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 はじめに 

ArgusGW（アルゴス）は、12 機能(標準：11、オプション 1)を搭載する、ビジネス向けコミュニケー

ションツールです。各機能のご紹介はぜひ弊社ホームページ（https://letty.co.jp/）をご覧ください。 

 

本資料では、ArgusGW のご利用全般に関する情報、および【管理者メニュー】のご利用についてご案

内します。 

画面上の項目やボタン等、操作方法については ArgusGW に付帯する【ヘルプ機能(操作ガイド)】にて

ご案内しておりますので、本資料では運用上の注意点等を中心にご案内いたします。 

 【ヘルプ機能(操作ガイド)】のご利用方法については、〔ArgusGW に関する資料、ヘルプ機能について〕をご覧

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》、《Argus3 申請情報》 

「 」 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〕 

 

詳細ページへのリンク  

 

https://letty.co.jp/
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 ArgusGW について 

ArgusGW が搭載する機能の概要は以下の通りです。 

 

 ArgusGW の機能 

ArgusGW の機能は以下の通りです。 

機能 モバイル 
カスタム項

目(※1) 

アクセス制

御 
メール転送 

ファイル添

付 

Salesforce 

標準ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ

(※2) 

スケジュール ● ● ● ●  活動 

施設予約 ● ● ●   活動 

ToDo  ●  ●  活動 

電話メモ  ● ● ●   

在席確認   ●    

掲示板 ● ● ● ● ●  

文書管理 ● ● ● ● ●  

リンク集   ●    

社内メッセージ   ●  ●  

アドレス帳   ●   ユーザ 

取引先 

取引先責任者 

グループタスク  ● ●    

申請承認（オプション）  ● ● ● ●  

※1. 「カスタム項目」に『●』がある機能は、お客様の運用に合わせて項目の追加が可能です。詳細は次項の〔カ

スタム項目に対応しているオブジェクトについて〕をご参照ください。 

※2. 「Salesforce 標準オブジェクト」は、ArgusGW の機能がはじめから参照・利用しているオブジェクトです。 
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 カスタム項目に対応しているオブジェクトについて 

Argus では、お客様の任意でカスタム項目を作成して運用する事ができます。 

カスタム項目を作成できる機能は以下の通りです。 

Argus 機能 
Salesforce 

オブジェクト名 

項目の 

上限数 

Argus 機能 

備考 
必須項目 

ヘルプ 

テキスト 

スケジュール 
活動 100   

Salesforce 標準オブジェクト 

ToDo 

電話メモ Argus2 電話情報 500 ●   

掲示板 Argus2 掲示板情報 500 ● ●  

文書管理 Argus2 文書管理情報 500 ● ●  

グループタスク Argus グループタスク 500 ●   

申請承認（※） Argus3 申請詳細情報 500 ● ●  

 ユーザ 500   Salesforce 標準オブジェクト 

 取引先 500   Salesforce 標準オブジェクト 

 《申請承認》はオプション機能（有償）です。詳細は担当営業までお問合せください。 

 

 Point 

➢ オブジェクト毎にカスタム項目の上限数がありますが、組織単位の合計です。このため、Salesforce 標

準オブジェクトの場合は Argus や他のパッケージによって追加された項目も数に含まれます。 

 

 

 

重要（必ずお読みください） 

 

カスタム項目作成後の設定について 

 

カスタム項目の作成は上限が 100～500 個です。 

しかし、1 つの画面で全ての項目を表示させた場合、動作や処理に影響が出る可能性がございます。 

作成された項目を Argus でご利用される際は、1 つの画面に対して 100 個の項目を上限として設定頂く事を

強く推奨いたします。 
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 ArgusGW に関する資料、ヘルプ機能について 

ArgusGW では、お客様専用の【Argus サポートページ】と、ご利用頂く際の【ヘルプ機能(操作ガイド)】

をご用意しています。 

 

 Argus サポートページについて 

ArgusGW をご利用中のお客様専用に【Argus サポートページ】をご用意しています。 

最新のお役立ち情報のほか、過去に配信した「Argus サポート通信」のバックナンバーなども公開してい

ます。 

 

リンク Argus サポートページ 

 このページは、ArgusGW の【管理者メニュー】からもアクセスして頂く事が可能です。 

 

【Argus サポートページ】では、以下の情報を公開しています。 

 カテゴリ 説明 

1 アップデート情報 Argus のリリースに関する情報を公開しています。 

2 各種ガイド資料 アプリケーションの設定等に関するガイド資料を公開していま

す。 

➢ インストールガイド 

➢ 設定ガイド 

➢ オプションガイド 

3 Argus テンプレート レポートやダッシュボードなどを作成できる、【Argus テンプレ

ート】のリンクを公開しています。 

4 Argus サポート通信（バックナンバー） 過去に配信した「Argus サポート通信」のバックナンバーを公

開しています。 

➢ 配信済みメール 

➢ お客様専用コンテンツ(サポート通信で配信済みのもの) 

5 その他資料 その他、Argus のご利用に関する資料を公開しています。 

（契約手続きに関する資料、動作環境、ArgusGW のご紹介な

ど） 

6 リンク 各種サイトへのリンク集です。 

（セールスフォースの各種サイト など） 

 

  

https://letty.co.jp/Customer/
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 ヘルプ機能（操作ガイド）について 

ArgusGW には、ご利用頂く際の【ヘルプ機能（操作ガイド）】をご用意しています。 

この機能は、リリースの都度見直しをしており、常時最新の情報をご案内しています。 

ヘルプページへのアクセスは 2 つの方法がございます。 

 

 内容 

1 ArgusGW で現在ご利用中のページのヘルプを参照する 

2 ヘルプページの URL から直接アクセスする 

 

３-２-１ 現在ご利用中のページのヘルプを参照する方法 

画面を開いた状態でヘルプアイコンを押下すると、その画面のヘルプページを参照することが出来ます。 

 

対象画面 ArgusGW の画面すべて 

 

1) Argus の画面右上の、〔  ヘルプアイコン 〕を押下します。 

 

 
 

2) 該当のヘルプページが表示されます。 

 

■Argus ヘルプページ
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３-２-２ ヘルプ機能の URL から直接アクセスする方法 

【ヘルプ機能（操作ガイド）】の URL は以下の通りです。 

 

URL https://letty.co.jp/Argus/help/V20/ 

 

３-２-３ ヘルプページのログイン情報について 

ヘルプページの中で、【管理者メニュー】に関するページにアクセスされる際は、『ユーザー名』、『パスワ

ード』の入力が必要です。 

 

■Argus ヘルプページ ログイン画面 

 
 

ユーザ名 Argusver2 

パスワード letstry 

 

 Point 

『ユーザ名』、『パスワード』について 

➢ 全てのお客様で共通の情報です。 

➢ 都合により変更する場合がございます。変更の際はご登録いただいている『システム担当者』様宛てにご

案内をさせて頂きます。 

 

 

https://letty.co.jp/Argus/help/V20/
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 設定の流れ 

ArgusGW の運用を開始頂く際に管理者の方に実施して頂く設定の流れは以下の通りです。 

# アプリケーション 説明 準備して頂く事 

1 Salesforce 

 

《プロファイル》を設定します。 以下を決めておくとスムーズで

す。 

➢ 《プロファイル》毎にどのオ

ブジェクトへのアクセスを許

可するか 

➢ 《権限セット》とどのように

組み合わせるか 

2 ArgusGW(Salesforce) 

 

「Salesforce 画面側の設定」より以下を

設定します。 

➢ ユーザの設定 

➢ 公開グループの設定 

➢ Argus ライセンスの設定 

➢ 休日の設定 

➢ Argus 権限の有効化 

《公開グループ》をどのように分

類するかを決めておくとスムーズ

です。 

3 ArgusGW 

 

「全体設定」より以下を設定します。 

➢ 機能の利用設定 

➢ アクセス権の設定 

《公開グループ》毎に以下を決め

ておくとスムーズです。 

➢ どの機能を使うか 

➢ どのグループへのアクセスを

許可するか 

4 ArgusGW その他、利用する機能毎に設定します。  

 

ユーザへの展開は・・・ 

➢ 利用者への情報展開 

➢ 《ユーザ》のパスワード設定／ログイン確認 

➢ 【ユーザメニュー】の設定 

 

 

 

 

 

ご利用開始 
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 プロファイル／ライセンスの設定と管理者メニューのご利用について 

ArgusGW をご利用頂く際のライセンス体系、管理者メニューご利用の条件等は以下の通りです。 

 

 ユーザのプロファイルとライセンスについて 

ArgusGW をご利用可能な《ユーザ》の「ユーザライセンス」および「プロファイル」は以下の通りで

す。 

設定項目 内容 

ライセンス 『Salesforce』もしくは、『Salesforce Platform』のいずれか 

Salesforce 標準 CRM と Salesforce AppExchange アプリケーションへのフル

アクセスを必要とするユーザ向けです。ユーザライセンスを所有する

ユーザは、すべての標準またはカスタムアプリケーションにアクセス

できます。 

Salesforce Platform 標準的な CRM 機能ではなく、カスタムアプリケーション

（Salesforce AppExchange からインストールしたものを含む）へ

のアクセスを必要とするユーザ向けです。 

➢ ArgusGW をご利用の際、『Salesforce』ライセンスを管理者用、『Salesforce Platform』

ライセンスをユーザ用として運用します。 

プロファイル 標準プロファイル ➢ 『システム管理者』のみご利用可能です。 

カスタムプロファイル ➢ 『システム管理者』以外は、カスタムプロファイルの設定が必

要です。 

➢ ArgusGW のカスタムオブジェクトに対して、基本アクセス権

限（参照・作成・編集・削除）の付与が必要です。 

➢ Salesforce に予め登録されている標準プロファイルは、ArgusGW ご利用の際に必要な

「カスタムオブジェクト権限」を設定することが出来ない為、ご利用の際にはカスタムプ

ロファイルの作成が必要です。 

 

