイルの設定状況の確認〕 

3 パッケージをインストール 

➢ ご参考リンク： 

 〔3 パッケージのインストール〕 

 

4 「ArgusGW テンプレート」の利用開始 

➢ ご参考リンク： 

 〔4 インストールしたレポート・ダッシュボードへのアクセス方法〕 

 

 

 

  

ａ．権限あり 

⇒ そのまま、#3 へ 

ｂ．権限なし 

⇒ 権限セットの作成・割り当てを完

了後、#3 へ 

➢ ご参考リンク： 

〔2-3 権限セットの作成手順〕 
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 （必須）プロファイルの設定状況の確認 

システム管理者でログインした後、ログインユーザの《プロファイル》に対して、以下の項目の設定状

況を確認します。 

 

対象プロファイル インストールを実施するログインユーザのプロファイル（システム管理者権限） 

確認項目 システム管理者権限 ＞ 「ダッシュボードの色を変更」 

 

 
 

確認項目の状況に応じて、以下のセクションにお進みください。 

 

1) チェック(✓)がある、またはチェック(✓)を付ける事ができる場合 

 〔3 「ArgusGW テンプレート」のインストール〕へお進みください。 

2) チェック(✓)がない、またはチェック(✓)を付ける事ができない場合 

 〔2-3 権限セットの作成手順〕へお進みください。 

 

 

 Point 

➢ 「ダッシュボードの色を変更」権限がない場合、パッケージをインストールすることが出来ません。 
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 権限セットの作成手順 

「ArgusGW テンプレート」をインストールするためには、「ダッシュボードの色を変更」に対する権限

が必要です。この権限がない場合、エラーとなりインストールすることが出来ません。 

〔2-2 （必須）プロファイルの設定状況の確認〕にて権限がない場合は、インストールを実施する前に

権限を付与してください。 

 

対象画面 Salesforce 設定 ＞ 権限セット ＞ {対象の権限セット} > システム設定 

 

1) Salesforce の設定画面を開きます。 

2) クイック検索に『権限セット』と入力して権限セット画面を開きます。 

 
 

3) 〔新規〕を押下します。 

4) 必要な情報を入力し、〔保存〕を押下します。 
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項目 内容 

表示ラベル 画面上に表示される名称です。任意の名称を入力します。 

[設定例] ダッシュボードの色を変更権限 

API 参照名 内部的に処理される名称です。任意の名称を入力します。 

[設定例] DashboardColor 

説明 任意の説明文を入力します。 

後から確認された際に、用途がわかるメモを入力して下さい。 

[設定例] 「ダッシュボードの色を変更」に対する権限を付与するための権限セ

ット。 

セッションの有効化が必要 何も入力しません。 

ライセンス 何も入力しません。 

 

5) 〔システム権限〕を押下します。 

 
 

6) 〔編集〕を押下し、『ダッシュボードの色を変更』にチェックを入れます。 

 
 

7) 〔保存〕を押下します。 

8) 〔割り当ての管理〕を押下します。 

9) 〔割り当てを追加〕を押下して、権限セットにパッケージインストールを実行するシステム管理者ユ

ーザを割り当てます。 
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 「ArgusGW テンプレート」のインストール 

「ArgusGW テンプレート」をインストールする際の注意点および手順は以下をご参考に実施してくだ

さい。 

 

 

 Point 

インストール時の注意点 

 

➢ 1 つの組織に対して同一の「ArgusGW テンプレート」をインストールすることはできません。 

➢ インストール先が本番組織の場合と Sandbox 組織の場合で、『インストール URL』が異なります。 

本番： 

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=パッケージ ID 

Sandbox： 

https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=パッケージ ID 

 

 インストールの手順 

「ArgusGW テンプレート」の『インストール URL』は「ArgusGW テンプレートガイド」でご案内し

ています。 

「ArgusGW テンプレートガイド」は以下の場所で公開されています。 

 

対象画面 Argus 管理者メニュー ＞ 〔Argus サポートページはこちら〕 

 

 

 

  

https://letty.co.jp/Customer/
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1) 「ダッシュボードの色を変更」に対する権限が付与されたシステム管理者でログインします。 

 

2) お客様の環境にログインした状態でブラウザタブの URL 欄に『インストール URL』を入力します。 

 

 

3) 〔組織全体にインストール〕を選択して、〔インストール〕を押下します。 
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4) インストールが完了すると以下の画面が表示され、実施したユーザ宛にインストール成功のメールが

届きます。〔完了〕を押下します。 

 

 

5) Salesforce 設定 ＞ インストール済みパッケージ に Report & Dashboard for ArgusGW x.x※1 

が含まれていることを確認してください。 

 

