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 はじめに 

本資料は、『ArgusGW Summer’21』 のリリースに関する情報をまとめたガイド資料です。 

リリースノート、リリースノートに記載されているアップデート内容に関する詳細情報をご案内してお

ります。 

 

 リリース情報 

パッケージ名 argusGroupWare 

リリース名 ArgusGW Summer’21 

リリースバージョン Ver 5.4.2 

リリース日 2021 年 7 年 6 日（火曜日） AM 2:00 

 

 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〕 

｛ ｝ リリースノートの番号 ｛No.1｝、｛No.2｝、｛No.10｝ 

 リリースノートから詳細説明ペー

ジへのリンク 

 

 新たに追加された機能  
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 リリースノート 

本バージョンでは、以下の機能において追加・変更がございます。 

 のアイコンがあるリリースは、本ガイド内で詳細な説明をご案内しておりますので、ぜひご

確認下さい。 

 

機能 No. 区分 変更内容 詳細リンク 

スケジュール 1 変更 Salesforce の Spring’21 のリリースに伴い、『任命

先』の項目名が『割り当て先 ID』に変更となった件を

対応しました。 

 

ToDo 2 変更 Salesforce の Spring’21 のリリースに伴い、『任命

先』の項目名が『割り当て先 ID』に変更となった件を

対応しました。 

 

Argus サポート

ページ 

3 追加 【Argus サポートページ】というお客様専用サイトを

開設しました。 

Argus に関する資料、テンプレートなど、最新のお役

立ち情報を掲載し、お客様に “ もっと便利に ” ご利

用いただけるようにコンテンツを充実させていきま

す。 

 

 

ArgusGW テンプ

レート 

4 追加 【ArgusGW テンプレート】というパッケージを新た

にリリースしました。 

今回リリースした「Report & Dashboard for 

ArgusGW 5.4」では、ArgusGW の【掲示板】、【文書

管理】、【申請承認(※)】に関するレポート、ダッシュ

ボードが出力できるようになりました。 

 

※ 【申請承認】はオプョンサービスです。ご興味のあるお客様は担当営業か、Argus サポートデスクまでお問合

せください。 
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 お客様専用サイト【Argus サポートページ】の公開 ｛No. 3｝ 

 

このたび、【 Argus サポートページ 】という Argus をご利用中のお客様専用サイトを 

公開しました。 

 

【 Argus サポートページ 】では、Argus のご利用に役立つ各種ガイド資料、テンプレート、サポート通

信、リリース情報など、最新のお役立ち情報を随時公開していく予定です。 

 

ご希望のコンテンツ等のご要望がございましたら、ぜひお声がけください。 

 

 

 【 Argus サポートページ 】へのアクセス方法 

 

【 Argus サポートページ 】は、以下の画面よりアクセス可能です。 

対象機能 管理者メニュー 

 

ArgusGW 【管理者メニュー】を開くと上部に【Argus サポートページ】のリンクがございます。こち

らのリンクを押下して Argus サポートページへアクセスしてください。 

 

 

 

■Argus サポートページ  
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 【 ArgusGW テンプレート 】 の提供開始 ｛No. 4｝ 

 

このたび、【 ArgusGW テンプレート 】というパッケージが新たにリリースされました。 

 

【 ArgusGW テンプレート 】は、ArgusGW を “ もっと便利に ” ご利用いただけるツールとして提供し

ます。 

 

レポートやダッシュボードを ArgusGW にて登録された情報を活用してレポートやダッシュボードのテン

プレートをインストールする事ができます。 

このテンプレートを活用し、お客様オリジナルのものを作成して頂く事も可能です。 

今後も、テンプレートの種類を充実させていく予定ですので、ぜひご活用ください。 

 

 

 【 ArgusGW テンプレート 】のインストール、設定について 

 

【 ArgusGW テンプレート 】はお客様に現在ご利用頂いている ArgusGW の環境に追加でインストー

ルをして頂く別のパッケージです。 

インストール・設定の手順、今回リリースした『Report & Dashboard for ArgusGW 5.4』についての

詳細な情報は別途資料にてご案内しております。 

恐れ入りますが以下の資料をご確認の上、インストール・設定をお願いいたします。 

 

