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 はじめに 

本資料では、Argus Mobile をご利用頂く際に必要な管理者設定をご案内致します。 

 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〕 
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 機能の概要 

Argus Mobile の機能の概要は以下の通りです。 

アプリケーショ

ン 

機能概要 出来る事 

全般 Salesforce のモバイルアプリケーションの

「アプリケーションランチャー」より、

【Argus Mobile】を起動する事ができます。 

➢ プロファイル、権限セット毎の利用制限 

➢ お客様によるアプリケーション設定 

スケジュール

(モバイル) 

Salesforce のモバイルアプリケーションから

ユーザの予定の参照および登録・編集・削除

をする機能です。 

 

Salesforce の《行動》を活用している為、

Salesforce、Argus どちらから入力頂いても

構いません。 

➢ 自分の予定の参照及び新規登録、編集、

削除 

➢ 他のユーザの予定の参照及び編集、削除 

➢ 日／週／月／リスト の表示切替 

➢ 複数のユーザの予定の一覧表示（※１） 

掲示板(モバイ

ル) 

Salesforce のモバイルアプリケーションから

ArgusGW の【掲示板】で登録した情報を 

“参照” する機能です。 

➢ 記事の一覧表示 

➢ 一覧の表示切替 

➢ 「差出人」の写真表示（一覧） 

➢ 本文の一部表示（一覧） 

➢ 記事の詳細表示 

➢ 詳細／添付ファイル／フォロー の表示

切替（詳細） 

➢ 添付ファイルのプレビュー（詳細） 

文書管理(モバ

イル) 

Salesforce のモバイルアプリケーションから

ArgusGW の【文書管理】で登録した情報を

“参照” する機能です。 

➢ 記事の一覧表示 

➢ 一覧の表示切替 

➢ 「差出人」の写真表示（一覧） 

➢ 本文の一部表示（一覧） 

➢ 記事の詳細表示 

➢ 詳細／添付ファイル の表示切替（詳

細） 

➢ 添付ファイルのプレビュー（詳細） 

※1 【スケジュール(モバイル)】では 1 名あたり最大 3 件までの予定を表示します。 
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 設定の流れ 

Argus Mobile 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 

 

Argus Mobile アプリケーションの利用設定 

➢ 《プロファイル》の設定 

➢ 《権限セット》の設定 

モバイル機能の利用を許可するプロ

ファイル、ユーザを予めリストアッ

プしていただくと設定がスムーズで

す。 

2 ArgusGW 

 

ArgusGW の管理者メニュー ＞ 全体設定 

より以下の情報を設定します。 

➢ モバイル設定 
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 Salesforce【カスタムアプリケーション】に関する設定 

Salesforce の画面では、Argus Mobile のアプリケーションの利用を許可する《プロファイル》、《ユー

ザ》を設定します。また、《プロファイル》を問わず、《ユーザ》毎に設定したい場合は、《権限セット》

を活用する事で実現が可能です。 

 

➢ 《プロファイル》毎に設定する場合は、〔プロファイルの設定〕を参考に設定してください。 

➢ 《権限セット》を設定する場合は〔権限セットの設定 ※《プロファイル》毎に設定しない場合〕

を参考に設定してください。 

 プロファイルの設定手順 

Argus Mobile の利用を許可する《プロファイル》に対して設定します。 

 

対象画面 Salesforce 設定 ＞ プロファイル 

 

1) Salesforce 設定画面を開きます。 

2) クイック検索に『プロファイル』と入力し、リンクを押下します。 

3) 《プロファイル》の一覧の中から、Argus Mobile の利用を設定するプロファイルの欄の〔編集〕ボ

タンを押下します。 

 

■Salesforce プロファイル 画面（Lightning 表示） 
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4) 《プロファイル》の編集画面より、以下の 2 点を設定します。 

(a) カスタムアプリケーション設定 

カスタムアプリケーション『Argus Mobile（argusGW_Argus_Mobile_Lightning）』を利用で

きるようにする為、「参照可能」にチェック『✓』を入れます。 

 
 

(b) タブの設定 ＞ カスタムタブの設定 

Argus Mobile で利用したい機能を『デフォルトで表示』に設定します。 

 
 