 

重要（必ずお読みください） 

ArgusGW のみをご契約の OEM ユーザでのご利用は、ユーザライセンスを問わず 

以下の制限があります。ご注意ください。 

 

➢ CRM 機能へのアクセス権の付与や CRM 機能の使用が禁止されています。（リード、商談、ケース、ソリ

ューション、予測、キャンペーンに関する作成、参照、更新、削除など） 

➢ お客様ご自身の組織で開発されたカスタムアプリケーションへのアクセス、および使用が禁止されてい

ます。 

➢ 導入の際にご同意いただいている「SFDC サービス規約」、「Argus サービス利用契約約款」でもご案内

しております。 

 

 

https://letty.co.jp/opendocument/SFDC_agreement.pdf
https://letty.co.jp/opendocument/ArgusGW_agreement.pdf
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５-１-１ ユーザライセンス／プロファイルに関する参考リンク 

Salesforce のヘルプサイトに公開されている、「ユーザライセンス」、「プロファイル」に関する参考情報

です。 

参考リンク 

➢ ライセンスの概要 

➢ ユーザライセンス 

➢ 標準ユーザライセンス 

➢ プロファイル 

➢ プロファイルのパスワードポリシー項目 

➢ オブジェクトの権限 

 

  

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=users_licenses_overview.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=users_understanding_license_types.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=users_license_types_available.htm&type=0
https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=admin_userprofiles.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=users_profiles_password_policies_ref.htm&type=0
https://help.salesforce.com/articleView?id=users_profiles_object_perms.htm&type=0
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 管理者メニュー／ユーザメニューについて 

ArgusGW では、機能を便利にご利用頂くため設定メニューを設けています。 

ユーザにより、表示されるメニューが異なります。 

 【管理者メニュー】の表示条件は〔ArgusGW 管理者メニューの表示制御について〕にてご案内しております。 

 

機能 内容 

管理者メニュー ArgusGW の各機能のご利用について設定します。ここでの設定は、ユーザ全体に影響しま

す。 

ユーザメニュー ログインユーザの ArgusGW のご利用について設定します。ここでの設定は、ログインユー

ザのみに影響します。 

 

■管理者メニュー がある場合 

 
 

■管理者メニュー がない場合 
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５-２-１ ArgusGW 管理者メニューの表示制御について 

ArgusGW の【管理者メニュー】は、一部のユーザのみに表示されます。 

【管理者メニュー】の表示／非表示は《ユーザ》に設定する「プロファイル」により制御しています。 

 

設定項目 内容 

ライセンス 『Salesforce』 

プロファイル 以下の条件に該当する場合に、管理者メニューを表示します。 

➢ 標準プロファイルである『システム管理者』が設定されているユーザ 

➢ 「プロファイル名」が『システム管理者』で始まるカスタムプロファイルが設定されてい

るユーザ 

 

 Point 

➢ 管理者メニューの機能全てをご利用頂く際には、『システム管理者』と同等の権限が必要となります。 
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 Salesforce 画面側の設定 

ArgusGW は Salesforce を基盤に動作します。 

このため、ユーザや公開グループなどのコアな情報は Salesforce にて登録します。 

このセクションは、Salesforce 側で予め登録が必要な項目のリンクボタンを集めてあります。 

 今開かれている画面とは別のタブで開きます。 

 

■管理者メニュー ＞ Salesforce 画面側の設定 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

ユーザの設定 Salesforce の《ユーザ》設定画面へ遷

移します。 

ユーザ登録に必要な情報（※）を予めリ

ストアップして頂くと設定がスムーズで

す。 

公開グループの設定 Salesforce の《公開グループ》設定画

面へ遷移します。 

公開グループをどのように構成するか決

めておいて頂くと設定がスムーズです。 

Argus ライセンスの設定 Salesforce の《インストール済みパッ

ケージ》一覧画面へ遷移します。 

登録されているユーザの中で誰が Argus

を使われるかを予めリストアップして頂

くと設定がスムーズです。 

休日の設定 Salesforce の《休日》設定画面へ遷移

します。 

国民の祝日については、〔休日の設定〕

にて内閣府が発表しているサイトをご案

内しています。 

活動設定 Salesforce の《活動設定》画面へ遷移

します。 

スケジュール、ToDo をどのように使わ

れるかを予め検討して頂くと設定がスム

ーズです。 

機能設定 ユーザ設定に関する機能を設定します。 なし 

 登録に必要な情報については、〔ユーザの設定〕にてご案内します。 
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 ユーザの設定 

ArgusGW をご利用頂く際は、Salesforce の環境にログインしてアプリケーション(ArgusGW)を選択し

ます。このため、《ユーザ》の登録が必要です。 

 

６-１-１ ユーザ設定の手順 

 

対象画面 Argus 管理者メニュー ＞ Salesforce 画面側の設定 ＞ ユーザの設定 

Salesforce より 設定 ＞ クイック検索ボックスに『ユーザ』と入力し、「ユーザ」を選択します。 

 

1) Argus 管理者メニュー ＞ Salesforce 画面側の設定 を開きます。 

2) 〔ユーザの設定〕ボタンを押下します。 

 

■管理者メニュー ＞ Salesforce 画面側の設定画面 

 
 

3) 〔新規ユーザ〕ボタンを押下するか、編集する《ユーザ》の横にある〔編集〕ボタンを押下します。 

 

■Salesforce 設定 ＞ ユーザ ＞ ユーザ 画面 
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4) 以下の項目を入力し、〔保存〕ボタンを押下します。 

 

 
 

項目 
必

須 
内容 

最大 

文字数 

姓 ● 氏名の姓を入力します。 80 

名 ● 氏名の名を入力します。 40 

別名 ● 名前全体が納まらないリストページ、レポート、その他のページでユーザを識

別するための短縮名。姓を入力すると自動で表示されます。 

8 

ArgusGW では利用していません。 

メール ● ユーザが受信可能なメールアドレス。複数のユーザで同じメールアドレスを設

定する事も可能。 

80 

一般的には、 ”フリーアドレス” ではなく、企業で取得されているメールアド

レスを設定します。 

ユーザ名 ● ログインユーザ名。「ユーザ名」は、トライアル組織や Sandbox 組織を含む

すべての Salesforce 組織で一意、且つメールアドレスの形式である必要があ

る。（xxxx@letty.co.jp など） 

80 

一般的には、自社のメールアドレスを設定することが多い。1 つの会社が複数

の Salesforce 組織を所有する場合は、組織毎に＠より右の情報を変更して区

別します。 

ニックネーム ● コミュニティでこのユーザの識別に使用する名前。 40 
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「ユーザ名」を入力すると自動的に入力されます。 

役職  ユーザの役職。 80 

会社名  ユーザの勤務先会社名。 40 

部署  そのユーザが勤務するグループ。 80 

ユーザライセンス ● ユーザライセンスの種類。 ― 

プロファイル ● アプリケーション内でユーザがさまざまな機能を実行するための、ユーザの基

本レベルの権限を指定する管理項目。権限セットを使用して追加の権限をユー

ザに付与できる。 

― 

Argus の【管理者メニュー】を利用する場合は、設定に条件があります。 

詳細は、〔ArgusGW 管理者メニューの表示制御について〕にてご確認くださ

い。 

有効  サービスへのユーザログインを有効または無効にする管理チェックボックス。 ― 

電話  ユーザの電話番号。 40 

Fax  ユーザの FAX 番号。 40 

内線  ユーザの内線番号。 40 

携帯  携帯電話番号。 40 

従業員番号  ユーザの識別番号。 20 

タイムゾーン  ユーザが勤務する主たるタイムゾーン。 ― 

地域  ユーザの居場所を示す国または地域。 ― 

言語  ユーザの主言語。 ― 

 

 Point 

➢ OEM ライセンスユーザは、ご利用開始日（契約開始日）以降より登録が可能となります。 

➢ ArgusGW を利用可能な「ライセンス」は『Salesforce』もしくは、『Salesforce Platform』ライセンス

のいずれかです。 

➢ 【ユーザ】を新規登録する際は、『パスワードリセット』を行い、初回ログイン時にユーザ側でパスワー

ドを設定する必要があります。 
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６-１-２ ユーザの表示順序について 

ArgusGW では、ユーザの表示順序を以下のように制御しています。 

 

 制御方法 説明 

1 ArgusGW【管理者メニュー】の〔公開グループ

内ユーザ表示順の設定〕で設定した順序 

この機能を利用する際は、〔全体設定〕、および〔公開

グループ内ユーザ表示順の設定〕をご覧ください。 

2 【ユーザ】の「ユーザ表示順（数値）」の昇順 

 「ユーザ表示順」は数値項目のため、「0

（ゼロ）」から始める事は出来ません。 

この項目を利用する際は、〔Salesforce ユーザ画面に

「ユーザ表示順」を配置する方法〕をご覧ください。 

3 【ユーザ】の「名前（姓+名）」の昇順 同姓同名の場合は、《ユーザ》オブジェクトで自動的に

採番される「ID」の昇順となります。 

 

 Point 

「ユーザ表示順」の設定のヒント 

  運用例） 役職 ＞ 部署 ＞ 社員番号（昇順）で表示する 

 

  １）役職コードを以下のように設定する。 

コード 役職 

900 役員 

901 部長 

902 課長 

903 主任 

904 一般 

  ２）部署コードを以下のように設定する。 

コード 部署 

00 役員 

01 管理部 

02 営業部 

03 情報システム部 

  ３）会社で採番する「社員番号 4 桁」に予備コード「00」を付加した 6 桁を社員番号とする。 

 

