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 はじめに 

ArgusGW の【スケジュール】、【ToDo】は Salesforce の行動、ToDo を活用しております。 

本資料では、【スケジュール／施設予約】、および【ToDo】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 

ArgusGW の【スケジュール／施設予約】、【ToDo】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 

【スケジュール

／施設予約】 

ユーザのスケジュール（予定）や、施設の予

約状況をグループ単位で表示する事が出来る

機能です。 

ユーザがお好みのグループを作成する事も出

来るため、複数の組織(公開グループ)をまた

がる方々のスケジュール確認にも大変便利で

す。 

Salesforce の《行動》を活用している為、

Salesforce、ArgusGW どちらから入力頂い

ても構いません。 

➢ Salesforce《行動》の活用 

➢ カスタム項目の作成 

➢ 他のユーザからの編集許可設定 

➢ 日／週／月の表示切替 

➢ ユーザグループ単位での表示／アクセス

権の設定（※1） 

➢ ユーザによる任意のグループ作成 

➢ 参加要請に対する返答状況の確認 

➢ 参加者へのメール通知機能 

➢ 施設グループ単位での表示／アクセス権

の設定（※2） 

➢ 施設予約状況の重複チェック 

➢ 施設毎に最大 5 件までの重複設定 

➢ モバイル利用（Salesforce モバイル専用

アプリケーション） 

ToDo ユーザのタスク管理機能です。 

Salesforce の《ToDo》を活用しており、「自

分のタスク管理」の期日を【スケジュール】

上に表示する事が出来ます。 

また、ArgusGW では他のユーザに「依頼し

たタスク」の状況も一覧で確認する事ができ

るため、大変便利です。 

 

➢ Salesforce《ToDo》の活用 

➢ カスタム項目の作成 

➢ 「依頼したタスク」の編集 

➢ 「自分のタスク」、「依頼したタスク」の

一覧表示 

※1 ユーザのグループは、Salesforce の《公開グループ》を活用しています。 

※2 施設のグループは、ArgusGW の管理者メニューより作成する事が可能です。 
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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 

 

ArgusGW の管理者メニュー ＞ 

Salesforce 画面側の設定 より以下の情報を

設定します。 

➢ 公開グループの設定 

➢ 休日の設定 

 

2 Salesforce 

 

【スケジュール／施設予約】、【ToDo】に必要

な項目を追加します。 

 

Salesforce の《活動》オブジェク

トの標準項目、ArgusGW で追加さ

れている項目以外に必要な項目を予

めリストアップして頂くと設定がス

ムーズです。 

3 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。 

➢ アクセス権の設定 

公開グループ単位でアクセス権を設

定する為、どのグループをどのグル

ープに公開す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。 

4 ArgusGW  

 

ArgusGW の管理者メニュー ＞ スケジュ

ール/施設予約 を設定します。 

 

ArgusGW のスケジュール種別、施

設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。 

5 ArgusGW  

 

ArgusGW の管理者メニュー ＞ ToDo を

設定します。 

 

 

6 ArgusGW  

 

ArgusGW のユーザメニューより以下の情報

を設定します。 

➢ 公開グループの設定 

➢ トップページ 

➢ スケジュール/施設予約 

➢ ToDo 

ユーザ毎に設定出来る項目を予めア

ナウンスして頂くと使い勝手が向上

します。 
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 Salesforce 画面側の設定 

 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。 

【スケジュール／施設予約】機能をご利用頂く際は、はじめに《公開グループ》の設定が必要です。 

 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 

 

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／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『ユーザ』、『公開グループ』、『ロール』のみを対応して

います。（『ロール＆下位ロール』は対応していません。） 

 

 

 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。 
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 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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 公開グループに関する参考 URL 

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 

 

➢ グループとは? 

➢ 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.htm&type=5
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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 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。 

 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 

 

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。 

 

■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、編集する休日の横にある〔編集〕ボタンを押下します。 

 

■Salesforce 設定 ＞ 会社の設定 ＞ 休日 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 

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 ArgusGW 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 ArgusGW 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 ArgusGW には表示さ

れません。 

 

 

 国民の祝日に関する参考 URL 

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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 Salesforce 項目の追加 

ArgusGW 【スケジュール／施設予約】、【ToDo】では、Salesforce で用意された項目と、ArgusGW で

用意している項目があります。この他にお客様で必要な項目がある場合は Salesforce 画面より追加して

頂く必要がございます。 

 Salesforce 活動、ArgusGW 【スケジュール／施設予約】、【ToDo】の項目 

ArgusGW の項目と、Salesforce の項目の連携情報をご案内します。ArgusGW に項目があり、

Salesforce に項目がない場合は ArgusGW パッケージより作成されるカスタム項目です。 

 ArgusGW 【スケジュール／施設予約】、Salesforce《行動》の項目 

ArgusGW の【スケジュール／施設予約】および Salesforce《行動》で予め用意されている項目は以下

の通りです。 

（Lightning モード表記） 

 
ArgusGW  

Salesforce《行動》 

項目の表示ラベル 項目名 ※1 

1 割り当て先 ユーザ名 割り当て先 OwnerId 

2 グループ － 

3 件名 件名／件名を参照する 件名 Subject 

4 スケジュール種別 種別／色 － 

5 日時 通常のスケジュール 終日行動（✔なし） IsAllDayEvent 

終日のスケジュール 終日行動（✔あり） 

イベント － 

開始日 開始 StartDateTime 

終了日 終了 EndDateTime 

6 場所  場所 Location 

7 説明  説明 Description 

8 公開 公開 非公開（✔なし） IsPrivate 

非公開 非公開（✔あり） 

Argus 内のみ非公開 － 

9 予定の公開方法  予定の公開方法 ShowAs 

10 編集制限  － 

11 関連先  関連先 ※2 WhatId 

12 名前  名前 ※3 WhoId 

13 繰り返し  定期的な行動を作成 

※4 

IsRecurrence 

14 参加者 ユーザ名検索 メンバーの招集： 参加／未返答／不参加 

15 施設  － 

16 アラーム  アラーム設定 IsReminderSet 
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17 作成者，日時  作成者，日時 CreatedById，