※1：「ArgusGW テンプレート」のパッケージ名(数字)を表します。 
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 インストールしたレポート・ダッシュボードへのアクセス方法 

「ArgusGW テンプレート」のインストール後、レポート・ダッシュボード格納先および参照・編集時

の注意点は以下の通りです。 

 

 インストールされるフォルダ 

レポートおよびダッシュボードの格納先は以下の通りです。 

 

レポート Salesforce レポート ＞ すべてのフォルダ > ArgusGW レポート x.x※1 

ダッシュボード Salesforce ダッシュボード ＞ すべてのフォルダ > ArgusGW ダッシュボード x.x※1 

 

※1：「ArgusGW テンプレート」のパッケージ名(数字)を表します。 

 

 レポート・ダッシュボードの参照・編集時の注意点 

「ArgusGW テンプレート」のレポート・ダッシュボードは、インストールされた直後は共有設定がさ

れていないため、インストールを実施したユーザ以外では参照することが出来ません。 

共有したいユーザ・公開グループに対して、共有設定をする必要がございます。 

 

対象画面 Salesforce レポート or ダッシュボード ＞ すべてのフォルダ 

 

1) 共有設定をしたいフォルダ横の〔▼〕ボタンを押下します。 

2) 〔共有〕を押下します。 

3) 共有先・名前・アクセス権を選択して〔共有〕を押下します。 

4) 〔完了〕を押下します。 

 

 

 Point 

➢ 「ArgusGW テンプレート」のレポート・ダッシュボードは参照関係となっています。誤って参照関係

を崩さないために、編集する場合はレポート・ダッシュボードをコピーしてから編集することをお勧め

します。 
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 「ArgusGW テンプレート」の内容 

現在公開されている「ArgusGW テンプレート」の内容は以下の通りです。 

※ 今後、随時追加する予定です。 

 

 機能の説明 

テンプレートの URL、詳細な情報はパッケージ毎にご案内する、「ArgusGW テンプレートガイド」にて

ご確認下さい。 

リリース日 パッケージ名 機能 説明 

2021/7/6 Report & Dashboard 

for ArgusGW5.4 

レポート ArgusGW の【掲示板】、【文書管理】、【申請承認】

に関する状況を一覧にした情報出力をする事ができ

ます。 

ダッシュボード ArgusGW の【掲示板】、【文書管理】、【申請承認】

に関する状況を上位数件に絞り、ダッシュボードと

して情報出力をする事ができます。 
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■レポート画面イメージ 

 
 

■ダッシュボード画面イメージ 

 

 

 



【Argus インストールガイド】－ ArgusGW テンプレート ー  

 

13 / 15 Copyright © Letty Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

 「ArgusGW テンプレート」のアンインストール時の注意点 

「ArgusGW テンプレート」のアンインストールを実施する場合は、以下の点にご注意ください。 

 

➢ 「ArgusGW テンプレート」にて作成されたフォルダに、お客様オリジナル(コピーを含む)のレポート・ダ

ッシュボードある場合、エラーとなりアンインストールをすることができません。 

パッケージ側で作成されたレポート・ダッシュボード以外は、他のフォルダに移動してから、アンインス

トールを実行してください。 

➢ 「ArgusGW テンプレート」にて作成されたダッシュボード以外から、「ArgusGW テンプレート」のレポ

ートを参照している場合、エラーとなりアンインストールすることができません。 

参照元となっているダッシュボードから「ArgusGW テンプレート」の参照を解除してから、アンインスト

ールを実行してください。 

 

 

 Point 

「インストール済みパッケージ」の画面には、お客様がインストールされているパッケージがすべて 

表示されており、誤って必要なパッケージをアンインストールされた場合、データも削除される恐れが 

あります。 

 

このため、弊社では「ArgusGW テンプレート」のアンインストールは推奨しておりませんが、実行さ 

れる際は慎重に進めて頂けますようお願い致します。 

 

※ 不要なレポート・ダッシュボードは、パッケージのアンインストールではなく個別に削除して頂く 

方法を推奨しております。 
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 履歴 

Version 発行日 内  容 

ArgusGW Summer’21 2021/7/6 初版発行 
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 本資料に関するお問合せ先 

本資料についてご不明な点等がございましたら Argus サポートデスクまでお問合せください。 

 

 

【お問合せ先】 

 

Argus サポートデスク 宛て 

 メールアドレス ： support_argus@letty.co.jp 

 受付時間  ： 10:00～17:00（土日、祝日、年末年始、夏季をのぞく） 

 ※受付時間外にご連絡を頂いた場合は翌営業日の受付とし、順次対応させて頂きます。 

 

 

mailto:support_argus@letty.co.jp