➢ 上記のように決めると、「社員番号」のみ固定とし、「役職」や「部署」を人事異動に応じて変更することで

表示順の変更を容易にすることが出来ます。 

➢ 社員番号の後ろに予備用のコードを付加することにより、細かい調整も可能となります。 

➢ ArgusGW では、《ユーザ》を《公開グループ》単位で検索することが多い為、《公開グループ》をどのように

分けられるかで構成を検討頂くとより使い勝手をよくすることができます。 

 この項目は、運用を開始される前に設定されることを強くお勧めします。 

  

「ユーザ表示順（数値）」の項目は

「0(ゼロ)」から始める事ができない

為、予め先頭に「9」を付加していま

す。 
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６-１-３ Salesforce ユーザ画面に「ユーザ表示順」を配置する方法 

ArgusGW では、ユーザの表示順序を制御する為にユーザに対して「ユーザ表示順」を設定する事が可能

です。この項目を利用される場合は、ユーザレイアウト上に表示させる必要があります。 

 

対象画面 Salesforce 設定 ＞ オブジェクトマネージャ ＞ ユーザ 

 

1) オブジェクトマネージャを開いたら、検索ボックスに『ユーザ』と入力し、「ユーザ」を選択しま

す。 

 
 

2) 「ユーザページレイアウト」を選択し、ユーザが利用しているレイアウト名を選択します。 

 
 

3) クイック検索ボックスに『ユーザ』と入力します。 
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4) 「ユーザ表示順」を任意のセクションにドラッグアンドドロップして移動し、〔保存〕ボタンを押下

します。 

 
 

 

 

６-１-４ ユーザの設定に関する参考リンク 

Salesforce のヘルプサイトに公開されている、《ユーザ》に関する参考情報です。 

参考リンク 

 

➢ ユーザの表示および管理 

➢ ユーザの編集の考慮事項 

➢ ユーザのロック解除 

➢ ユーザの無効化の考慮事項 

➢ ユーザの項目 

➢ ライセンスの概要 

 

 

  

「ユーザ表示順」を任意のセクシ

ョンに移動します。 

『Argus の項目』など新しいセク

ションを作成すると、よりわかり

やすくなります。 

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=admin_users.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=users_edit_considerations.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=users_unlock.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=users_deactivate_considerations.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=user_fields.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=users_licenses_overview.htm&type=5
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 公開グループの設定 

ArgusGW では、Salesforce の《公開グループ》を活用して《ユーザ》をグループ化し、アクセス権を設

定します。ArgusGW をご利用頂く際は、はじめに《公開グループ》の設定が必要です。 

 

６-２-１ 設定手順 

 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ Salesforce 画面側の設定 ＞ 公開グループの設定 

Salesforce より 設定 ＞ ユーザ ＞ 公開グループ 

⇒クイック検索ボックスに『公開グループ』と入力し、「公開グループ」を選択します。 

 

1) ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ Salesforce 画面側の設定 を開きます。 

2) 〔公開グループの設定〕ボタンを押下します。 

 

■管理者メニュー ＞ Salesforce 画面側の設定画面 

 
 

3) 〔新規〕ボタンを押下するか、編集するグループの横にある〔編集〕ボタンを押下します。 

 

■Salesforce 設定 ＞ ユーザ ＞ 公開グループ 画面 
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4) 以下の項目を入力し、〔保存〕ボタンを押下します。 

 
 

項目 内容 

表示ラベル 画面上に表示される《公開グループ》の名称を入力します。 

グループ名 システム上で利用される《公開グループ》の名称を入力します。 

 ArgusGW では、《公開グループ》の表示順をこの項目で制御していま

す。 

階層を使用したアクセス許可 ロール階層を使用してレコードに自動アクセスできるようにする設定です。選

択すると、このグループのユーザと共有するすべてのレコードは、階層内の上

層のユーザとも共有されます。 

ユーザ／ロール／公開グループ このグループに追加する《ユーザ》、《公開グループ》を選択します。 

 ArgusGW では「ロール＆下位ロール」は対応しておりません。 

 

 Point 

➢ ArgusGW を利用する《ユーザ》に対して、1 件以上の《公開グループ》の設定が必要です。 

➢ 1 名の《ユーザ》に対して、複数の《公開グループ》を設定する事が可能です。 

➢ 《公開グループ》の下に《ロール》が設定された場合、ArgusGW では 1 階層までの読み取りが可能で

す。 

➢ 《公開グループ》の下に《公開グループ》が設定された場合、ArgusGW では 2 階層までの読み取りが

可能です。 

➢ 《公開グループ》を追加した場合は、アクセス権の設定が必要です。 
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６-２-２ 公開グループ名の設定例 

公開グループの表示順を以下のように設定したい場合のグループ名の設定例です。 

 
 

第一階層 第二階層 グループ名（設定例） 

株式会社レッティ  Group00_Letty 

管理部 Group00_01_Management 

食品衛生部 Group00_02_FoodSanitation 

第一営業部 Group00_03_sales1 

第二営業部 Group00_03_sales2 

情報システム部 Group00_09_InfoSys 

事業所  Group10_Office 

名古屋事業所 Group10_01_Nagoya 

 

 Point 

➢ 公開グループの分け方はお客様により様々ですが、一般的には組織や部門、プロジェクト単位で作成して

頂く事が多く見受けられます。 

➢ 上記の設定例は、第一階層、第二階層をそれぞれアンダースコアで表現し、表示したい順に合わせて数字

を入力する事で制御しています。 

➢ 予め各階層で最大何件のグループを作成するかをご確認頂き、最大桁数となるように先頭に 0 を付加する

事によって運用後のメンテナンスをしやすくすることが出来ます。 

➢ 数字は部門や地域に合わせて予めコード化して頂くと、追加時の影響を小さくすることが出来ます。 
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６-２-３ 運用の途中で公開グループを追加する際の手順 

運用を開始された後、組織変更などで《公開グループ》を追加される場合は、以下の手順で設定してくだ

さい。 

 

対象画面 【管理者メニュー】 ＞ 全体設定 

 

 設定画面 説明 ガイド 

1 機能の利用設定 追加した《公開グループ》に対して、どの機能を利用する

か設定します。  

2 アクセス権の設定 追加した《公開グループ》に対して、どの《公開グルー

プ》へのアクセスを許可するか設定します。  

 

上記の設定が完了したら、必要に応じて以下の設定の見直しをしてください。 

 設定画面 説明 ガイド 

1 トップページ ＞ ポー

トレットの配置設定 

トップページの配置について個別にアクセス権を設定して

いる場合は見直しをしてください。  

2 スケジュール ＞ 施設

の設定 

施設フォルダに対して個別にアクセス権を設定している場

合は見直しをしてください。  

3 掲示板 ＞ 親フォルダ

の設定 

掲示板のフォルダに対して個別にアクセス権を設定してい

る場合は見直しをしてください。 

 子フォルダの設定は、【掲示板】機能の画面より見直

しをしてください。 

 

4 文書管理 ＞ 親フォル

ダの設定 

文書管理のフォルダに対して個別にアクセス権を設定して

いる場合は見直しをしてください。 

 子フォルダの設定は、【文書管理】機能の画面より見

直しをしてください。 

 

5 リンク集 ＞ 親フォル

ダの設定 

リンク集のフォルダに対して個別にアクセス権を設定して

いる場合は見直しをしてください。 

 子フォルダの設定は、【リンク集】機能の画面より見

直しをしてください。 

 

6 申請承認 ＞ 申請書 親

フォルダの設定 

申請承認のフォルダに対して個別にアクセス権を設定して

いる場合は見直しをしてください。 

 子フォルダの設定は、【申請承認】機能の画面より見

直しをしてください。 

 

7 アドレス帳 ＞ 共有ブ

ックの設定 

アドレス帳のブックに対して個別にアクセス権を設定して

いる場合は見直しをしてください。 

 
8 アドレス帳 ＞ 個別ブ

ックの利用設定 

【アドレス帳】の機能の中で、「個別ブック」を利用する

《公開グループ》を個別に設定している場合は見直しをし

てください。 
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６-２-４ 運用の途中で公開グループを変更する際の注意点・影響について 

運用を開始された後に《公開グループ》を変更された場合には、以下についてご注意ください。 

 アクセス権の設定が可能な機能におけるそれぞれの注意点は以下のとおりです。 

 

機能 説明 

掲示板 フォルダのみでなく記事に対してもアクセス権が保存されています。 

〔親フォルダ（または子フォルダ）〕 の設定を更新した後に、当該記事を更

新（保存）するまでは変更前のアクセス権を維持します。 

文書管理 フォルダのみでなく文書に対してもアクセス権が保存されています。 

〔親フォルダ（または子フォルダ）〕 の設定を更新した後に、当該文書を更

新（保存）するまでは変更前のアクセス権を維持します。 

申請承認 作成済みの「申請書」は申請時点のアクセス権を維持します。 

 

６-２-５ 公開グループに関する参考リンク 

 

Salesforce のヘルプサイトに公開されている、《グループ》に関する参考情報です。 

参考リンク 

 

➢ 公開グループに関する考慮事項 

➢ グループメンバー種別 

➢ グループの作成と編集 

 

 

  

https://help.salesforce.com/articleView?id=user_groups_considerations.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=users_group_member_types.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=creating_and_editing_groups.htm&type=5
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 Argus ライセンスの設定 

ArgusGW をご利用頂く際には、ユーザに対して ArgusGW のライセンスを設定して頂く必要がありま

す。 

ライセンスは以下の画面より追加／削除をします。 

 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ Salesforce 画面側の設定 ＞ Argus ライセンスの

設定 

Salesforce より 設定 ＞ アプリケーション ＞ パッケージ ＞ インストール済みパッケージ 

⇒クイック検索ボックスに『インストール』と入力し、「インストール済みパッケージ」を

選択します。 

 

1) ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ Salesforce 画面側の設定 を開きます。 

