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2017年 2月 12日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

変更された仕様 

メール 

• 文字コードがWindows-874の場合も、タイ語として自動判定するように変更。 

 

改修された不具合 

ポータル 

• 個人設定で、画像が含まれる HTMLポートレットをファイルから読み込み、書き出すと、画像
データが書き出されない。 

スペース 

• [Internet Explorer の現象]ディスカッションのコメントの未読通知をクリックしたにもかかわら
ず、ディスカッション画面の最上部が表示される。 

• ディスカッションの本文に添付されている画像ファイルを、「添付ファイルの更新」画面で同じ
名前のファイルで更新すると、ディスカッションの本文に更新前の画像が表示される。 

• スペースのメモを最後に更新したユーザーが削除されても、「更新者」欄のユーザー名がリンク
になっている。 

• ユーザーを使用停止にしても、スペースのメモに表示されるユーザーのアイコンが、使用停止ユ
ーザーのアイコンにならない。 

リンク集 

• 「リンクの詳細」画面の URL欄で、リンク先を同じウィンドウで表示するアイコンのツールチ
ップが、「別窓で開く」と表示される。 

• リンクの順番を変更しても一覧に反映されない場合がある。 
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スケジュール 

• V-CUBEミーティング連携を設定した施設を含む予定を簡易登録すると、不要なエラーメッセー
ジが表示される。 

• 「今回の予定だけ（YYYY年MM 月 DD日）」で削除した繰り返し予定が、iCalendar ファイル
に書き出されてしまう場合がある。 

• 予定の印刷用画面で、ユーザー名の後に「優先する組織名」と「英語名」が表示されない。 

• 繰り返し予定または期間予定の詳細画面から印刷用画面を表示すると、期間や日時が、その予定
を登録したユーザーのタイムゾーンで表示される。 

• 「予定の詳細」画面のオプションの[参加者／施設の週予定を見る]をクリックし、「グループ週
表示」画面で予定を簡易登録すると、登録後の画面に参加者の週予定が表示されない。 

• 予定を簡易登録したあと、予定のタイトルのツールチップが表示されない場合がある。 

• 予定を登録したユーザーが削除されたあと、その予定を検索すると、検索結果の「登録者」欄に
ユーザー名が表示されない。 

• 施設グループの運用管理者が、「繰り返しの施設予約」が許可されていない施設を含む繰り返し
予定を登録できない場合がある。 

• ユーザー情報の「別言語での表示名」に名前を設定しているユーザーが非公開予定を登録する
と、施設の予定の一覧で、登録者名が常に、「別言語での表示名」に設定している名前で表示
される。 

メッセージ 

• パッケージ版のガルーンで、コマンドラインを使用してメッセージを一括削除しても、クラウド
版のガルーンに移行したあと、 宛先から削除されたユーザーのメッセージが復活し、更新され
る場合がある。 

• 宛先から削除され、再度追加されると、受信箱にそのメッセージが表示されない場合がある。 

掲示板 

• カテゴリーの運用管理者が、カテゴリー内のサブカテゴリーの順番を変更できない場合がある。 

電話メモ 

• 「電話メモ」画面で、ログインユーザーを含まないMyグループを選択すると、一覧の最後のユ
ーザーが表示されない場合がある。 
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アドレス帳 

• 運用管理者以外のユーザーの「アドレスの検索」画面で、検索結果の一覧の上部に[削除する]の
ボタンが表示される。 

• アドレス帳の「個人名」項目や「個人名（よみ）」項目が必須項目で、かつ未入力の場合、不適
切なエラーメッセージが表示される。・予定を簡易登録したあと、予定のタイトルのツールチ
ップが表示されない場合がある。 

