
Argus サポートデスク 

2021/09/27 

ArgusGW アップデートガイド （Winter ’22） 

 

  



ArgusGW アップデートガイド （Winter ’22） リリース資料 

 

1 / 12 Copyright © Letty Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

もくじ 

 はじめに .......................................................................................................... 2 

 リリース情報........................................................................................................ 2 

 語句の表現について ............................................................................................... 2 

 リリースノート ................................................................................................. 3 

  モバイル専用アプリケーションの追加 ｛No. ２｝ ................................................. 4 

 Argus Mobile アプリケーションイメージ ................................................................. 4 

 Argus Mobile ご利用までの流れ ............................................................................. 5 

 【スケジュール(モバイル)】 アイコン変更手順 .......................................................... 6 

 【スケジュール】モバイルの強化 ｛No. ３｝ ......................................................... 9 

  【掲示板】、【文書管理】モバイルのリリース ｛No. ４｝ ...................................... 10 

 本資料に関するお問合せ先 ................................................................................. 12 

 



ArgusGW アップデートガイド （Winter ’22） リリース資料 

 

2 / 12 Copyright © Letty Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

 はじめに 

本資料は、『ArgusGW Winter’22』 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 Winter’22 

リリースバージョン Ver 5.6 

リリース日 2021 年 10 月 5 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 修正 スケジュールの開始時刻、終了時刻をともに『0:00』 

と登録した場合、表示条件によって画面上に表示され

ない不具合を修正しました。 

 

モバイル 2 追加 モバイル専用アプリケーションとして「Argus 

Mobile」を追加しました。 

 

モバイル 3 更新 【スケジュール(モバイル)】の機能が強化されまし

た。 

ユーザが一覧表示される画面に本日の予定を最大 3 件

まで表示する機能を追加しました。 

 

モバイル 4 追加 新たに【掲示板(モバイル)】、【文書管理(モバイル)】

機能を追加しました。 

【掲示板】、【文書管理】で登録された記事を検索・参

照できるようになりました。 

 

 

【Argus Mobile】の設定、ご利用については別途〔Argus 設定ガイド ArgusMobile〕をご用意しており

ます。詳細については恐れ入りますがこちらでご確認ください。 

https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_SetupGuide_ArgusMobile.pdf
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 モバイル専用アプリケーションの追加 ｛No. ２｝  

ArgusGW Winter’22 ではモバイル機能が従来の【スケジュール】に【掲示板】、【文書管理】が追加さ

れました。 

これに伴い、【Argus Mobile】という専用アプリケーションを追加する事で 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】よりご利用いただけるようになりました。 

 

項目 説明 

ご利用条件 「私のドメイン」のリリースが完了している事。 

※ 対応が済まれていないお客様は、「Argus サポート通信 Vol.4」、「Argus サポー

ト通信 Vol.2」でご案内しました『 Salesforce（私のドメイン／MFA）につい

て 』をご確認の上、ご対応ください。 

ご利用方法 従来同様、Salesforce よりリリースされているモバイル専用アプリケーションより

ご利用いただけます。 

できるようになった事 《プロファイル》や「権限セット」によるアプリケーション利用の制御 

 

 Argus Mobile アプリケーションイメージ 

Salesforce のモバイルアプリケーションを起動してメニュー〔三〕を押下し、〔アプリケーションランチ

ャー〕を押下すると、【Argus Mobile】を開く事ができます。 

※ ご利用の前に必要な設定がございます。詳細は次項の〔ArgusMobile ご利用までの流れ〕よりご確認くださ

い。 

 

 

 

   
 

  

■メニュー画面 ■アプリケーションランチャー

画面 

■Argus Mobile メニュー画面 

https://letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSupportNews/vol2_202105_2.html
https://letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSupportNews/vol2_202105_2.html
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 Argus Mobile ご利用までの流れ 

 

# 項目 説明 

1 Salesforce 

 

《私のドメイン》のリリース 

Argus サポート通信 Vol.2、および Vol.4、でお伝えしましたとおり、 

Salesforce Winter’22 より《私のドメイン》が必須化されます。 

対応がお済みでない場合は、〔Salesforce（私のドメイン／MFA）について〕を参考

にご対応ください。 

2 Salesforce 

 