CreatedDate 

18 最終更新者，日時  最終更新者，日時 LastModifiedById，

LastModifiedDate 

19 － 種別 Type 

 

Salesforce の各項目は、ArgusGW で利用できる項目を記載しています。 

※１ Salesforce 設定 ＞ オブジェクトマネージャ ＞ 《行動》 ＞ 項目とリレーション で確認できる項目です。 

※２ 設定できる値は、お客様の環境により異なります。Salesforce の仕組み上は、「契約、注文、キャンペーン、取引先、商談、商品、納入商品、ケース、ソリューション、

SOS セッション、コーチング」 等のデータを設定できます。 

※３ 設定できる値は、お客様の環境により異なります。Salesforce の仕組み上は、「取引先責任者、リード」のデータを設定できます。 

※４ Salesforce の Lightning モードで登録された繰り返しの予定は、ArgusGW で参照は可能ですが、編集および削除をする事は出来ません。（詳細は後述の『Lightning モー

ドで登録された【スケジュール】の参照について』をご確認下さい。） 

 

 ArgusGW 【ToDo】／Salesforce《ToDo》の項目 

ArgusGW の【スケジュール／施設予約】および Salesforce《ToDo》で予め用意されている項目は以下

の通りです。 

（Lightning モード表記） 

 
ArgusGW  

Salesforce《ToDo》 

項目の表示ラベル 項目名 ※1 

1 割り当て先 ユーザ名 割り当て先 OwnerId 

2 カテゴリ  － 

3 件名 件名／件名コンボ 件名 Subject 

4 期日 期日 期日 ActivityDate 

時刻 － 

5 優先度  優先度 Priority 

6 コメント  コメント Description 

7 状況  状況 Status 

8 アラーム  アラーム設定 IsReminderSet 

9 関連先  関連先 ※2 WhatId 

10 名前  名前 ※3 WhoId 

11 繰り返し  定期的な ToDo を作成 IsRecurrence 

12 作成者，日時  作成者，日時 CreatedById，CreatedDate 

 Salesforce の機能により、自動で設定されま

す。 

最終更新者，日時 LastModifiedById，

LastModifiedDate 

 － 種別 Type 

Salesforce の各項目は、ArgusGW で利用できる項目を記載しています。 

※１ Salesforce 設定 ＞ オブジェクトマネージャ ＞ 《ToDo》 ＞ 項目とリレーション で確認できる項目です。 

項目名が空白のものは、上記「行動の項目」に記載がなく、Salesforce の標準 ToDo 画面に表示できる項目です。 

※２ 設定できる値は、お客様の環境により異なります。Salesforce の仕組み上は、「契約、注文、キャンペーン、取引先、商談、商品、納入商品、ケース、ソリューション、

SOS セッション、コーチング」のデータを設定できます。 

※３ 設定できる値は、お客様の環境により異なります。Salesforce の仕組み上は、「取引先責任者、リード」のデータを設定できます。 
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 活動：ToDo、行動、カレンダーに関する参考 URL 

Salesforce の ToDo、行動、カレンダーに関する参考情報です。（一部抜粋） 

参考リンク 

 

➢ 活動: ToDo、行動、カレンダー 

➢ ToDo の項目 

➢ 行動の項目 

➢ 活動について把握すべき事項 

 

 

  

https://help.salesforce.com/articleView?id=activities.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=task_fields.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=event_fields.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=activities_supplemental.htm&type=5
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 カスタム項目の作成 

お客様が任意で追加されるカスタム項目は、Salesforce の画面から作成して頂く必要がございます。 

 カスタム項目の作成手順 

【スケジュール／施設予約】、【ToDo】のカスタム項目は、以下の画面より追加が可能です。 

対象オブジェクト 活動 

 

1） Salesforce 設定画面を開きます。 

2） 対象オブジェクトを表示します。 

➢ Lightning のお客様 …オブジェクトマネージャから、クイック検索に『活動』と入力し、《活動》を表示

して「項目とリレーション」に移動します。 

➢ Classic のお客様 …クイック検索に『オブジェクト』と入力し、リンクを押下します。表示されたオブジ

ェクトの一覧から《活動》を表示し、「カスタム項目&リレーション」に移動します。 

 

■Salesforce オブジェクトマネージャ 画面（Lightning 表示） 

 
 

3） 〔項目とリレーション〕を選択し、〔新規〕ボタンより、カスタム項目を作成します。 
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4） 作成したいカスタム項目の「データ型」を選択し、〔次へ〕ボタンで進みます。 

 

Salesforce で作成可能な項目のうち、ArgusGW の【スケジュール／施設予約】、【ToDo】で対応してい

る項目は以下の通りです。 

 

データ型 説明 

数式 定義した数式から値を抽出する参照のみの項目。 

設定例： 《取引先責任者》に設定されている「メールアドレス」を表示する。 

参照関係 このオブジェクトと別のオブジェクトをリンクするリレーションを作成する。 

URL 有効な Web サイトアドレスを 255 文字まで入力できます 

チェックボックス True (チェック) また False (チェックなし) の値を入力できます。 

テキスト 文字、数字、または記号を任意の組み合わせで入力できます。最大文字数を 255 文

字までに設定できます。 

テキストエリア 複数行にわたって、255 文字まで入力できます。 

パーセント 「10」などのパーセントを表す数値を入力できます。 

メール メールアドレスを入力できます。 

数値 数値を入力できます。先頭の 0 は削除されます。 

選択リスト あらかじめ定義されたリストから 1 つの値を選択できます。 

設定例： 出張申請の際に「地域」を選択する。 

選択リスト（複数選択） ユーザ定義の選択リストから複数の値を選択することができます。これらの項目で

は、各値がセミコロンで区切られます。 

通貨 ドルまたはその他の通貨で金額を入力でき、自動的に通貨形式の金額にします。 

電話 任意の電話番号を入力できます。最大 40 文字です。 

日付 日付を直接入力することも、ポップアップのカレンダーから選択することもできま

す。 

日付／時間 日付/時間を直接入力することも、ポップアップのカレンダーから選択することもで

きます。 
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注意事項（必ずお読みください） 

「数値」および「通貨」データ型について 

Salesforce の設定画面では最大桁数が整数部と小数部を足して 18 桁となっていますが、整数部を 16

桁以上にすると正常にデータを扱えない事象が報告されているため、整数部の最大桁数は 15 桁として

ください。この動作は Salesforce の内部的な特徴となります。 

 