2) 〔Argus ライセンスの設定〕ボタンを押下します。 

 
 

3) 「argusGroupWare」の左側にある〔ライセンスの管理〕を押下します。 
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4) パッケージマネージャ画面に遷移します。ライセンスの追加／削除はこちらの画面より設定します。 

 
 

項目名 内容 

パッケージ名 公開者が付けたパッケージの名前： 『ArgusGroupWare』 

状況 パッケージの状況。 

有効期限 購入したライセンスの条件に基づくライセンスの有効期限。 

ArgusGW は自動更新のため、通常は「有効期限はありません」と表示されま

す。 

 解約日が確定しているお客様、トライアルにてご利用中のお客様のみ日付

が表示されます。 

公開者 リストを公開した Salesforce ユーザまたは組織： 『Letty.Co.,Ltd.』 

許可されているライセンス数 このパッケージ用に購入したライセンスの合計数。 

使用ライセンス すでにユーザに割り当てられているライセンスの合計数。 

 無効なユーザに割り当てられているライセンス数も含まれます。 

 

 Point 

➢ ArgusGW を利用するユーザの追加／削除の都度、設定が必要です。 

➢ Salesforce の《ユーザ》を無効化してもライセンスは自動的には削除されません。ユーザを無効化する際

には併せてライセンスの削除が必要です。 

➢ ライセンスの追加／削除後には、〔Argus 権限の有効化〕の実行が必要です。 

➢ 《ユーザ》の詳細ページより、追加することも可能です。詳細は、Salesforce ヘルプ：〔管理パッケージ

へのライセンスの割り当て〕をご参照ください。 

 

  

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=distribution_package_user_licenses.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=distribution_package_user_licenses.htm&type=5
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６-３-１ ライセンスの追加 

ライセンスの追加手順は以下の通りです。 

 

1) 〔ユーザの追加〕ボタンを押下します。 

 

 

2) ユーザを選択し、ライセンスを追加します。 

 
 

ボタン 内容 

追加 チェックボックスを使用します。選択したユーザは「選択済みのユーザ」に表示

されます。ライセンスを割り当てるすべてのユーザをリストに入れたら、〔追加〕

ボタンを押下します。 

すべてのユーザの追加 現在のビューのすべてのユーザを選択するには、〔すべてのユーザを追加〕ボタン

を押下し、〔OK〕を押下します。 
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６-３-２ ライセンスの削除 

ライセンスの削除手順は以下の通りです。 

 

1) 〔複数ユーザを削除〕ボタンを押下します。 

 

 この時、1 名のみ削除したい場合は、「ライセンスを付与したユーザ」リストの中から当該ユーザを探し、「氏

名」の左側の〔削除〕リンクを押下することで対応が可能です。 

 

2) ユーザを選択し、ライセンスを削除します。 

 
 

ボタン 内容 

削除 チェックボックスを使用します。選択したユーザは「選択済みのユーザ」に表示

されます。ライセンスを削除するすべてのユーザをリストに入れたら、〔削除〕ボ

タンを押下します。 

すべてのユーザを削除 現在のビューのすべてのユーザを選択するには、〔すべてのユーザを削除〕ボタン

を押下し、〔OK〕を押下します。 
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６-３-１ インストール済みパッケージに関する参考リンク 

インストール済みパッケージに関する参考情報です。 

 

参考リンク 

 

➢ インストール済みパッケージの管理 

➢ インストール済みパッケージの詳細の参照 

➢ 管理パッケージへのライセンスの割り当て ※《ユーザ》画面より割り当てる方法 

➢ インストール済みパッケージへのライセンスの割り当て 

➢ インストール済みパッケージのライセンスの削除 

 

 

  

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=distribution_managing_packages.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=distribution_package_detail.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=distribution_package_user_licenses.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=distribution_assigning_user_licenses.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=distribution_removing_user_licenses.htm&type=5
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 休日の設定 

ArgusGW では、Salesforce の《休日》で登録した情報を【スケジュール】の「休日」として表示させる

ことが可能です。 

 

６-４-１ 設定手順 

 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ Salesforce 画面側の設定＞ 休日の設定 

Salesforce より 設定 ＞ 会社の設定 ＞ 休日 

⇒クイック検索ボックスに『休日』と入力し、「休日」を選択します。 

 

1) ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ Salesforce 画面側の設定 を開きます。 

2) 〔休日の設定〕ボタンを押下します。 

 
 

3) 〔新規〕ボタンを押下するか、編集する休日の横にある〔編集〕ボタンを押下します。） 

 
 

4) 以下の項目を入力し、〔保存〕ボタンを押下します。 
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項目 内容 

休日名 休日の名前を入力します。 

説明 休日に関するメモがある場合は入力します。 

日付 休日の日付を入力します。 

時間 Argus に表示させる場合は、『終日』にチェック『✓』を入れます。 

繰り返しの休日 Argus に表示させる場合は、「頻度」で『毎年』を選択します。 

 

 Point 

➢ 登録されている「休日」は日曜日同様、背景色がピンクとなり、日付の下に「休日名」が表示されます。 

➢ 「時間」の『終日』にチェック『✓』を入れた休日で、且つ『繰り返しの休日』で「頻度」が『毎年』と

なっている休日か、繰り返しではない休日が表示されます。 

➢ 繰り返しの休日で、「頻度」が『毎日』、『毎週』、『毎月』となっている休日は Argus には表示されませ

ん。 

➢ 『振替休日』、『春分の日』、『秋分の日』は年により異なりますので、都度ご確認の上でご登録ください。 

 

 

６-４-２ 国民の祝日に関する参考リンク 

内閣府で定められている国民の祝日に関する参考情報です。 

 

参考リンク 

 

➢ 「国民の祝日」について（内閣府） 

 

 

  

https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
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 活動設定 

この設定は、営業担当が行動、カレンダー、および ToDo を管理する方法を最適化します。 

 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ Salesforce 画面側の設定 ＞ 活動設定 

Salesforce より 設定 ＞ 機能設定 ＞ セールス ＞ 活動設定 

⇒クイック検索ボックスに『活動』と入力し、「活動設定」を選択します。 

 

 
 

【ArgusGW に関連する設定について】 

項目 内容 

Salesforce Classic での定期的な

行動の作成の有効化 

ユーザが指定された間隔で繰り返される行動を作成できるようにします。 

定期的な ToDo の作成の有効化 ユーザが指定された間隔で繰り返される ToDo を作成できるようにします。 

活動アラームの有効化 行動と ToDo のアラームを表示する個々の設定をユーザが設定できるよう

にします。 

複数日の行動の有効化 ユーザが開始から 1 日 (24 時間) を経過した後に終了する行動を作成でき

るようにします。 

ユーザが複数取引先責任者を

ToDo と行動に関連付けられるよ

うにする 

この機能を有効化することにより、50 件までの取引先責任者を ToDo また

は行動 (繰り返しの ToDo および行動以外) に関連付けることができま

す。 

 

６-５-１ 活動設定に関する参考リンク 

活動設定に関する参考情報です。 

 

参考リンク 

 

➢ 営業担当の活動の設定 

 

  

https://help.salesforce.com/articleView?err=1&id=customizeactivities.htm&type=5
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 機能設定 ＞ Argus 権限の有効化 

ArgusGW では、Salesforce の「権限セット」を活用しており、こちらは《ユーザ》に対して割り当てら

れます。ArgusGW をご利用頂く際には、《ユーザ》に対して“ArgusGW 専用の権限セット”を割り当てる

必要があります。 

６-６-１ Argus 権限の有効化とは 

〔Argus 権限の有効化〕の仕組みは以下の通りです。 

 権限セット プロファイル

権限セット
(yy)

権限セット
(ｘｘ)

権限セット
(Argus)

１：１ １：Ｎ

プロファイル

ユーザ

適用

影響なし 　　　　　

更新処理 （〔Argus権限の有効化〕を実行）

· ライセンスを増減した時( 正しく権限セットを設定します。)

· プロファイルを変更した時( プロファイルを更新すると権限セットが一度クリアされる為、新たに設定し直します。)

　 　　　影響なし　

 
 

６-６-２ 「権限セット」の種類 

ArgusGW より自動的に割り当てられる「権限セット」は以下の通りです。 

権限セット名 内容 

Argus Salesforce ライセンス用

権限セット 

Salesforce ライセンスがあり、「すべてのデータの編集」権限のあるユーザに

対して割り当てられる。 

➢ 「ArgusGW のカスタムオブジェクト」に対して基本アクセス、データ

管理の両方の権限を付与します。 

➢ 〈カスタム項目〉、〈クラス〉、〈ページ〉に対して権限を付与します。 

Argus 一般ユーザ用権限セット 上記以外の ArgusGW ユーザに対して割り当てられる。 

➢ 「ArgusGW のカスタムオブジェクト」に対して基本アクセスの権限を

付与します。 

➢ 〈カスタム項目〉、〈クラス〉、〈ページ〉に対して権限を付与します。 
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６-６-３ 実行の効果 

〔Argus 権限の有効化〕の実行による効果は以下の通りです。 

ボタン押下による効果 1) ArgusGW ライセンスが付与されている［ユーザ］に対して、［権限セッ

ト］を割り当てる。 

2) Argus ライセンスが付与されている［ユーザ］に対して、“Argus 利用

者”であることを認識する為の項目をユーザに設定する。 

 

６-６-４ Argus 権限の有効化が必要なタイミングについて 

〔Argus 権限の有効化〕が必要なタイミングは以下の通りです。 

 