カスタムアプリケーション【Argus Mobile】の利用設定 

【Argus Mobile】の利用を許可する為の設定が必要です。 

詳細は、〔Argus 設定ガイド ArgusMobile〕を参考にご対応ください。 

3 Salesforce 

 

【スケジュール(モバイル)】のアイコン変更 （任意） 

本機能は従来の【Argus モバイル】の機能を継続しており、アイコンはお客様の環境

に保存されている為、アップデートの際に自動的に変更する事が出来ません。 

恐れ入りますが、〔【スケジュール(モバイル)】 アイコン変更手順〕を参考にご対応

ください。 

※ この設定の可否による動作への影響はありません。設定をされない場合は、カ

スタムアプリケーションの【Argus Mobile】と、アプリケーション内の【ス

ケジュール(モバイル)】が同じアイコンのままとなります。 

4 ArgusGW 【管理者メニュー】の設定 

【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。 

詳細は、〔Argus 設定ガイド ArgusMobile〕を参考にご対応ください。 

 

  

https://letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSupportNews/vol2_202105_2.html
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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 【スケジュール(モバイル)】 アイコン変更手順 

【スケジュール(モバイル)】については、従来の【Argus モバイル】の機能を継続しており、アイコン

はお客様の環境に保存されている為、アップデートの際に自動的に変更する事が出来ません。 

 

お手数ですが、以下の手順に従ってアイコンの変更設定をお願いいたします。 

※ 本設定は、【スケジュール(モバイル)】をご利用頂く際の動作上の影響はございません。 

 

1) Salesforce 設定画面を開きます。 

2) クイック検索に『タブ』と入力し、〔タブ〕を押下します。 

 

■Salesforce タブ 画面（Lightning 表示） 

 
 

3) Visualforce タブの「スケジュール(モバイル)」の〔編集〕リンクを押下します。 
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4) 「タブスタイル」の虫眼鏡〔         〕のアイコンを押下します。 

 
 

5) 別の画面上に「タブスタイルの選択」画面が表示されるので、〔独自のスタイルを作成〕ボタンを押

下します。 

 
 

6) 〔画像の挿入〕ボタンを押下します。 
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7) 「ファイルの保存場所」で『Argus』を選択し、〔スケジュールモバイルロゴ〕を押下します。 

 
 

8) 〔OK〕ボタンを押下します。 

※ 画像が白い為、見づらくなっていますが問題ありません。 

 
 

9) 〔保存〕ボタンを押下します。 

 
 

以上でアイコンの変更は完了です。 

※ 設定をしてもアイコンが変更されない場合は恐れ入りますが Salesforce モバイルアプリケーションのキャッシ

ュのクリア、およびモバイルアプリケーションからのログアウト／再ログインをお試しください。 
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 【スケジュール】モバイルの強化 ｛No. ３｝ 

【スケジュール(モバイル)】では、ユーザが一覧表示される画面上に本日の予定を最大 3 件まで表示す

る機能を追加しました。画面上部の「日付（年月日）」を変更すると、該当日の予定を表示します。 

 

 

 

 

 

  

■スケジュール(モバイル)  

ユーザ 一覧画面 

対象画面 

⚫ メニュー〔三〕 ＞ 〔他のユーザの予

定を参照〕押下時 

⚫ 月／週／日／リスト 表示画面右上の

〔＞〕アイコン 押下時 
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 【掲示板】、【文書管理】モバイルのリリース ｛No. ４｝  

 

このたび、【掲示板(モバイル)】、【文書管理(モバイル)】という機能が新たにリリースされまし

た。 

 

2 つの機能について、現時点では外出先からも “ 参照できるようにする事 ” を目的にリリースしており、投

稿された記事、文書の参照に機能を限定しております。 

設定により、添付ファイルを参照する事も可能ですので、ぜひご活用ください。 

 

 

以下、画面イメージをご紹介します。 

 

 

 

   

 

  

■一覧画面 

※掲示板、文書管理 

■詳細画面 

※掲示板、文書管理 



ArgusGW アップデートガイド （Winter ’22） リリース資料 

 

11 / 12 Copyright © Letty Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

 

 

   
 

 

 

 
 

■ファイル画面 

※掲示板、文書管理 

■プレビュー画面 

※掲示板、文書管理 

■フォロー画面 

※掲示板 のみ 
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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