5） 「項目の表示ラベル」、「項目名」および必要事項を入力し、〔次へ〕ボタンで進みます。 

 
 

項目 内容 

項目の表示ラベル 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。 

項目名 システム上で利用される項目の名称を入力します。 

※ 項目名がそのオブジェクトで一意であるようにしてください。 

説明 この項目の用途、メモなどを入力します。 

ヘルプテキスト この項目の用途や機能を入力すると、この項目が表示される Salesforce 標準画面および

ArgusGW の詳細・編集ページで項目をマウスオーバーする事で入力内容を表示すること

が出来ます。 

※ 255 文字まで入力する事が出来ます。 

※ 現状、ArgusGW 【スケジュール／施設予約】、【ToDo】の登録・編集画面ではヘル

プテキストに対応しておりません。 

必須項目 この項目を必須入力にする場合にチェック『✓』を入れます。 

※ 必須設定は Salesforce では行わず、ArgusGW の親/子フォルダのフォーマット設

定画面にて設定してください。 

デフォルト値 新規入力時のデフォルト値を設定します。 

子リレーション 親からみた子の関係の名称を入力します。 

※ 項目名が参照先オブジェクトで一意であるようにしてください。 
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重要（必ずお読みください） 

カスタム項目作成時の「項目名」について 

ArgusGW のパッケージで作成される項目の「項目名」は必ず『ArgusGW__』で始まります。 

一つのオブジェクト内で『ArgusGW__』を除いた項目名とお客様が作成された項目名が一致する場

合、ArgusGW ではパッケージで作成された項目のみを表示します。 

 

 【 例 】 一つのオブジェクト内で以下、ａ、ｂのように登録されている場合 

   ａ． 項目の表示ラベル：種別     項目名：ArgusGW__Category 

ｂ． 項目の表示ラベル：カテゴリ  項目名：Category 

→ArgusGW には ａの “ 種別 ” のみが表示されます。 

 

 

 Point 

➢ 「項目名」の重複を防ぐため、カスタム項目を追加される際は予めお客様独自の命名規則を決めて

名称を設定してください。 

【 例 】 

   項目名： 「U_Date」など、先頭に「U_」を付加する 

 

必ず、「項目名」は同一オブジェクト内で一意であるように設定してください。 

「項目名」について、一度登録された後で変更をされると対象機能の詳細・編集画面で表示されな

くなります。変更後は、管理者メニューより再度設定をして頂く必要がございますのでご注意くだ

さい。 

 

 

6） 作成する項目の権限をプロファイル単位で設定します。 

➢ 参照可能 … 該当項目の “参照” および “編集” が可能になります。 

➢ 参照のみ … 該当項目の “参照”のみ が可能になります。 

 
 

  



ArgusGW 設定ガイド 【スケジュール／施設予約】、【ToDo】 【Winter’22】 

 

19 / 51 Copyright © Letty Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

7） Salesforce 標準画面を利用する際にどのレイアウトに表示させるかを選択し、〔保存〕ボタンを押下

してください。 

 

 

8） データ型で「参照関係」を選択・設定する場合のみ、カスタム関連リストの設定が可能です。「関連

先」として選択したオブジェクトの詳細画面にてスケジュールの情報を表示するか否かを設定しま

す。 

  
 

 

 Point 

➢ 関連リストの表示ラベルの初期値は《オブジェクト名》です。必要に応じてお客様のわかりやすい

名前にご変更ください。 

➢ 「関連リストの追加」にチェックを入れて「関連リストを、ユーザの既存のカスタマイズ設定に追

加する」にチェックを入れて頂くと、既存ページにこのリストが追加されます。 

 

 

 項目のカスタマイズに関する参考 URL 

項目の追加に関する参考情報です。（一部抜粋） 

参考リンク 

 

➢ 項目のカスタマイズ 

➢ カスタム項目 

➢ カスタム項目の作成 

➢ カスタム項目のデータ型 

 

 

https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_fields.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_customfields.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=adding_fields.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=custom_field_types.htm&type=5
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 管理者メニュー ＞ スケジュール 

【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。 

 

■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。 

 

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。 

※ カスタム項目の追加手順は〔項目

の追加〕にてご確認ください。 

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。 

 

 

 

 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。 

 



ArgusGW 設定ガイド 【スケジュール／施設予約】、【ToDo】 【Winter’22】 

 

21 / 51 Copyright © Letty Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

 機能設定 

機能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 ＞ スケジュール/施設予約 ＞ 機能設定 

 

※ 設定を変更された際は他の設定画面へ遷移する前に必ず画面上下にある〔保存〕ボタンを押下してください。 

 
 

項目 説明 

一覧画面 複数表示における 1 ページ毎の

表示件数 

【スケジュール／施設予約】をグループ表示する際の表示件数（10

～20）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。 

他のユーザに対するスケジュールの編集/登

録/削除の際に、Salesforce > セキュテ

ィのコントロール > 共有設定 > 

『ユーザ共有ルール』 の設定内容 を有

効にする 

✓あり 設定内容に準じて、他のユーザに対する【スケジュー

ル】の[登録][編集][削除]を制限します。 

✓なし 制限なし（ArgusGW の設定の通りに動作します。） 

Salesforce > 組織プロファイル > 

『休日』 の設定内容 を Argus に表示す

る 

✓ありの場合、『休日名』を【スケジュール】に表示し、セルの背

景色をピンクに変更します。 

※ 休日の設定手順は〔休日の設定〕にてご確認ください。 

割り当て先・参加者へのメール通知機能(登

録/更新/削除) を利用する 

✓ありの場合、【スケジュール／施設予約】の詳細画面の〔保存＆

通知〕ボタンを表示します。 

※ 登録、更新、削除の際に「割り当て先」「参加者」へメール

送信する機能です。 

『SFA 行動を表示』 ボタンを表示する ✓ありの場合、【スケジュール／施設予約】の詳細画面の〔SFA 行

動を表示〕ボタンを表示します。 

※ 【スケジュール】詳細画面から Salesforce《行動》の該当レ

コード画面に遷移する機能です。 
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スケジュール概要 > 場所 > 『地図