タイミング 対象画面 実行による処理 

プロファイルの変更時 【管理者メニュー】 ＞ Salesforce 画

面側の設定 ＞ ユーザの設定 

➢ ArgusGW ライセンスのあるユーザ

に対して、割り当てられたプロファ

イルが持つライセンスに応じて、必

要な権限セットを設定し直します。 

ライセンスの増減時 【管理者メニュー】 ＞ Salesforce 画

面側の設定 ＞ Argus ライセンスの設

定 

➢ ArgusGW ライセンスのあるユーザ

に対して、Argus 用権限セットを設

定します。 

➢ ArgusGW ライセンスが失効したユ

ーザに対して、Argus 用権限セット

を削除します。 

 

 Point 

➢ Argus 用権限セットが設定出来ないライセンス（※）を設定されているユーザが、ArgusGW をご利用さ

れる場合はライセンス／プロファイルを変更して頂く必要がございます。（プロファイル変更後に再度実

行されるまで、権限セットは付与されません。） 

 

 

 Salesforce の仕様により、Visualforce ページの参照権限がない等、ArgusGW ご利用の際に必要な権限を設

定出来ないライセンスが一部ございます。ArgusGW をご利用可能なライセンスは、原則『Salesforce』、

『Salesforce Platform』と前提させて頂いております。それ以外のライセンスにてご利用されるお客様は、

営業担当までご相談くださいますようお願いいたします。 
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６-６-５ Argus 権限の有効化の手順 

〔Argus 権限の有効化〕手順は以下の通りです。 

 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ Salesforce 画面側の設定 ＞ 機能設定 ＞ Argus

権限の有効化 

 

1) ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ Salesforce 画面側の設定 を開きます。 

2) 機能設定 ＞ 〔Argus 権限の有効化〕ボタンを押下します。 

 
 

3) 「Argus 権限の有効化処理をスケジュールしました」 というポップアップメッセージが表示される

ことを確認し、〔OK〕ボタンを押下します。 

 
 

4) 処理の実行は以上で完了です。 

 

  



ArgusGW 設定ガイド － 管理者メニュー －  【Spring’22】 

 

38 / 79 Copyright © Letty Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

６-６-６ Argus 権限の有効化後の確認 

〔Argus 権限の有効化〕の実行後、正常に完了しているかの確認方法は以下の通りです。 

 

対象画面 設定 ＞ 環境 ＞ ジョブ ＞ Apex ジョブ 

 

1) Salesforce 設定画面を開きます。 

2) クイック検索ボックスに『ジョブ』と入力し、〔Apex ジョブ〕を選択します。 

 

 

3) 以下のレコードの「状況」をご確認ください。 

 

 

状態 説明 

Apex クラス 「Apex クラス」で並べ替えを実施するとより見やすくなります。 

➢ AuthorityAllocateBatch 

➢ AuthorityAllocateDeleteBatch 

➢ AuthorityUserLicenseBatch 

状況 キュー ジョブは実行待ちです。 

準備中 ジョブの start メソッドが呼び出されました。この状況は、レコー

ドのバッチサイズに応じて数分かかることがあります。 

処理中 ジョブは処理中です。 

中止 ジョブはユーザによって中止されました。 
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完了 ジョブはエラーあり/なしで完了しました。 

失敗 ジョブでシステム障害が発生しました。 

 「状況」が『失敗』となった場合は、お手数ですが Argus サポートデスクまでお問合せください。 

 

６-６-７ 権限セットに関する参考リンク 

権限セットに関する参考情報です。 

 

参考リンク 

 

➢ 権限セット 

➢ 1 人のユーザへの権限セットの割り当て 

➢ 権限セットの考慮事項 

➢ 権限セットでのアプリケーションおよびシステムの設定 

 

 

https://help.salesforce.com/articleView?id=perm_sets_overview.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=perm_sets_assigning.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=perm_sets_considerations.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=perm_sets_about_app_and_system.htm&type=5
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 全体設定 

ここでは、ArgusGW 全体の利用に関わる設定をします。 

 

■管理者メニュー ＞ 全体設定 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

機能の利用設定 どの《公開グループ》に対して、どの機

能の利用を許可するかを設定します。 

全体を通して利用する機能、一部のユー

ザで利用する機能を予め決めておいて頂

くと設定がスムーズです。 

ここを設定するまでは機能アイコンは表

示されません。 

上部メニューの設定 画面上部に表示されるタイル型のメニュ

ーを追加する場合に設定します。 

追加したいアプリケーションの URL、

名前、アイコン等 

Web サイトや Web アプリケーションの

み設定が可能です。 

上部メニューの表示順設定 画面上部に表示されるタイル型のメニュ

ーの表示順を設定します。 

 

アクセス権の設定 《公開グループ》に対するアクセス権を

設定します。 

どの《公開グループ》に対して、どの

《公開グループ》へのアクセスを許可す

るかを予め決めておいて頂くと設定がス

ムーズです。 

機能毎に設定することも可能です。 

公開グループ内ユーザ表示

順の設定 

《公開グループ》毎に、所属する《ユー

ザ》の表示順をドラッグ＆ドロップにて

設定します。 

 この機能は 全体設定 > 機能設

定 ＞ 「公開グループ指定による

ユーザ検索方法」が『1』階層検

索となっている場合のみご利用い

ただけます。 

《公開グループ》毎の《ユーザ》の表示

順序を予めリストアップして頂くと設定

がスムーズです。 

以下のお客様に活用頂けます。 
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➢ 《公開グループ》が少なく、階層

構造で設定していない。 

➢ 《公開グループ》の変更が少な

い。 

➢ 1 名の《ユーザ》が複数の《公開

グループ》に所属することが少な

い。 

Chatter 連携の設定 Chatter 連携の利用をする場合に設定し

ます。 

 

モバイル設定 モバイルの利用方法について設定しま

す。 

【Argus Mobile】の利用を許可するユ

ーザを確定し、《プロファイル》、《権限

セット》などどの方法で制御するかを決

めておいて頂くとスムーズです。 

不要データの恒久削除 ArgusGW ユーザが削除したデータを完

全に削除します。 

 

対象機能： 掲示板、文書管理、社内メ

ッセージ、リンク集 

システム管理者設定 申請承認データの添付ファイルの所有者

を設定します。 

オプション機能の申請承認をご契約いた

だいていない場合、設定の必要はありま

せん。 

機能設定 《公開グループ》選択した際の検索方法

を設定します。 

 

デフォルト設定 《公開グループ》ツリーの初期表示を設

定します。 
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 機能の利用設定 

〔機能の利用設定〕は、《公開グループ》に対してどの機能の利用を許可／禁止するかを設定します。 

 この設定が完了するまでは、ArgusGW の画面上に機能アイコンが表示されません。 

 

 
 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ 全体設定 ＞ 機能の利用設定 

 

〔機能の利用設定〕にて設定可能な項目は以下の通りです。 

 

 
 

# 項目 説明 

1 設定するグループを選択 設定する《公開グループ》に対して『チェック(✓)』を入れます。 

ツリーの上部にある「（全員）」は、《公開グループ》を問わず、全ての

《ユーザ》に対して有効となります。《公開グループ》単位で制御した

い場合、『チェック(✓)』を入れないよう、ご注意ください。 

〔全て縮小表示〕 表示している《公開グループ》のツリーを縮小表示します。 

〔全て選択〕 全ての《公開グループ》に『チェック(✓)』を入れます。 

〔選択を全て外す〕 全ての『チェック(✓)』を外します。（未選択の状態にします。） 

〔②(①)で選択したグループのメ

ニュー利用状況を更新〕 

選択した《公開グループ》のメニュー利用状況を表示します。 

《公開グループ》を複数選択した際、「利用可にする」、「利用不可にす

る」が混在する場合は、「何もしない」が選択されています。 

1 

2 

3 
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2 メニューの利用可・利用不可を設

定する。 

選択した《公開グループ》に対して、それぞれの機能の利用可否を選

択します。 

利用可にする 機能の利用を許可します。 

利用不可にする 機能の利用を禁止します。 

何もしない この機能の設定内容は変更しません。 

3 〔④ 設定を保存〕 設定した内容を保存します。 

〔✕ キャンセル〕 この画面の設定を変更せず、【管理者メニュー】に戻ります。 

 

 Point 

➢ この設定は《公開グループ》を新たに追加された際は、必ず設定してください。 

➢ 《ユーザ》が複数の《公開グループ》に登録されている場合は、「利用可にする」となっている設定が優

先されます。 

➢ 《公開グループ》の設定が階層になっている場合は、上位の《公開グループ》で「利用可にする」となっ

ている設定が優先されます。 
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 上部メニューの設定 

〔上部メニューの設定〕は、ArgusGW の上部に常に表示される機能アイコンのセクションに任意のリン

クアイコンを追加することができます。 

 

 
 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ 全体設定 ＞ 上部メニューの設定 

 

 
 

 Point 

➢ この設定を追加したら、〔機能の利用設定〕にてどの《公開グループ》に利用を許可するか設定してくだ

さい。 

 

  

アイコンを追加する事で

ArgusGW の画面からワ

ンアクションでアプリケ

ーションを開く事ができ

ます。 
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 上部メニューの表示順設定 

〔上部メニューの表示順設定〕は、ArgusGW の上部に常に表示される機能アイコンの表示順序をドラッ

グアンドドロップで変更することができます。 

 

 
 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ 全体設定 ＞ 上部メニューの表示順設定 

 

 
 

 Point 

➢ 変更したい機能名をドラッグアンドドロップで並び替える事ができます。 

➢ 【ユーザメニュー】にも同様の機能がありますが、こちらは表示／非表示の変更もできます。 
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 アクセス権の設定 

ArgusGW では、Salesforce の《公開グループ》を活用して各機能でアクセス権を設定することが可能で

す。 

 

 
 

アクセス権の設定にて設定可能な項目は以下の通りです。 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ 全体設定 ＞ アクセス権の設定 

 

 
 