項目 説明 

スケジュール(モバイル) Argus Mobile の【スケジュール】機能を利用する場合に設定します。 

掲示板(モバイル) Argus Mobile の【掲示板】機能を利用する場合に設定します。 

文書管理(モバイル) Argus Mobile の【文書管理】機能を利用する場合に設定します。 

 

5) 「説明」など必要に応じて情報を更新し、〔保存〕ボタンを押下します。 
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 Point 
 

➢ PC 版の ArgusGW では【掲示板】、【文書管理】の利用を許可するが、Argus Mobile では従来どおり

【スケジュール】のみ利用できるようにしたいという場合は、カスタムタブの設定で『タブを隠す』と

設定してください。 

※ プロファイル毎にモバイル機能自体の利用可否を設定する事、Argus Mobile の中で利用する機能

を設定する事が可能です。 

➢ プロファイルによって Argus Mobile の利用可否を分けて運用する場合は、「説明」欄に Argus Mobile

の利用可否をメモで残しておくと便利です。 
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 権限セットの設定手順 ※《プロファイル》毎に設定しない場合 

Argus Mobile の利用を《プロファイル》毎ではなく、《ユーザ》毎に設定したい場合は《権限セット》を

活用します。 

作成した《権限セット》を、Argus Mobile を利用するユーザに割り当て事でプロファイルを問わず任意

のユーザのみに Argus Mobile の利用を許可する事が可能です。 

 

対象画面 Salesforce 設定 ＞ 権限セット 

 

 Point 

  《権限セット》で Argus Mobile の利用可否を管理する場合は、以下の点にご注意ください。 

➢ 《プロファイル》での設定が有効になっていると、《権限セット》を割り当てていない場合も Argus 

Mobile が有効となります。《プロファイル》での設定は無効にしておく必要があります。 

※ 《プロファイル》、《権限セット》どちらか一方に決めて設定・運用してください。 

➢ 《ユーザ》の追加の都度、割り当ての設定〔権限セット ＞ 割り当ての管理〕が必要となります。 

 

 権限セットの作成 

はじめに、Argus Mobile の利用を許可する権限セットを作成します。 

 

1) Salesforce 設定画面を開きます。 

2) クイック検索に『権限』と入力し、「権限セット」を押下します。 

3) 〔新規〕ボタンを押下します。 

 

■Salesforce 権限セット 画面（Lightning 表示） 
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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項目の名称を入力します。 

表示ラベルがそのオブジェクトで一意であるようにしてください。 

API 参照名 システム上で利用される項目の名称を入力します。 

説明 この《権限セット》の用途、メモなどを入力します。 

【設定例】 Argus Mobile の利用を許可する為の権限セット（すべての機能） 

ライセンス ➢ この権限セットを異なるユーザおよび権限セットライセンスを持つ複数のユーザに割

り当てる場合、『--なし--』 を選択します。 

➢ 1 つのライセンスの種類のみを持つユーザにこの権限セットを割り当てる場合、特定

のユーザライセンスを選択します。 

➢ この権限セットライセンスを自動的に権限セットに割り当てる場合、特定の権限セッ

トライセンスを選択します。 
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 権限セット ＞ 割り当てられたアプリケーション 

作成した権限セットに対して、カスタムアプリケーションの Argus Mobile を利用できるように設定しま

す。 

 

1) 権限セット概要 ＞ 〔割り当てられたアプリケーション〕リンクを押下します。 

 
 

2) 〔編集〕ボタンを押下します。 
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3) 「選択可能なアプリケーション」より『argusGW.Argus Mobile

（argusGW_Argus_Mobile_Lightning）（Lightning）』を選択し、〔追加〕ボタンを押下します。 

 
 

4) 「有効化されたアプリケーション」に表示されていることを確認したら、〔保存〕ボタンを押下しま

す。 

 
 

5) 「割り当てられたアプリケーション」に表示されていることを確認します。 
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 権限セット ＞ オブジェクト設定 

作成した権限セットに対して、カスタムアプリケーションの Argus Mobile の中でどの機能(タブ)を利用

できるようにするか設定します。 

 

1) 権限セット概要 ＞ 〔オブジェクト設定〕リンクを押下します。 

 
 

2) 「オブジェクト名」より、以下の 3 つの項目にそれぞれ設定します。 

ここでは、〔掲示板(モバイル)〕を押下します。 

 
 