の表示』 ボタンを表示する 

✓ありの場合、【スケジュール／施設予約】の詳細画面の〔地図の

表示〕ボタンを表示します。 

※ 「場所」が入力されている場合に地図（Google マップ）を

行事する機能です。 

スケジュール概要 > 『非公開』の予定

の登録 を許可する 

✓ありの場合、【スケジュール／施設予約】 ＞ 詳細画面 ＞ 

公開 にて「非公開」の選択肢を表示します。 

※ 「非公開」の【スケジュール】登録を許可しない場合は✓を

外してください。 

スケジュール概要 > 『Argus のみ非公

開』の予定の登録 を許可する 

✓ありの場合、【スケジュール／施設予約】 ＞ 詳細画面 ＞ 

公開 にて「Argus のみ非公開」の選択肢を表示します。 

※ 「Argus のみ非公開」の【スケジュール】登録を許可しない

場合は✓を外してください。 

スケジュール一覧画面に施設予約情報を表

示しない 

✓ありの場合、【スケジュール／施設予約】 の一覧画面上に【施

設予約】情報を表示しません。 

施設のメモをツールチップ(吹き出し)で表

示する 

✓ありの場合、【スケジュール／施設予約】 ＞ 詳細画面 にて

施設を選択する際、施設名をマウスオーバーするとメモ情報を表示

します。 

※ 施設の「メモ」に登録された情報を施設選択時に表示する機

能です。 

 

 

 Point 

➢ 『非公開』、『Argus のみ非公開』の登録を許可した状態で運用後に、禁止と変更された場合過去に登

録されたデータには影響しません。登録済みのデータの詳細画面にて編集画面を開き、〔保存〕ボタン

を押下すると変更後の設定に従って修正を促すメッセージが表示されます。 
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 デフォルト設定 

デフォルト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 ＞ スケジュール/施設予約 ＞ デフォルト設定 

 

※ 設定を変更された際は他の設定画面へ遷移する前に必ず画面上下にある〔保存〕ボタンを押下してください。 

 
 

項目 説明 

施設フォルダツリーの初期表示時展開階層

数 

【スケジュール／施設予約】 ＞ 詳細画面 にて施設を選択する

際に予め展開（開く）するフォルダの階層（1～5）を設定します。 

詳細画面 > スケジュール概要 > 『予

定の公開方法』 

「予定の公開方法」は、登録時に「非公開」、「Argus のみ非公開」

を選択した場合の他のユーザに対する表示方法です。 

予定あり 日時、『予定あり』のみが表示されます。 

外出中 日時、『外出中』のみが表示されます。 

空き時間 何も表示されません。 

詳細画面 > スケジュール概要 > 編集

制限 > 『スケジュールの登録者、割り

当て先、システム管理者と参加者以外の編

集禁止』 に✔を入れる 

✓がある場合、【スケジュール】の登録者、割り当て先、システム

管理者と参加者以外の編集を禁止するかを設定します。 

詳細画面 > 参加者/施設情報 > 『空

き施設を検索』 に✔を入れる 

✓ありの場合、空き施設を検索します(重複予約不可の施設のみ対

象)。 

 

 

 Point 

➢ ここで設定する値は、ユーザが【スケジュール／施設予約】の新規登録画面を開いた際のデフォルト

（初期）値です。ユーザが登録する際には値の変更が可能です。 
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 スケジュール種別の設定 

ArgusGW では、タイトルとは別に【スケジュール】を「スケジュール種別」を活用して分類する事が可

能です。 

その「スケジュール種別」に応じて一覧画面で表示する際に背景色を設定し、文字情報に加えて視覚的に

何のスケジュールかを区別する事が出来ます。 

 

ここでは、【スケジュール】登録時に選択する「種別」、スケジュールを表示する際の「カラー（背景

色）」を設定します。 

 

 

 Point 

➢ ここでは、基本的に複数のユーザ（Argus ユーザ全体／部門単位など）が利用する種別／背景色を設

定します。 

➢ ユーザメニュー ＞ スケジュール/施設予約 ＞ 〔スケジュール種別の設定〕 にて、ユーザ固有

の種別／背景色を自由に追加する事が可能です。 

 

 

 設定手順 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 ＞ スケジュール種別の設定 

 

1) ArgusGW 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 を開きます。 

2) 〔スケジュール種別の設定〕ボタンを押下します。 

 

■管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約画面 
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3) 〔新規登録〕ボタンを押下するか、編集する種別の右側にある〔編集〕ボタンを押下します。 

 

■施設予約 スケジュール種別の設定画面 

 
 

# 項目／操作 内容 

1 新規登録 新規登録画面へ遷移します。 

登録後は〔編集〕ボタンを押下します。 

順序確定 フォルダの表示順を確定します。 

戻る 一つ前の画面に戻ります。 

2 チェックボックス フォルダの順序を変更する場合に、『✓』を入れます。 

種別 登録した種別が表示されます。 

色 登録した色が表示されます。 

3 編集 編集画面へ遷移します。 

 

フォルダの表示順を変更したい場合にチェックボックスに『✓』を入れてこのボタ

ンを押下し、任意の位置に移動します。 

 

4) 以下の項目を入力し、〔保存〕ボタンを押下します。 

 