# 項目 説明 

1 保存 設定内容を保存します。 

キャンセル 変更した内容をキャンセルします。【管理者メニュー】画面へ遷移します。 

設定内容の表示 現在のアクセス権の設定内容を表示します。「設定内容の表示」画面へ遷移し

ます。 

2 機能リストの選択（①） どの機能に対して設定するかを選択します。 

 機能別に設定する必要のない場合は『個別指定されていない時の設定』

を選択します。（個別指定されている場合は、そちらの設定が優先され

ます。） 

個別指定されていない時

の設定 

選択できる機能の中で個別指定されていない場合

のアクセス権の設定をします。 

スケジュール、在席確認 一覧表示、スケジュールの参加者として指定でき

る《公開グループ》 

検索可能ユーザ（アドレ

ス帳、社内 MSG） 

各機能の中でユーザを検索する際に指定できる

《公開グループ》 

電話メモ 宛先として指定できる《公開グループ》 

2 

3 

4 5 
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グループタスク 担当として指定できる《公開グループ》 

3 すべて縮小表示 表示している《公開グループ》を全て縮小表示にします。 

選択を全て外す 既に入力した『チェック(✓)』をすべて外します。 

左側：公開グループツリー

（②） 

権限を設定する《公開グループ》です。アクセス権が全く設定されていない場

合は、「公開グループ名」が ” 薄いグレー ” で表示されます。 

チェックボックスに『チェック(✓)』を入れて設定します。 

「公開グループ名」を押下すると、現在アクセス権のある《公開グループ》が

「共有設定先グループツリー」に表示されます。 

4 共有設定先グループツリー 権限を設定する《公開グループ》（②）に対してアクセス可能な「公開グルー

プ名」が表示されます。 

5 右側：公開グループツリー

（③） 

権限を設定する《公開グループ》（②）に対してアクセス権を付与する《公開

グループ》をこちらのツリーから選択します。 

移動ボタン  
公開グループツリー(③)で選択した《公開グループ》を「共有設定先グループ

名」へ移動します。 

 

 

 

 Point 

➢ 本設定は《公開グループ》を新たに追加された際は、必ず設定してください。 

➢ 本設定が未設定の《公開グループ》に所属する《ユーザ》は、スケジュール等で他の《公開グループ》の

《ユーザ》を参照することができません。 
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７-４-１ アクセス権の追加 

《公開グループ》に対して、アクセス権を追加する手順は以下の通りです。 

 

1) 以下の項目を選択します。 

 
 

# 操作 

1 「機能リスト」で設定する機能を選択します。 

 機能毎に設定を変更する必要がない場合は、初期値の『個別指定されていない時の設定』のままで問

題ありません。 

2 画面左側の公開グループツリー（②）より、今回設定したい《公開グループ》に『チェック（✓）』を入れ

ます。 

 

2) 以下の項目を設定し、設定内容を保存します。 

 
 

# 操作 

1 画面右側の公開グループツリー（③）より、アクセスを許可したい《公開グループ》を押下し、選択

〔←〕ボタンを押下します。 

 公開グループを問わず、すべてのユーザにアクセス権を付与する場合は『（全員）』を選択します。 

2 選択すると、「共有設定グループ名」に許可する《公開グループ》が表示されます。 

3 「共有設定グループ名」に表示される内容で問題がなければ、〔保存〕ボタンを押下します。 

 

3) 以下の確認メッセージが表示されたら、〔OK〕ボタンを押下します。 

 
 

  

1 

2 

１ 

2 

3 
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4) 追加の手順は以上です。“設定済み”となった《公開グループ》は、” 黒字 ”で表示されます。 

 
 

 Point 
 

➢ 複数の《公開グループ》に対して同じアクセス権を設定する場合は、画面左側の《公開グループ》（②）

で複数に『チェック(✓)』を入れてください。（最大 20 件選択可能です。） 

➢ 画面右側の《公開グループ》（③）の再上部に表示されている（全員）を選択した場合、《公開グループ》

を問わず ArgusGW を利用可能な《ユーザ》全員に対して有効（許可）となります。 

 

 

  



ArgusGW 設定ガイド － 管理者メニュー －  【Spring’22】 

 

50 / 79 Copyright © Letty Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

７-４-２ アクセス権の削除 

《公開グループ》に対して設定されているアクセス権を削除する手順は以下の通りです。 

 

1) 以下の項目を選択し、内容を確認します。 

 
 

# 操作 

1 「機能リスト」より登録済みの機能を選択します。 

 機能毎に設定を変更されていない場合は、初期値の『個別指定されていない時の設定』のままで問題

ありません。 

2 画面左側の公開グループツリー（②）より、今回設定を削除したい《公開グループ》に『チェック（✓）』

を入れ、さらにその「公開グループ名」を押下します。 

3 「公開グループ名」を押下すると、「共有設定グループ名」に現在アクセスを許可されている《公開グルー

プ》が表示されます。 

 

2) 「共有設定グループ名」に表示されている《公開グループ》の中でアクセス権を削除したいグループ

を「公開グループ名」の左側にある〔×〕マークを押下して削除します。 

 
 

3) 以下の項目を確認し、設定内容を保存します。 

 
 

# 操作 

1 「削除されると「共有設定グループ名」に表示される《公開グループ》の情報が更新されます。 

2 「共有設定グループ名」に表示される内容で問題がなければ、〔保存〕ボタンを押下します。 

 

  

1 

2 

3 

1 

２ 
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4) 以下の確認メッセージが表示されたら、〔OK〕ボタンを押下します。 

 
 

5) 削除の手順は以上です。《公開グループ》に対して、「共有設定先グループ名」で全てを削除・保存さ

れた場合は、画面左側の《公開グループ》が設定前の” 薄いグレー ”に戻ります。 

 
 

 Point 

➢ 既存の《公開グループ》を今後利用できないように設定する場合は、「共有設定先グループ名」にてすべ

ての《公開グループ》を削除していただき、画面左側の《公開グループ》②に表示されているグループ名

が薄いグレー（未設定の状態）となっている事をご確認ください。 

➢ 既存の《公開グループ》を今後利用できないように設定される際は、選択時にわかりやすくする為、該当

の公開グループ名に「※運用終了」などと付加して頂く事をお勧めいたします。 
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 公開グループ内ユーザ表示順の設定 

〔公開グループ内ユーザ表示順の設定〕は、ドラッグアンドドロップで表示順を設定します。 

 この機能は、 全体設定 > 機能設定 ＞ 「公開グループ指定によるユーザ検索方法」が『1』階層検索となって

いる場合のみご利用いただけます。 

 

 
 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ 全体設定 ＞ 公開グループ内ユーザ表示順の設定 

 

 
 

 Point 

➢ この設定は、《公開グループ》毎に設定が必要となります。ユーザ数が多いお客様は「ユーザ表示順」に

て設定されることを強くお勧めします。 
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 Chatter 連携の設定 

〔Chatter 連携の設定〕は、ArgusGW のレコードに対して Salesforce の Chatter 機能でコメントのや

りとりをする場合に利用します。 

 

 
 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ 全体設定 ＞ Chatter 連携の設定 

 

 
 

 Point 

➢ 「利用する」に『チェック(✓)』を入れて各機能を利用した場合に、自動的に Chatter 通知が送信される

機能ではありませんのでご注意ください。 
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 モバイル設定 

〔モバイル設定〕は、ArgusGW をモバイルアプリケーションで利用される際の設定をします。 

 詳細な設定方法は別紙〔ArgusGW 設定ガイド Argus Mobile〕をご確認ください。 

 

 
 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ 全体設定 ＞ モバイル設定 

 

 
 

 Point 

➢ 【Argus Mobile】は、Salesforce のモバイルアプリケーションよりご利用いただけます。 

➢ Salesforce の《プロファイル》や《権限セット》の設定で利用制限をすることができます。実際の運用を

開始される前に別紙〔ArgusGW 設定ガイド Argus Mobile〕をご確認ください。 

 

  

https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_SetupGuide_ArgusMobile.pdf
https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_SetupGuide_ArgusMobile.pdf
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 不要データの恒久削除 

〔不要データの恒久削除〕は、ArgusGW の各機能で「削除」されたデータを組織内から完全に削除する

為の機能です。 

 

 
 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ 全体設定 ＞ 不要データの恒久削除 

 

 
 

 Point 

➢ 各機能で「削除」をした場合、ArgusGW のデータとして内部で残っています。この機能は、そのデータ

を完全に削除します。 

➢ 「対象件数」が 1 件以上の場合に実行して頂くと効果があります。 
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 システム管理者設定 

「システム管理者設定」は、申請承認データの添付ファイルの所有者として活用します。 

以下の画面より設定します。このユーザには、システム管理者権限のあるユーザを設定してください。 

 《申請承認》はオプション機能（有償）です。詳細は担当営業までお問合せください。 

 

対象画面 Argus 管理者メニュー ＞ 全体設定 ＞ システム管理者設定 

 

 
 

 Point 
 

➢ システム管理者設定は申請承認データの添付ファイル所有者として利用されます。 

➢ 添付ファイルの所有者をシステム管理者ユーザに変更することにより、申請承認データに添付したファイ

ルの差替や削除といった Salesforce 画面側からの一般ユーザによる処理を防ぐことを目的とします。 

➢ Salesforce のシステム管理者は全てのデータに対しアクセス権がある為、 “Salesforce 画面からのファ

イル削除、差替等は操作可能” となるのでご注意ください。 

➢ ここで設定されているユーザは、 “無効にする事ができない” 為、ご注意ください。 
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 機能設定 

「機能設定」では、ArgusGW の利用に関する設定をします。 

設定の内容は以下の通りです。 

 

対象画面 Argus 管理者メニュー ＞ 全体設定 ＞ 機能設定 

 

 
 