項目 説明 

スケジュール(モバイル) Argus Mobile の【スケジュール】機能を利用する場合に設定します。 

掲示板(モバイル) Argus Mobile の【掲示板】機能を利用する場合に設定します。 

文書管理(モバイル) Argus Mobile の【文書管理】機能を利用する場合に設定します。 
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3) 〔編集〕ボタンを押下します。 

 
 

4) タブの設定の「利用可」、「参照可能」にそれぞれチェック『✓』を入れ、〔保存〕ボタンを押下しま

す。 

 
 

5) 〔編集〕ボタンを押下します。 

6) この設定を【スケジュール(モバイル)】、【掲示板(モバイル)】、【文書管理(モバイル)】の利用する機

能に繰り返し行います。 
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 権限セット ＞ 割り当ての管理 

作成した権限セットをユーザに設定します。 

※ この作業は、Argus Mobile の利用ユーザを追加する度に必要となります。 

 

1) 権限セット概要 ＞ 〔割り当ての管理〕ボタンを押下します。 

 
 

2) 〔割り当てを追加〕ボタンを押下します。 
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3) ユーザの一覧の中から、《権限セット》を割り当てたいユーザにチェック『✓』を入れ、〔割り当て〕

ボタンを押下します。 

 
 

4) 割り当てられたユーザが一覧で表示されます。〔完了〕ボタンを押下して終了します。 

 
 

 Point 

➢ 《権限セット》で Argus Mobile の利用可否を管理する場合、ユーザ追加の都度本設定が必要となりま

す。 

 

 権限セットに関する参考 URL（Salesforce ヘルプ） 

参考リンク 

➢ 権限セット 

➢ 権限セットライセンスとは? 

➢ ユーザライセンス 

 

  

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=perm_sets_overview.htm&type=5&language=ja
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.users_permissionset_licenses_about.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.users_understanding_license_types.htm&type=5
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 ArgusGW 【管理者メニュー】の設定 

 モバイル設定 

Argus Mobile を利用する際に、一覧の表示方法やファイルの扱いについて設定します。 

※ ご利用開始の前に必ずご確認頂き、お客様の運用に合わせて設定をしてください。 

 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ 全体設定 ＞ モバイル設定 

 

■管理者メニュー ＞ 全体設定画面 

 
 

項目 説明 

モバイル設定 モバイルの利用方法について設定します。 

 

 Point 
 

➢ 【スケジュール(モバイル)】に表示される項目の設定は、現時点では PC 版の【スケジュール】と共通と

なります。 

詳細については、〔ArgusGW 設定ガイド スケジュール／施設予約／ToDo〕にてご確認ください。 

 

  

https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_SetupGuide_ScheduleRelated.pdf
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 共通設定 

 
 

項目 説明 

表示件数 ➢ 【掲示板(モバイル)】、【文書管理(モバイル)】を利用する際の 1 ペー

ジ当たりの表示件数（12～50）を設定します。 

➢ 【掲示板(モバイル)】、【文書管理(モバイル)】を利用する際の最大表

示件数（50～2000）を設定します。 

※ 登録されているデータの量によりタイムアウトエラーが発生する場

合がございます。エラーが発生した場合は表示件数を減らしてくだ

さい。 

機能設定 

ファイルプレビューを許可する 

✓あり モバイルアプリケーションからのファイルのプレビューを許

可します。 

※ この機能は Salesforce モバイルアプリケーション機能

である為、ファイルの共有等も有効化されます。運用の

際にはご注意ください。 

✓なし 添付ファイル名は表示されますが、リンクが無効化されプレ

ビューする事が出来ません。 
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 掲示板 

 
 

項目 説明 

一覧に本文を表示する ※1 行のみ表示 チェック『✓』ありの場合、一覧画面に本文を一部表示する事ができ

ます。 

一覧に閲覧 / 確認人数を表示する チェック『✓』ありの場合、一覧画面に“閲覧済み”、“確認済み”の人

数を表示する事ができます。 

ファイルタブを表示する チェック『✓』ありの場合、詳細画面に「ファイル」タブを表示し、

添付ファイルの情報を表示する事ができます。 

フォロータブを表示する チェック『✓』ありの場合、詳細画面に「フォロー」タブを表示し、

フォロー（コメント）の情報を表示する事ができます。 
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 文書管理 