■施設予約 スケジュール種別の登録画面 

 
  

1 

2 3 
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項目 説明 

種別 【スケジュール】の種別（カテゴリ）を設定します。 

カラー（背景色） 【スケジュール】を表示する際の背景色を設定します。 

色の選択方法 

➢ カラーピッカーより選択 … カラーピッカーより、任意の色を選択し、

〔OK〕ボタンを押下します。（ピッカー右に表示されるバーより類似カラーを

選択する事も可能です。） 

➢ カラーコードを直接入力 … カラーピッカー下部にある入力欄にカラーコー

ドを入力し、〔OK〕ボタンを押下します。 

 

 

 Point 

➢ 「カラー」は、背景色です。濃い色を設定された場合、文字が読みづらくなるためご注意ください。 

➢ 複数の種別で同じカラーを設定される場合は、カラーコードを直接入力して頂く方法が効率的です。

（カラーコードはインターネット等でご確認ください。） 

 

 

5) 表示位置を変更する場合は、以下の手順で設定します。 

 

 
 

# 操作 

1 表示位置を変更したい「種別」に『✓』を入れます。 

※ 複数の「種別」を選択する事が可能です。 

2 
 ボタンを押下して、任意の位置に移動します。 

3 〔順序確定〕ボタンを押下して確定します。 

 

  

1 

2 

3 
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 スケジュール種別の設定例 

よく設定される種別の例です。 

種別  カラーコード 

会議／MTG 社内会議、勉強会等に利用します。 #ecffd9 

テレワーク テレワーク勤務の場合に利用します。 #d5ecff 

外出 社外へ出かける場合に利用します。 #d5ecff 

訪問 外出で、且つお客様先への訪問の場合に利用します。 #d5ecff 

出張 遠方出張の場合に利用します。 #d5ecff 

来客 自社への来客の場合に利用します。 #fffbba 

Web 商談 お客様と Web 商談をする場合に利用します。 #fffbba 

セミナー セミナー受講／開催の場合に利用します。 #ffe7d5 

Web セミナー Web セミナー受講／開催の場合に利用します。 #ffe7d5 

休暇 休暇取得の場合に利用します。 #ffd5e7 

その他 上記に該当しない場合に利用します。 未設定（白） 

 

 

 Point 

➢ 同じカラーコードが設定されていても、モニタによって濃淡などの見え方が大きく異なる場合がござ

います。予めご了承ください。 

➢ 上記の例は、カラーを「外出（オフィス不在）」、「お客様対応（オフィス在席）」、「セミナー」等、大

分類で分けています。これにより、種別を細分化して増えた場合でも色が足りなくなることを防ぐこ

とが可能です。 

 

 

 運用後に設定値を変更した際の影響について 

「種別」、「カラー（背景色）」を設定して運用した後に、設定値を変更される事による登録データへの影

響は以下の通りです。 

項目 一覧画面 編集画面 

種別 なし 

（変更前の「種別」のまま表示されます。） 

『未選択』の状態になります。 

そのまま〔保存〕ボタンを押下すると、「種

別」が『未選択』の状態で登録されます。 

カラー（背景色） なし 

（変更前の「カラー」のまま表示されま

す。） 

変更後の「カラー」が表示され、〔保存〕ボ

タンを押下すると変更後の「カラー」で登

録されます。 
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 施設の設定 

ArgusGW では、【スケジュール】を登録する際に施設（リソース）を予約する事が出来ます。また、施

設の一覧から予約状況を確認しながら登録する事も出来ます。 

 

ここでは、「種別フォルダ」、「施設名」、「重複予約上限数」を設定します。 

 設定の流れ 

# 設定内容 説明 

1 子フォルダの作成 施設フォルダを作成します。 

2 フォルダの権限設定 作成した施設フォルダに対して、アクセス権を設定します。 

3 施設情報の追加 作成した施設フォルダに対して、施設情報を登録します。 

 

 

 Point 

➢ 施設フォルダに子フォルダを作成して頂くと、《公開グループ》単位でアクセス権を設定する事が出来

ます。 

➢ 第一階層である「施設フォルダ」にはアクセス権を設定する事が出来ません。施設情報を登録される

際には、子フォルダを作成されることを強くお勧めいたします。 

➢ 施設フォルダ（グループ）の分け方は、拠点や用途で分けられるとユーザが施設を選択する際にスム

ーズです。 

【例】   （1）施設フォルダ 

   （2）本社 －－応接室 

     －－会議室 

     －－社用車Ａ 

     －－社用車Ｂ 

   （2）●●営業所 －－会議室Ａ 

        －－会議室 B 

 ※カッコ（）内の数字は階層。 

 ※リソースの数が多い場合等は、更に細分化して 3 階層目に「会議室」、「社用車」、「備品」など、 

カテゴリ分けのフォルダを作成される例もございます。 
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 設定画面 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 ＞ 施設の設定 

 

■管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 画面 

 
 

■施設予約の設定画面 

 
 

# 項目／操作 内容 

1 新規追加 施設の新規登録画面へ遷移します。 

登録後は〔編集〕ボタンを押下します。 

子フォルダの作成 子フォルダの新規登録画面へ遷移します。 

※ 現在選択しているフォルダに対して子フォルダを作成します。 

フォルダの編集 フォルダの編集画面へ遷移します。 

※ 「フォルダ名」、「表示順」を設定します。 

フォルダの権限設定 フォルダのアクセス権編集画面へ遷移します。 

2 フォルダツリー 施設フォルダの構成がツリーで表示されます。 

3 施設名 登録した「施設名」が表示されます。 

重複予約上限数 登録した「重複予約上限数」が表示されます。 

編集 施設の編集画面へ遷移します。 

ドラッグ＆ドロップ 施設の表示順を変更したい場合に該当の施設をドラッグ＆ドロップで任意の位

置に移動します。 

順序確定 フォルダの表示順を確定します。 

4 戻る 一つ前の画面に戻ります。 

1 

2 3 

4 
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 設定手順（子フォルダの作成） 

施設の子フォルダの設定手順は以下の通りです。 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 ＞ 施設の設定 ＞ 子フォル