メール 
• ヘッダーの From、To、または Ccのいずれかに、長い文字列が含まれる場合、そのメールに返

信すると、引用文のあとに署名が配置される場合がある。 

• 送信前の確認画面を表示しない設定にしていると、メールを返信しても、ヘッダーに「In-
Reply-To」フィールドが設定されない。 

• 引用文の前に署名をつけた HTMLメールを返信または転送すると、本文の記号が文字化けす
る。 

• メール以外のアプリケーションが使用停止になっていると、ログイン画面からログインできない
場合がある。 

• 「メール」画面を 1回も表示したことがないユーザーが、Cybozu Desktop 2 でメールを受信で
きない。 

• 個人設定で、送信前に確認画面を表示しない設定にしている場合、引用文の前に署名をつけて、
かつファイルを添付した HTML メールを返信または転送すると、送信したメールの添付ファイ
ルをダウンロードできない。 

• 3 ペイン（プレビュー表示）で、「ごみ箱」フォルダーをクリックすると、ごみ箱のアイコンが
消える。 

• 下書きとして保存した返信メールを、編集したあと送信すると、エラー（PHP00004）が発生す
る場合がある。 

RSSリーダー 
• RSSリーダーを使用停止にしているにもかかわらず、RSS情報を受信できる。 

• CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す設定にしても、「メモ」の項目名が書き出されない。 
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お気に入り 
• アプリケーション名を変更しても、「お気に入り」ポートレットのタイトルに変更前のアプリケ

ーション名が表示される。 

ワークフロー 
• 複数の申請フォームが含まれている XML ファイルから、「（未分類）」カテゴリーにデータを

読み込むと、エラー (GRN_WRKF_25000)が発生して読み込みに失敗する場合がある。 

• 運用管理画面で申請データを検索すると、却下された申請の「最終承認者」欄に、削除されたユ
ーザーであることを示す文字列が表示され、かつユーザー名がリンクにならない。 

• 「カテゴリの追加」画面で、必須項目を空欄にしたまま[追加する]をクリックすると、「親カテ
ゴリ」欄のカテゴリー名が消える。 

• 複数の「ラジオボタン」項目が設定されている申請フォームを使って申請を作成する際、経路を
設定してから前の画面に戻ると、意図しない「ラジオボタン」項目が選択状態になる場合があ
る。 

• [iOS Safari/Android ブラウザーの現象]ワークフローの未処理一覧で、「番号」のボタンに、10
以降の番号が正しく表示されない場合がある。 

• パッケージ版のガルーンから移行した環境で、経路分岐を設定すると、エラー（PHP00004）が
発生する場合がある。 

マルチレポート 
• 予定から作成し、下書きとして保存したレポートの「下書きの詳細」画面で、[関連付けを削除

する]をクリックすると、不要な通知が送信される。 

• 「参加者/通知先の詳細」画面で表示されるユーザーの表示順が、「レポートの作成（内容の入
力）」画面で指定した表示順と異なる。 

• 「レポートの検索」画面のドロップダウンリストで、特定の記号を含む項目名が二重エスケープ
される。 

• 予定からレポートを作成すると、マルチレポートの利用権限がないユーザーが、レポートの「参
加者」欄や「参加者以外の通知先」欄に表示される場合がある。 

• 運用管理者がレポートフォームの移動先を指定する際、親カテゴリーのカテゴリー名をクリック
すると、エラー（GRN_RPRT_31026）が発生し、移動先を選択できない場合がある。 

• 絞り込みの推奨ユーザーに設定されているユーザーが削除されると、その絞り込みの「絞込の変
更」画面を表示した際に Fatal error が発生する。 
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• 「マルチレポート」ポートレットに「（未分類）」カテゴリの絞り込みを設定すると、エラー 
（GRN_RPRT_31000）が発生する。 

• 下書きとして保存したレポートの「添付ファイルの詳細」画面で、[ファイル情報を変更する]を
クリックすると、エラー（FW00001）が発生して「添付ファイルの変更」画面が表示されな
い。 

ケータイ 
• スケジュールの「共有ユーザー追加」画面で、選択した組織に移動すると、組織名の右に[詳細]