 
 

項目 説明 

一覧に本文を表示する ※1 行のみ表示 チェック『✓』ありの場合、一覧画面に本文を一部表示する事ができ

ます。 

一覧に閲覧 / 確認人数を表示する チェック『✓』ありの場合、一覧画面に“閲覧済み”、“確認済み”の人

数を表示する事ができます。 

ファイルタブを表示する チェック『✓』ありの場合、詳細画面に「ファイル」タブを表示し、

添付ファイルの情報を表示する事ができます。 

 

 

重要（必ずお読みください） 

添付ファイルのプレビュー設定について 

Argus Mobile は Salesforce モバイルアプリケーションの機能で動作しています。 

このため、添付ファイルのプレビューを許可している場合に、Salesforce モバイルアプリケーションの

「共有」機能が利用できますので、必ずご認識の上でご利用ください。 

 

※ 【管理者メニュー】 ＞ 全体設定 ＞ モバイル設定 ＞ 共通設定 にて、「ファイルプレビュ

ーを許可する」にチェック『✓』が入っている場合はこの機能が有効となります。 

 

 

 

 Point 

➢ Argus Mobile でサポートされる添付ファイルの形式は、Salesforce モバイルアプリケーションの仕

様に準じます。 
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 Salesforce モバイルアプリケーションに関する参考 URL 

参考リンク 

 

➢ Salesforce ヘルプ： Salesforce モバイルアプリケーションのアクセスおよびセキュリティの制御 

➢ Salesforce ナレッジ： Salesforce for Android and iOS におけるメモ、ドキュメント、ファイル、およ

び、添付ファイルのサポート 

 

 

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.salesforce_app_security.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000332906&type=1
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000332906&type=1
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 【スケジュール(モバイル)】 

【スケジュール(モバイル)】の画面、機能について説明します。 

 メニュー ＞ 画面一覧 

【スケジュール(モバイル)】では、メニュー〔三〕アイコンより以下の画面を開く事が可能です。 

 

 

 

   
 

＃ 画面 説明 

1 月 選択した《ユーザ》の予定を 1 か月分表示します。 

2 週 選択した《ユーザ》の予定を 1 週間分表示します。 

3 日 選択した《ユーザ》の予定を 1 日表示します。 

4 リスト 選択した《ユーザ》の本日以降の予定をリスト表示します。 

スクロールする事で数か月先の予定も確認する事が可能です。 

※ 【Argus Mobile】起動時のデフォルトは、【スケジュール(モバイル)】の「リ

スト表示」です。 

5 他のユーザの予定を

参照 

《公開グループ》を選択する事で《ユーザ》を一覧表示し、選択した日付の予定を最

大 3 件ずつ確認する事が可能です。 

※ ユーザ切り替え〔＞〕ボタン押下時と同じ機能です。 

6 追加 ログイン《ユーザ》の予定を新規作成（追加）する事が可能です。 

  

■リスト表示（初期画面） ■リスト表示（初期画面） 
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#1 月表示 #2 週表示 #3 日表示 

#4 リスト表示 #5 他のユーザの予定を参照 #6 追加 
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 カスタム項目の表示イメージ 

【スケジュール(モバイル)】では、一部制限がありますが PC 版で追加されているカスタム項目を表示す

る事が出来ます。 

 

【スケジュール(モバイル)】に表示される項目は PC 版と同様、以下で設定された内容です。 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 ＞ 項目の選択 

 

■管理者メニュー設定画面 

 
 

■【スケジュール(モバイル)】詳細画面 

 

 表示順序について 

詳細画面について、PC 版とモバイル版での表示順は基本的に同じとなるようにしておりますが、モバイ

ル版では以下の項目はセットで移動・表示します。 

セットの項目の間に別の項目を表示された場合はセットの下に表示されるようになっております。 

# 項目 PC 版の表示について 

1 ※任命先、参加者、施設 「参加者」「施設」の位置は固定となっております。 

2 スケジュールタイプ、日時、アラーム 「スケジュールタイプ」は日時の中に含まれております。 

「アラーム」の位置は固定となっております。 

3 ※公開、※編集制限  
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 【スケジュール(モバイル)】 表示項目の制限について 