ダの作成 

 

1) ArgusGW 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 を開きます。 

2) 〔施設の設定〕ボタンを押下し、フォルダツリーの中で”子フォルダを作成したいフォルダ”を選択し

た状態で〔子フォルダの作成〕ボタンを押下します。 

3) 以下の項目を入力し、〔保存〕ボタンを押下します。 

 
 

 

項目 説明 

施設フォルダ名 施設フォルダの名前を入力します。 

表示順 フォルダの表示順を入力します。 

※ 未入力の場合、同じ数字が入力されている場合は、フォルダ名の文字コード

（UTF-8）順に並びます。 

 

 

 Point 

➢ 子フォルダは 最大 5 階層 まで作成が可能です。 

➢ 子フォルダを作成する際は、親となるフォルダを選択した状態で〔子フォルダの作成〕ボタンを押下

します。 

➢ 「施設」情報を別の「フォルダ」に移動する事は可能ですが、「フォルダ」を移動する事はで出来ませ

ん。予めフォルダ構成を検討された上で作成されることを推奨します。 
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 設定手順（フォルダの権限設定） 

施設フォルダの権限設定の手順は以下の通りです。 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 ＞ 施設の設定 ＞ フォルダ

の権限設定 

 

1) ArgusGW 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 を開きます。 

2) 〔施設の設定〕ボタンを押下し、フォルダツリーの中で”権限設定したいフォルダ”を選択した状態で

〔フォルダの権限設定〕ボタンを押下します。 

3) 以下の項目を入力し、〔保存〕ボタンを押下します。 

 
 

# 操作 

1 画面右側のフォルダツリーから、このフォルダにアクセス権を付与したい《公開グループ》を選択し、

〔 ← 〕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 フォルダに対するアクセス権を設定します。 

参照 フォルダの参照を許可します。 

登録・更新 フォルダの登録・更新を許可します。（フォルダの編集、子フォルダの作成が可能で

す。） 

※ 管理者メニューを利用できるユーザに限定されます。 

3 〔保存〕ボタンを押下して確定します。 

 

  

2 1 

3 
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 設定手順（施設情報の追加） 

施設情報の追加手順は以下の通りです。 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 ＞ 施設の設定 ＞ 新規追加 

 

1) ArgusGW 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 を開きます。 

2) 〔施設の設定〕ボタンを押下し、フォルダツリーの中で”施設を追加したいフォルダ”を選択した状態

で〔新規追加〕ボタンを押下します。 

3) 以下の項目を入力し、〔保存〕ボタンを押下します。 

 

■施設の登録・編集画面 

 
 

項目 説明 

フォルダの場所 施設を登録するフォルダの場所です。 

※ 変更する場合は、〔参照〕ボタンを押下して任意のフォルダを選択します。 

施設名 施設の名前を入力します。 

重複予約上限数 この施設に対して重複して予約可能な件数を入力します。 

『1』件 1 件の施設に対して重複して予約する事はできません。 

『2』～『5』件 設定された件数を超えて登録しようとした際にエラーメッセ

ージを表示します。 

メモ 施設のメモ情報を入力します。 

ここで設定した内容は、ユーザが【スケジュール／施設予約】画面にて施設を選択

する際、施設名をマウスオーバーした際に表示する事が出来ます。 

設定例： 定員、ルール等を入力する。 

設定画面 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 ＞ 機能設定 

＞ 施設のメモをツールチップ(吹き出し)で表示する  

設定値 ➢ 『✓あり』 … ツールチップ表示する 

➢ 『✓なし』 … ツールチップ表示しない 
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 Point 

➢ 繰り返しの【スケジュール】で「重複予約上限数」が『2』件以上で設定されている場合、お客様の運

用によってはシステムが対応可能な重複チェックの件数を超える場合がございます。この場合は「施

設の重複チェックに失敗しました。日時もしくは繰り返し条件を調整し、予定の期間を短くしてくだ

さい。」と表示されますので、メッセージの通りチェックの対象となる件数を減らした上で再度ご登録

ください。 

➢ この仕様は Argus モバイルも同様です。 
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 項目の選択 

ArgusGW の【スケジュール／施設予約】では、お客様が任意で追加された「カスタム項目」を利用する

事ができます。 

ここでは、Salesforce の《活動》オブジェクトに対して追加された項目を選択し、表示位置を設定しま

す。 

 

 項目の選択手順 

項目を設定する際の手順は以下の通りです。 

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 ＞ スケジュール/施設予約 画面 

 
 

※ 設定を変更された際は他の設定画面へ遷移する前に必ず画面上下にある〔保存〕ボタンを押下してください。 

1) ArgusGW 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 を開きます。 

2) 項目の選択 にてスケジュール/施設予約で利用する項目を選択し、位置を設定します。 

 

■項目の選択画面 

 
 

# 操作 

1 左側の枠より、追加したい項目を選択します。 

2 
〔 →選択 〕ボタンを押下し、右側の枠へ追加します。 

1 2 3 
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選択済み項目を削除する場合は、右側の枠から削除したい項目を選択し、〔 ←削除 〕ボタンを押下しま

す。 

3 
項目の位置を  ボタンを押下して任意の位置に移動します。 

 画面上部、若しくは下部にある〔保存〕ボタンを押下して確定します。 

 

 

 Point 

➢ カスタム項目の作成方法は先述の〔 Salesforce 項目の追加 ＞ 項目の作成手順 〕をご確認くださ

い。 

➢ 一部の Salesforce 側で制御している項目について、ArgusGW で表示をしてもご利用頂けない項目に

ついては非表示とさせて頂いています。 
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 Argus モバイル カスタム項目の表示イメージ 

Argus モバイルの【スケジュール】については、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。 

 

Argus 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 

 
 

■Argus モバイル詳細画面 

 

 Argus モバイル 表示順序について 

詳細画面について、PC 版と Argus モバイル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、

Argus モバイル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 ※割り当て先、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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 Argus 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 Argus 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。 