設定 説明 

公開グループ指定によるユーザ検索方法 公開グループを指定し、ユーザを表示する際に検索対象

とする子グループの階層を設定します。1 階層では選択

した公開グループのみを検索し、2 階層では一つ下の子

グループも検索します。 

Salesforce ＞ 共有設定 ＞ 『参照項目にレコー

ド名を表示するための権限が必要』の設定内容を有効

にする 

Salesforce 共有設定 「参照項目にレコード名を表示す

る為の権限が必要」で『チェック(✓)あり』で設定をさ

れている場合は、この項目に『チェック(✓)』を入れて

ください。 
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 デフォルト設定 

「デフォルト設定」では、ArgusGW の利用に関する初期値を設定します。 

設定の内容は以下の通りです。 

 

対象画面 Argus 管理者メニュー ＞ 全体設定 ＞ デフォルト設定 

 

 
 

設定 説明 

公開グループツリーの初期表示時展開階層数 公開グループツリーを表示する際に初期表示で展開する

階層を 1～5 までの数字で設定します。 
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 ユーザメニューの利用制限 

ここでは、【ユーザメニュー】の利用に関する制限の設定をします。 

 

■管理者メニュー ＞ ユーザメニューの利用制限 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

機能設定 ユーザメニューの利用について設定しま

す。 

ユーザメニューの中で制限（利用を禁止 

）したい設定を予め決めておいて頂くと

設定がスムーズです。 

 

 機能設定 

設定の内容は以下の通りです。 

 

設定 説明 

Salesforce 登録情報の設定 > [私のパスワード変

更]機能を利用しない 

ユーザメニュー に〔私のパスワード変更〕ボタンを表

示しません。 

ユーザメニュー上からボタンを非表示にするだけなの

で、Salesforce 設定からのパスワード変更は可能です。 

全体設定 > [上部メニューの設定]機能を利用しな

い 

ユーザメニュー に〔上部メニューの設定〕ボタンを表

示しません。 

全体設定 > [上部メニューの表示/表示順設定]機能

を利用しない 

ユーザメニュー に〔上部メニューの表示／表示順設

定〕ボタンを表示しません。 

トップページ > [ポートレットの配置設定]を利用

しない 

ユーザメニュー に〔ポートレットの配置設定〕ボタン

を表示しません。 

トップページ > [ポートレット表示件数の設定]機

能に表示する項目を一部制限する 

ユーザメニュー 〔ポートレット表示件数の設定〕を設

定する際に一部の項目が非表示になります。 

電話メモ > [メール転送]機能を利用しない ユーザメニュー ＞ 電話メモ の設定項目が非表示に

なります。 

申請承認 > [役職][上司]設定を利用しない ユーザメニュー ＞ 申請承認 ＞ 「役職」及び「上

司」の項目を編集できないようになります。 

 

 Point 

➢ ユーザメニューにて一度登録された後で非表示とした場合、ユーザ設定の内容がそのまま残ります。 
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 トップページ 

ここでは、【トップページ】の利用に関する制限の設定をします。 

 

■管理者メニュー ＞ トップページ 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

トップページ連絡設定 ArgusGW の全ユーザ向けにトップペー

ジで表示する連絡事項を入力します。 

運用開始後、お知らせ発生の都度ご登録

ください。 

【設定例】 

➢ オフィス停電のお知らせ 

➢ システムメンテナンスのお知らせ 

➢ 社員向けコラム 

➢ 慶事の発表 

Web ポートレットの設定 Ｉフレームにて他の Web アプリケーシ

ョンを表示させる際に設定します。 

追加したいアプリケーションの URL、

タイトル、高さ 

表示させるサイトがＩフレームでの表示

を許可している場合のみ、ご利用が可能

です。 

ポートレット表示件数の設

定 

各ポートレットの表示件数を設定しま

す。 

 

ポートレットの配置設定 各ポートレットの画面配置を設定しま

す。 
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 トップページ連絡設定 

〔トップページ連絡設定〕では、ArgusGW にログインした際にはじめに表示される【トップぺージ】の

上部に全ユーザ向けのお知らせを設定する事ができます。 

 

 
 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ トップページ ＞ トップページ連絡設定 

 

■トップページ連絡設定 イメージ 

 
 

 Point 

➢ ArgusGW が利用可能なすべての《ユーザ》に対して発信したい情報を登録します。 

➢ 掲載期間、文字色、背景色を設定出来るだけでなく、本文内にリンクや画像を挿入することもできます。 
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 Web ポートレットの設定 

〔Web ポートレットの設定〕は、ArgusGW にログインした際にはじめに表示される【トップぺージ】に

表示するポートレットの中に WEB サイトやアプリケーションを表示することができます。 

 Iframe で表示可能な SSL サイトのみに対応しています。設定したい URL が対応しているかは、運用の前に必ず

ご確認ください。 

 

 
 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ トップページ ＞ Web ポートレットの設定 

 

■Web ポートレット イメージ 

 
 

 Point 

➢ この設定を追加した場合は、〔ポートレットの配置設定〕にて【トップページ】のどの位置に配置するか

を設定してください。 

➢ Web ポートレットは、設定する Web サイトやアプリケーションのセキュリティに依存します。詳細はメ

ーカー、運営先へご確認ください。 
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 ポートレット表示件数の設定 

〔ポートレット表示件数の設定〕は、ArgusGW にログインした際にはじめに表示される【トップぺー

ジ】に表示するポートレットに表示する件数を設定します。 

 

 
 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ トップページ ＞ ポートレット表示件数の設定 

 

以下の設定が可能です。 

 
 

ポートレット 項目 説明 

新着情報 表示件数 表示するレコード数を設定します。 

表示条件 【スケジュール】の新着情報の表示条件を設定します。 

スケジュール ポートレット ➢ 表示期間： 1 週間／2 週間 より選択します。 

➢ 開始曜日： 本日／開始曜日 より選択します。 

未返答一覧 ➢ 表示件数： 件数を設定します。 

➢ 表示期間： 何カ月先まで表示するかを設定します。 

ToDo 表示件数 表示するレコード数を設定します。 

電話メモ 表示件数 表示するレコード数を設定します。 

掲示板 必読表示件数 「必読」が設定されているレコードの表示件数を設定します。 
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お気に入り表示件数 「お気に入り」が設定されているレコードの表示件数を設定しま

す。 

管理者が設定するフ

ォルダ 

システム管理者が指定する表示フォルダ／レコード件数を設定しま

す。 

文書管理 必読表示件数 「必読」が設定されているレコードの表示件数を設定します。 

お気に入り表示件数 「お気に入り」が設定されているレコードの表示件数を設定しま

す。 

管理者が設定するフ

ォルダ 

システム管理者が指定する表示フォルダ／レコード件数を設定しま

す。 

社内メッセージ お気に入り表示件数 「お気に入り」が設定されているレコードの表示件数を設定しま

す。 

グループタスク 表示件数 表示するレコード数を設定します。 

 

 Point 

➢ 運用の途中で設定を変更した場合、〔保存〕ボタンを押下した段階で表示内容に反映します。 
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 ポートレットの配置設定 

〔ポートレットの配置設定〕は、ArgusGW にログインした際にはじめに表示される【トップぺージ】に

表示するポートレットの配置を設定します。 

 

 
 

対象画面 ArgusGW【管理者メニュー】 ＞ トップページ ＞ ポートレットの配置設定 

 

ポートレットの配置は、設定位置によって大きさが変化します。 

配置設定 表示結果 

 

A B C 

 

1:1:1 で表示されます。 

 

 

A B  

 

1:2 で表示されます。 

 

 

 A B 

 

2:1 で表示されます。 

 

A B C 

A B 

A B 
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A  B 

 

1:1 で表示されます。 

 

 

A   

B   

 

画面いっぱいに表示されます。 

 
 

 

 

A B 

A 

B 
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 スケジュール/施設予約 

【スケジュール／施設予約】を運用する為に必要な設定をします。 

 詳細な設定手順は別紙〔ArgusGW 設定ガイド 【スケジュール／施設予約】、【ToDo】〕をご確認ください。 

 

■管理者メニュー ＞ 【スケジュール/施設予約】 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

機能設定 スケジュール／施設予約を運用する際の

機能を設定します。 

どの機能を利用するか、予め決めておい

て頂くと設定がスムーズです。 

デフォルト設定 スケジュール／施設予約を登録する際の

デフォルト（初期）値を設定します。 

なし 

※運用に合わせて適宜ご変更ください 

スケジュール種別の設定 スケジュール種別の項目、種別に応じた

背景色を設定します。 

スケジュールを登録する際の種別（カテ

ゴリ）をリストアップして頂くと設定が

スムーズです。 

施設の設定 施設情報、および施設毎の重複予約上限

数、アクセス権などを設定します。 

施設情報をリストアップして頂くと設定

がスムーズです。 

項目の選択 スケジュール／施設予約で利用する項目

を設定します。 

ArgusGW で用意されている項目の他に

どのような項目が必要かをリストアップ

して頂くと説明がスムーズです。 

削除機能 新着情報に表示されている新着情報を一

括削除する機能です。 

なし 

 

 Point 

➢ 機能設定等、利用を迷われる場合は、初めは利用せず段階的にリリースされることをお勧めします。 

➢ 「スケジュール種別」は、ユーザメニューよりユーザ固有の登録をする事が可能です。 

➢ 施設情報はフォルダ単位でアクセス権を設定する事が可能です。 

https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_SetupGuide_ScheduleRelated.pdf
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 ToDo 

【ToDo】を運用する為に必要な設定をします。 

 詳細な設定手順は別紙〔ArgusGW 設定ガイド 【スケジュール／施設予約】、【ToDo】〕をご確認ください。 

 

■管理者メニュー ＞ ToDo 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

機能設定 ToDo を運用する際の機能を設定しま

す。 

機能をどのように利用するか、予め決め

ておいて頂くと設定がスムーズです。 

Salesforce 関連項目の設定 ToDo で利用する項目を設定します。 ArgusGW で用意されている項目の他に

どのような項目が必要かをリストアップ

して頂くと設定がスムーズです。 

 

https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_SetupGuide_ScheduleRelated.pdf
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 電話メモ 