カスタム項目の表示について、一部制限がございます。 

現段階で、以下の項目については【スケジュール(モバイル)】では表示する事が出来ませんので予めご了

承ください。 

【スケジュール(モバイル)】で表示不可能なカスタム項目 

 

➢ レコードタイプ 

➢ 参照関係 

➢ 選択リスト（複数選択） 

➢ 地理位置情報 

➢ 時間 

➢ テキスト（暗号化） 

➢ 「複数取引先責任者」を『有効』に設定されている場合の 名前（リード/取引先責任者） 
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 PC 版とモバイル版の機能について 

Argus【スケジュール】の PC 版とモバイル版における機能の違いは以下の通りです。 

機能 PC モバイル 備考 

通常のスケジュール 施設を含まない ● ●  

施設を含む ● ● 

繰り返しのスケジュール 施設を含まない ● 参照のみ モバイル：一連の行動は参照のみ。 

施設を含む ● 参照のみ 

施設予約 ● 参照のみ  

カスタム項目の利用 ● ▲ モバイル：制限により利用できない

項目がある。 

ユーザの一覧表示 ● ▲ モバイル：参加者を選択する画面で

の一覧表示は可能。 

施設の一覧表示 ● ▲ モバイル：施設を選択する画面での

一覧表示は可能。 

任命先の変更 ● 参照のみ モバイル：ログインユーザが任命先

となるスケジュールのみ、登録可

能。 

他のユーザのスケジュール ● ● 登録／参照／編集／削除は可能。 

モバイル：登録は不可能。 

参加者の招集 ● ● 最大 1,000 人まで招集可能。 

繰り返しのスケジュール：100 人ま

で招集可能。 

モバイル：100 人まで招集可能。 

件名を参照する ● ×  

地図を表示する ● ×  

保存＆通知機能 ● ×  

アラームの設定 ● ●  
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 【掲示板(モバイル)】、【文書管理(モバイル)】 

【掲示板(モバイル)】、【文書管理(モバイル)】の画面、機能について説明します。 

 画面一覧 

ここでは、【掲示板(モバイル)】の画面を参考にご紹介します。 

＃ 画面 機能（※1） 説明 

1 一覧  表示切替 以下の条件で、記事/文書の一覧を切り替える事が可能です。 

➢ 最新 50 件 

➢ 必読 

➢ 必読（未確認） 

➢ 未読 

➢ お気に入り 

➢ 管理者が設定したフォルダ 

➢ 《ユーザ》が設定したフォルダ 

全文検索 アクセス権のあるフォルダの記事全てを対象に、記事/文書をキ

ーワード検索することが可能です。 

フォルダ 記事/文書が保存されている「フォルダ名」を表示します。 

件名 記事/文書の「件名」を表示します。 

本文 記事/文書の「本文」を 1 行のみ表示します。 

アイコン 記事/文書の状況をアイコンで表示します。 

日付 記事/文書の作成日時、更新日時を表示します。 

閲覧 / 確認 記事/文書の閲覧状況、確認状況を表示します。 

2 詳細  記事/文書の詳細な情報を表示します。 

➢ この画面を開くと、 ”既読” の状態になります。 

➢ この画面より〔確認〕、〔お気に入り〕を設定する事が可能です。 

3 ファイル  記事/文書に登録された添付ファイルを表示します。 

【管理者メニュー】にて以下を設定する事が可能です。 

➢ 「ファイル」タブの表示／非表示 

➢ 添付ファイルのプレビュー表示機能の有効／無効 

4 フォロー  記事/文書に登録されたフォロー（コメント）表示します。 

【管理者メニュー】にて以下を設定する事が可能です。 

➢ 「フォロー」タブの表示／非表示 

➢ 添付ファイルのプレビュー表示機能の有効／無効 

 

(※1)アイコンは ：掲示板 ：文書管理 です。 
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#1 一覧切替 リスト #1 全文検索  #1 一覧画面  

#2 詳細画面 #3 ファイル タブ #4 フォロー タブ 
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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 

5.6 2021/9/27 初版発行 

Summer’22 2022/5/27 掲示板（モバイル）と文書管理（モバイル）に全文検索機能を追加 
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