Argus モバイル上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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 削除機能 

ArgusGW ではトップページに「新着情報」として様々な情報を集約して表示させることが可能です。こ

こでは、指定した期日以前の【スケジュール】の新着情報を一括で削除する事が出来ます。 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 ＞ 削除機能 

 ＞ スケジュール 新着情報の一括削除 

 

■管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 画面 

 

1) ArgusGW 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 を開きます。 

2) 削除機能 ＞ スケジュール 新着情報の一括削除 にて、削除したい『年月日』（スケジュールの作

成日）を入力し、〔削除〕ボタンを押下します。 

 

■項目の選択画面 

 

 

 

 Point 

➢ 全ユーザを対象に実行します。実行の際には予めユーザ様にアナウンスをして頂くか、予め運用ルー

ルを決めて頂く事を推奨します。 

➢ 『年月日』の入力はトップページに表示される【スケジュール】新着情報の「更新日時」です。 

➢ 入力された『年月日』以降に作成された【スケジュール】の新着情報は削除されません。 
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 管理者メニュー ＞ ToDo 

【ToDo】を運用する為に必要な設定をします。 

 

■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。 

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。 

Salesforce 関連項目の選択 【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

して頂くと説明がスムーズです。 

※ カスタム項目の追加手順は〔項目

の追加〕にてご確認ください。 
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 機能設定 

機能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 ＞ ToDo ＞ 機能設定 

 

※ 設定を変更された際は他の設定画面へ遷移する前に必ず画面上下にある〔保存〕ボタンを押下してください。 

 
 

項目 説明 

詳細画面 > 割り当て先へのメール通知

機能(登録/更新/削除) を利用する 

✓ありの場合、【スケジュール／施設予約】の詳細画面の〔保存＆

通知〕ボタンを表示します。 

※ 登録、更新、削除の際に「割り当て先（依頼者）」へメール

送信する機能です。 
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 Salesforce 関連項目の選択 

項目を設定する際の手順は以下の通りです。 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ ToDo ＞ Salesforce 関連項目の選択 

 

ToDo にて利用する項目を選択・設定します。 

 
 

※ 設定を変更された際は他の設定画面へ遷移する前に必ず画面上下にある〔保存〕ボタンを押下してください。 

 

1) ArgusGW 管理者メニュー ＞ スケジュール/施設予約 を開きます。 

2) Salesforce 関連項目の選択 にて ToDo で利用する項目を選択し、位置を設定します。 

 

■項目の選択画面 

 
 

# 操作 

1 左側の枠より、追加したい項目を選択します。 

2 〔 →選択 〕ボタンを押下し、右側の枠へ追加します。 

選択済み項目を削除する場合は、右側の枠から削除したい項目を選択し、〔 ←削除 〕ボタンを押下しま

す。 

3 
項目の位置を  ボタンを押下して任意の位置に移動します。 

4 画面上部、若しくは下部にある〔保存〕ボタンを押下して確定します。 

 

 

 Point 

➢ カスタム項目の作成方法は先述の〔 Salesforce 項目の追加 ＞ 項目の作成手順 〕をご確認くださ

い。 

 

ｄ 

1 2 3 
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 ユーザメニュー 

【スケジュール／施設予約】、【ToDo】の使い勝手を良くするため、ご利用の際に【ユーザメニュー】の

設定をアナウンスされることを推奨します。 

※ この画面の設定は、【ユーザメニュー】を開いた状態で画面右上の〔ヘルプ  〕ボタンを押下して頂くと

Web マニュアルを参照する事が可能です。（ユーザ ID／パスワードは必要ありません。） 

 公開グループの設定 

ArgusGW の機能を利用する際にデフォルト表示したい公開グループや、ユーザ任意のグループを設定し

ます。 

対象画面 ArgusGW ユーザメニュー ＞ 公開グループの設定 

 

■ユーザメニュー ＞ 公開グループの設定画面 

 

 

項目 説明 

デフォルト設定 主グループ データを登録する際の自分の所属グループを選択します。 

※ 初回ログインの際に各ユーザにてご設定ください。 

スケジュール、在

席確認 

【スケジュール】、在席確認 を開いた際にはじめに表示する《公

開グループ》を選択します。 

私のグループ設定 機能毎にユーザの任意でグループを作成します。 

※ よく参照する《ユーザ》のグループ、「施設」のグループを自由にグループ化す

ることが可能です。 

 

 

 Point 

➢ 設定された「主グループ」は、スケジュール一覧画面でユーザ名の下に表示されます。各ユーザが自

身の所属する《公開グループ》を選択されると、一覧上で部署名まで確認できるようになり、より便

利にご利用頂けます。 

➢ 「私のグループ設定」にて《ユーザ》を登録する際は、一番初めにログインユーザ（自分）を登録さ

れるとより便利にご利用頂けます。 

➢ 「施設フォルダ」をリソースの種類で分ける運用をされる場合は「私のグループ設定」にてよく選択

される施設をグループ化し、デフォルト設定にて選択して頂くと便利にご利用頂けます。 
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 トップページ 

ArgusGW の【トップページ】に表示する情報を設定します。 

対象画面 ArgusGW ユーザメニュー ＞ トップページ 

 

■ユーザメニュー ＞ トップページ画面 

 
 

項目 説明 

ポートレット表示件数の

設定 

【トップページ】にある各ポートレットの表示件数を設定します。 

【スケジュール】は、【新着情報】、【スケジュール】の 2 つのポートレットに情報を表

示する事が出来ます 

※ デフォルトは管理者メニューで設定されている内容が表示されます。 

ポートレットの配置設定 【トップページ】にある各ポートレットの画面配置を設定します。 

※ デフォルトは管理者メニューで設定されている内容が表示されます。 

 

  



ArgusGW 設定ガイド 【スケジュール／施設予約】、【ToDo】 【Winter’22】 

 