電話メモを運用する為に必要な設定をします。 

 

■管理者メニュー ＞ 電話メモ 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

機能設定 電話メモを運用する際の機能を設定しま

す。 

機能をどのように利用するか、予め決め

ておいて頂くと設定がスムーズです。 

項目の選択 電話メモで利用する項目を設定します。 ArgusGW で用意されている項目の他に

どのような項目が必要かをリストアップ

して頂くと設定がスムーズです。 

連絡項目の設定 電話メモを登録する際に選択する連絡項

目を設定します。 

選択リストにどのような項目が必要かを

リストアップして頂くと説明がスムーズ

です。 

 

 Point 

➢ 【電話メモ】では、お客様の運用に合わせて自由に項目を追加頂くことが可能です。 

➢ 《取引先》や《取引先責任者》の参照項目を追加して運用して頂くと、Salesforce のレコードからも参照

することができ、とても便利にご利用いただけます。 

➢ 「連絡項目」の設定によっては、電話や来客のメモだけでなく社員同士の連絡ツールとしてもご利用いた

だけます。 

 

 連絡項目の設定例 

よく設定される連絡項目の例です。 

連絡項目 カラーコード 

【至急】ご連絡をお願いします #ff1b1b 

【本日中】ご連絡をお願いします #000000 

ご連絡をお願いします #000000 

ご返信ください #000000 

ご確認ください #000000 

お電話がありました #000000 

またご連絡をいただけます #000000 

伝言・連絡があります #000000 

メールを頂けます #000000 
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 在席確認 

在席確認を運用する為に必要な設定をします。 

 

■管理者メニュー ＞ 在席確認 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

機能設定 在席確認を運用する際の機能を設定しま

す。 

機能をどのように利用するか、予め決め

ておいて頂くと設定がスムーズです。 

 

 Point 

➢ 各《ユーザ》に写真を設定の上で、「一覧画面にユーザの写真を表示する」設定として頂くと、より視認

性があがり便利にご利用いただけます。 
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 掲示板 

掲示板を運用する為に必要な設定をします。 

 詳細な設定手順は別紙〔ArgusGW 設定ガイド 【掲示板】、【文書管理】〕をご確認ください。 

 

■管理者メニュー ＞ 掲示板 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

機能設定 掲示板を運用する際の機能を設定しま

す。 

機能をどのように利用するか、予め決め

ておいて頂くと設定がスムーズです。 

デフォルト設定 掲示板を登録する際のデフォルト（初

期）値を設定します。 

なし 

※運用に合わせて適宜ご変更ください 

親フォルダの設定 掲示板の親フォルダ（第一階層）の設定

をします。 

掲示板のカテゴリ（親フォルダ、子フォ

ルダ）やアクセス権をリストアップして

頂くと設定がスムーズです。 

記事の管理 登録されている記事の移動・削除・復活

を行います。 

なし 

削除機能 閲覧履歴を一括削除する機能です。 なし 

 

 Point 

➢ 【掲示板】では、お客様の運用に合わせて自由に項目を追加頂くことが可能です。 

➢ Salesforce のオブジェクトに対する参照項目を追加して運用して頂くと、Salesforce のレコードからも

参照することができ、とても便利にご利用いただけます。 

 

https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_SetupGuide_BulletinBoardAndDocument.pdf
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 文書管理 

文書管理を運用する為に必要な設定をします。 

 詳細な設定手順は別紙〔ArgusGW 設定ガイド 【掲示板】、【文書管理】〕をご確認ください。 

 

■管理者メニュー ＞ 文書管理 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

機能設定 文書管理を運用する際の機能を設定しま

す。 

機能をどのように利用するか、予め決め

ておいて頂くと設定がスムーズです。 

デフォルト設定 文書管理を登録する際のデフォルト（初

期）値を設定します。 

なし 

※運用に合わせて適宜ご変更ください 

親フォルダの設定 文書管理の親フォルダ（第一階層）の設

定をします。 

文書管理のカテゴリ（親フォルダ、子フ

ォルダ）やアクセス権をリストアップし

て頂くと設定がスムーズです。 

文書の管理 登録されている文書の移動・削除・復活

を行います。 

なし 

削除機能 閲覧履歴を一括削除する機能です。 なし 

 

 Point 

➢ 【文書管理】では、お客様の運用に合わせて自由に項目を追加頂くことが可能です。 

➢ Salesforce のオブジェクトに対する参照項目を追加して運用して頂くと、Salesforce のレコードからも

参照することができ、とても便利にご利用いただけます。 

 

https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_SetupGuide_BulletinBoardAndDocument.pdf
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 リンク集 

リンク集を運用する為に必要な設定をします。 

 

■管理者メニュー ＞ リンク集 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

デフォルト設定 リンク集を登録する際のデフォルト（初

期）値を設定します。 

なし 

※運用に合わせて適宜ご変更ください 

親フォルダの設定 リンク集の親フォルダ（第一階層）の設

定をします。 

リンクのカテゴリやアクセス権をリスト

アップして頂くと設定がスムーズです。 

 

 Point 

➢ リンク集はフォルダ単位でアクセス権を設定する事が可能です。 

➢ 「子フォルダ」は、リンク集画面より〔子フォルダの設定〕ボタンより設定が可能です。 

➢ 「個別リンク」は、リンク集画面よりユーザ固有の登録をする事が可能です 
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 申請承認（オプションをお申込みいただいたお客様のみ） 

申請承認を運用する為に必要な設定をします。 

 詳細な設定手順は別紙〔ArgusGW オプションガイド 【申請承認】〕をご確認ください。 

 

■管理者メニュー ＞ 申請承認 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

役職の設定 役職を設定し、ユーザを割り当てます。 

承認プロセス経路の設定時、役職毎に承

認操作を設定する事が出来ます。 

承認ルートに利用する「役職」「役割」

についてリストアップして頂くと設定が

スムーズです。 

役割の設定 役割を設定し、ユーザを割り当てます。 

承認プロセス経路設定時、役割を承認者

(または確認者)として設定することがで

きます。 

申請書 親フォルダの設定 申請書の親フォルダ（第一階層）の設定

をします。 

ユーザが申請の際に利用する入力画面の

フォーマットや、その承認経路を設定し

ます。 

承認の種類、承認ルートについてリスト

アップして頂くと設定がスムーズです。 

 

https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_OptionGuide_Shinsei.pdf
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 社内メッセージ 

社内メッセージを運用する為に必要な設定をします。 

 

■管理者メニュー ＞ 社内メッセージ 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

機能設定 社内メッセージを運用する際の機能を設

定します。 

機能をどのように利用するか、予め決め

ておいて頂くと設定がスムーズです。 

デフォルト設定 社内メッセージを登録する際のデフォル

ト（初期）値を設定します。 

なし 

※運用に合わせて適宜ご変更ください 

削除機能 登録済みのレコード（メッセージ、閲覧

履歴）を一括削除する機能です。 

なし 
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 アドレス帳 

アドレス帳を運用する為に必要な設定をします。 

 

■管理者メニュー ＞ アドレス帳 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

共有ブックの設定 共有ブックの登録 およびアクセス権等

の設定を行います。 

 Salesforce の《取引先》、《取引

先責任者》の他に Argus 固有の

アドレス帳が必要な場合はこちら

で設定します。 

作成したブック（フォルダ）をどの公開

グループに共有するかを決めておいて頂

くと設定がスムーズです。 

検索項目の設定 アドレス帳を検索する際の項目 および

検索結果の一覧に表示させる項目の設定

を行います。 

《取引先》、《取引先責任者》、《ユー

ザ》、および「共有ブック」「個別ブッ

ク」について、どの項目を検索対象とす

るかを決めておいて頂くと設定がスムー

ズです 

個別ブックの設定 個別ブックの利用を許可する公開グルー

プの設定を行います。 

どの公開グループに利用を許可する A

を決めておいて頂くと設定がスムーズで

す。 

個別ブックの管理 登録されている個人ブックの削除を行い

ます。 

 《ユーザ》を無効化した場合等に

活用します。 

なし 
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 グループタスク 

グループタスクを運用する為に必要な設定をします。 

 詳細な設定手順は別紙〔ArgusGW 設定ガイド 【グループタスク】〕をご確認ください。 

 

■管理者メニュー ＞ グループタスク 画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

デフォルト設定 グループタスクを登録する際のデフォル

ト（初期）値を設定します。 

なし 

※運用に合わせて適宜ご変更ください 

項目の選択 グループタスクで利用する項目を設定し

ます。 

ArgusGW で用意されている項目の他に

どのような項目が必要かをリストアップ

して頂くと設定がスムーズです。 

状況の設定 グループタスクを利用する際の、タスク

の状況として利用する項目を設定しま

す。 

どのような「状況（フェーズ）」を管理

したいかをリストアップして頂くと設定

がスムーズです。 

項目の変更履歴および分類

の設定 

グループタスクの項目の変更履歴および

分類の設定を行います。 

どの項目に対して項目の変更履歴を残し

たいかをリストアップして頂くと設定が

スムーズです。 

削除機能 登録済みのレコードを一括削除する機能

です。 

なし 

 

 Point 

➢ 【グループタスク】では、お客様の運用に合わせて自由に項目を追加頂くことが可能です。 

➢ Salesforce のオブジェクトに対する参照項目を追加して運用して頂くと、Salesforce のレコードからも

参照することができ、とても便利にご利用いただけます。 

 

https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_SetupGuide_GroupTask.pdf
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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
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 履歴 

Version 発行日 内  容 

ArgusGW Spring’22 2022/2/9 初版発行 

 