【資料のリンク】 ※【Argus サポートページ】にて公開しています。 

名前 説明 リンク 

【Argus インストールガイド】－ArgusGW

テンプレート－ 

インストール、設定手順をご案内する資料で

す。 

 

【ArgusGW テンプレートガイド】－Report 

& Dashboard for ArgusGW 5.4－ 

本バージョンでリリースしたテンプレート

（レポート／ダッシュボード）についての詳

細をご案内する資料です。 

 

 

  

https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_InstallGuide_ArgusGWTemplate.pdf
https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusPackageInfo/TemplateGuide_R&D_forArgusGW5-4.pdf
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 「Report & Dashboard for ArgusGW 5.4」のレポート 
 

今回のリリースにより、【掲示板】、【文書管理】、【申請承認】においてレポートが追加されました。 

対象機能で入力された情報を活用してレポートが出力できるようになりました。 

 

対象機能 掲示板、文書管理、申請承認 

 

今回の「Report & Dashboard for ArgusGW 5.4」にて公開されたレポートは以下の通りです。 

レポート名 機能 説明 

[ダッシュボード]【掲示板】未読記事レ

ポート 

掲示板 当会計年度に作成された未読記事情報を表示します。 

[ダッシュボード]【掲示板】未確認記事

レポート 

掲示板 当会計年度に作成された未確認記事情報を表示しま

す。 

[ダッシュボード]【掲示板】今年度作成

記事レポート 

掲示板 当会計年度に作成された記事情報を表示します。 

[ダッシュボード]【文書管理】未読記事

レポート 

文書管理 当会計年度に作成された未読記事情報を表示します。 

[ダッシュボード]【文書管理】未確認記

事レポート 

文書管理 当会計年度に作成された未確認記事情報を表示しま

す。 

[ダッシュボード]【文書管理】今年度作

成記事レポート 

文書管理 当会計年度に作成された記事情報を表示します。 

[ダッシュボード]【申請承認】申請情報

レポート 

申請承認 当会計年度に作成された申請情報を表示します。 

[レポート]【申請承認】承認状況確認レ

ポート 

申請承認 当会計年度に作成された未完了の申請情報を表示しま

す。 

[レポート]【申請承認】申請（自分の

み）レポート 

申請承認 自分(ログインユーザ)が申請中の未完了の情報を表示

します。 

[レポート]【申請承認】承認（自分の

み）レポート 

申請承認 自分(ログインユーザ)が承認(確認)中の未完了情報を表

示します。 
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 「Report & Dashboard for ArgusGW 5.4」のダッシュボード 
 

今回のリリースにより、【掲示板】、【文書管理】、【申請承認】においてダッシュボードが追加されまし

た。 

対象機能で入力された情報を活用してダッシュボードが出力できるようになりました。 

 

対象機能 掲示板、文書管理、申請承認 

 

■ArgusGW ダッシュボードイメージ 
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今回の「Report & Dashboard for ArgusGW 5.4」にて公開されたダッシュボードは以下の通りです。 

レポート名 機能 説明 

[ダッシュボード]【掲示板】未読記事レ

ポート 

掲示板 当会計年度に作成された記事のうち、未読件数の多い

記事の上位 5 件を表示します。 

[ダッシュボード]【掲示板】未確認記事

レポート 

掲示板 当会計年度に作成された記事のうち、未確認件数の多

い記事の上位 5 件を表示します。 

[ダッシュボード]【掲示板】今年度作成

記事レポート 

掲示板 当会計年度に作成された記事の件数を月別グラフで表

示します。 

[ダッシュボード]【文書管理】未読記事

レポート 

文書管理 当会計年度に作成された記事のうち、未読件数の多い

記事の上位 5 件を表示します。 

[ダッシュボード]【文書管理】未確認記

事レポート 

文書管理 当会計年度に作成された記事のうち、未確認件数の多

い記事の上位 5 件を表示します。 

[ダッシュボード]【文書管理】今年度作

成記事レポート 

文書管理 当会計年度に作成された記事の件数を月別グラフで表

示します。 

[ダッシュボード]【申請承認】申請情報

レポート 

申請承認 1) 当会計年度に作成された申請情報の状況を円グラ

フで表示します。 

2) 当会計年度に作成された申請件数を月別グラフで

表示します。 
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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