44 / 51 Copyright © Letty Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

 スケジュール／施設予約 

ArgusGW の【スケジュール／施設予約】機能を利用する際の項目の表示方法やデフォルト値を設定しま

す。 

対象画面 ArgusGW ユーザメニュー ＞ スケジュール／施設予約 

 

■ユーザメニュー ＞ 【スケジュール／施設予約】画面 

 
 

項目 説明 

表示設定 開始曜日 1 週間の始まりの曜日を『日曜日』、『月曜日』より選択します。 

始業時間 スケジュール表示の際の始業時間～終業時間を設定します。 

時刻入力間隔 ArgusGW モバイル（Salesforce モバイルアプリケーション）よ

りスケジュールを登録・編集する際の時刻の入力間隔を『1 分』、

『5 分』、『10 分』、『15 分』より選択します。 

機能設定 【スケジュール】

上に ToDo を表示

する 

【スケジュール】画面に未完了の《ToDo》を表示する場合は

『✓』を入れます。 

デフォルト設定 施設フォルダ 【施設予約】 を開いた際にはじめに表示する「施設フォルダ」

を選択します。 

登録および編集時 参加者 ＞ 公開グ

ループ 

【スケジュール／施設予約】の登録・編集

時にはじめに表示する《公開グループ》を

選択します。 

施設 ＞ 施設フォ

ルダ 

【スケジュール／施設予約】の登録・編集

時にはじめに表示する「施設フォルダ」を

選択します。 

スケジュール種別の設定 管理者が設定した「スケジュール種別」以外にユーザ個別で追加したい場合に設定し

ます。 

 

 

 Point 

➢ 「デフォルト設定」について、施設フォルダ、公開グループ共に「私のグループ設定」にて作成して

頂いた個人のグループを選択する事が可能です。 
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 ToDo 

ArgusGW の【ToDo】を利用する際のカテゴリの設定をします。 

対象画面 ArgusGW ユーザメニュー ＞ ToDo 

 

■ユーザメニュー ＞ ToDo 画面 

 
 

項目 説明 

カテゴリの設定 管理者が設定した「カテゴリ」以外にユーザ個別で追加したい場合に設定します。 
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 スケジュール／施設予約、ToDo の仕様について 

 スケジュール／施設予約、ToDo の制限等 

ArgusGW の【スケジュール／施設予約】、【ToDo】で設定されている登録の上限は以下の通りです。 

内容 最大数 説明 

参加者の招集人数 通常の行動 1,000 人 Salesforce の仕様に準ずる。 

繰り返し 100 人 

1 件のスケジュールに対する、施設の選択 10 件  

1 つの施設に対する、同時間帯の重複予約可能設

定 

5 件 設定方法は〔設定手順（施設情報の追加）〕

にてご案内しています。 

1 つの組織に対する、《活動》オブジェクトへのカ

スタム項目の追加可能件数 

100 個 Salesforce の仕様に準ずる。 

※ ArgusGW では 18 個のカスタム項目

を使用しています。 

ToDo の割り当て先の選択可能人

数 

通常 100 名 Salesforce の仕様に準ずる。 

繰り返し 1 名 
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 ArgusGW の施設情報と紐づく【スケジュール】の編集について 

ArgusGW の【スケジュール】および【施設予約】機能では、「施設情報」を予約する際に施設に対し

て同日同時刻に重複して登録されないようにチェック・制御する機能を実装しています。 

このため、Salesforce 標準の《行動》画面からの編集に対して以下の影響がある事をご了承ください。 

 

区分 条件 

対象データ ArgusGW にて「施設情報」と紐づけられたスケジュール 

影響内容 「施設情報」は ArgusGW 固有のカスタムオブジェクトです。 

このため、Salesforce 標準の《行動》画面から該当スケジュールの「日時」を変更

する事は出来ません。「日時」の変更が必要な場合は、ArgusGW より編集をして頂

く必要があります。 

▼Salesforce の《行動》の「日時」に該当する項目は以下の通りです。 

➢ 「開始」 

➢ 「終了」 

➢ 「終日行動」のチェックボックス 

➢ 「繰り返し」の頻度 

➢ 「繰り返し」の終了日 

影響範囲 ArgusGW ライセンスの有無を問わず発生 

「日時」以外の項目の更新への影響はなし 
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 Lightning モードで登録された【スケジュール】の参照について 

ArgusGW は Lightning モードでご利用頂けますが、Salesforce Classic にて開発しております。 

Salesforce Lightning モードで登録された【スケジュール】についての仕様は以下の通りです。 

 

Lightning モードで登録された【スケジュール】の挙動 

 

➢ Salesforce Lightning モードにて “登録” された一連の行動を “編集” される際は ArgusGW ではなく

Salesforce の画面にて実施してください。 

➢ 定期的な行動（一連の行動）を Salesforce 側で更新される際は、登録時と同じモードにて実施してくださ

い。（ArgusGW で繰り返しの予定を作成された場合は、「Classic モードの定期的な行動」として登録され

ます。） 

 

 

 

 Point 

➢ 2020 年 1 月バージョンにて、Salesforce Lightning モードにて “登録” された一連の行動につい

て、PC 版、モバイル版ともに ArgusGW からの ”参照” が可能となるように改修しています。 

➢ “編集” については現時点ではセールスフォース・ドットコム社より提供されているプログラム

（API）で対応されていない為、開発が不可能という状況です。 
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 ArgusGW 【スケジュール／施設予約】とモバイルの機能について 

ArgusGW 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(定期

的な行動) 

施設を含まない ● 参照のみ  

施設を含む ● 参照のみ 

繰り返しのスケジュール(一連

の行動) 

施設を含まない ● 参照のみ PC・モバイル：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：選択日の予定を最大 3 件

まで表示可能。 

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。 

割り当て先の変更 ● 参照のみ モバイル：ログインユーザが割り当

て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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 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 

４．21．2 2020/10/31 初版発行 

Winter’22 2022/1/25 Winter’22 の更新内容を反映 

Spring’22 2022/3/3 Spring’22 の更新内容を反映 

 