が表示される。 

モバイル表示 
• [iOS Safari/Android Chromeの現象]モバイル表示の「組織選択」画面で、組織の表示順が「組

織の順番変更」画面で設定した表示順と異なる場合がある。 

ベース 
• 記号を含むアプリケーション名が、二重エスケープされる場合がある。 

• 言語ごとの表示名にスペースのみを入力しても、バリデーションエラーが発生せず、空の表示名
が追加される。 

連携 API 
• WorkflowGetReceivedApplicationsById で申請情報を取得すると、ロケールの言語に日本語以外

の言語を設定していても、「チェックボックス」項目の値が日本語で表示される。 

• MailReplyMails を使用してメールを返信すると、返信済みを示すアイコンが表示されない。 

• ScheduleRemoveTemporaryEventCandidatesを使用すると、誤った施設の仮予定が削除される
場合がある。 

• ScheduleDetermineTemporaryEventsを使用すると、誤った施設の仮予定が確定する場合があ
る。 

• MailGetMailVersionsを使用してメールの更新情報を取得すると、Fatal errorが発生する場合が
ある。 
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cybozu.com共通管理の変更点 
Garoonに関連する cybozu.com 共通管理の変更点です。 

追加された機能 

• 組織の管理者を設定する機能。 
組織の管理者は、指定した組織とその配下のユーザー、および組織の管理権限を持ちます。 

改修された不具合 

• 組織の親組織の設定で、親組織に指定できない組織を選択すると、間違ったエラーメッセージが
表示される。  



 2017年 6月クラウド版 Garoon (新機能アップデート紹介) 
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2017年 3月 22日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

改修された仕様 

メール 

• 送信メールサーバーの暗号化通信に STARTTLSを使用している場合の、メール送信時のエラー
処理の不備。  



 2017年 6月クラウド版 Garoon (新機能アップデート紹介) 
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2017年 6月 
クラウド版 Garoon 

(新機能アップデート紹介) 

ユーザーインターフェース 

ユーザー選択パーツの改善 
スケジュール機能で先行適用していたユーザー選択パーツを、ワークフロー、メッセージ、マルチレ
ポート、掲示板、Myグループの設定機能に適用しました。また、ユーザー名の前にアイコンが表示
されるようになったことで、利用停止中のユーザーをひと目で判別できるようになりました。 
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ユーザー検索結果の表示を改善 
これまでは、ユーザー選択画面で「ユーザー検索」をすると、検索結果に表示されるユーザーは全員
が選択された状態でした。今回のアップデートでは、間違って全員を宛先に入れてしまう誤操作の防
止を目的とし、全員が選択されていない状態で表示するよう改善しました。 

 

 
 
ワークフロー 

Garoon JavaScript APIを搭載 
JavaScript API を搭載したことで、たとえば Garoon のアプリケーション間の連携や Garoonのアプ
リケーションと他システムを連携することが可能になりました。 
 
※Garoonの他機能の JavaScript APIは今後拡充予定です。 
 
詳細はこちらをご覧ください 
https://garoon.cybozu.co.jp/product/expand/customize/ 

  

https://garoon.cybozu.co.jp/product/expand/customize/
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数値項目のアクセス権に対応 
数値項目のアクセス権設定が可能になりました。たとえば、申請承認後に数値の修正ができないよう
に設定できます。 

      
※経路分岐項目またはアクセス権項目のどちらかにのみ設定が可能です。 

申請画面の表示を改善 
これまではチェックボックスの項目を選択、未選択に関わらず同じ濃さで表示していましたが、未選
択の項目を薄字で表示することで、選択した項目が分かりやすくなりました。 
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掲示板 

閲覧権限と通知先確認機能を追加 
掲示の閲覧権限と通知先に設定されている組織やユーザーの一覧が確認できるようになりました。こ
の掲示は誰が見られるのか、誰に通知されるのかを確認するときに役立ちます。 

 

 

 

  

※ポップアップで表示されます。個人で通

知を解除している場合は「通知解除中のユ

ーザー」に表示されます 
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更新通知の設定をサブカテゴリに自動的に適用できる機能を追加 
更新通知を設定しているカテゴリにサブカテゴリが追加された場合、サブカテゴリに自動的に更新通
知を設定するかどうかを個人で設定できるようになりました。 

 
更新通知をカテゴリ単位で設定できる機能を追加 
個人設定における更新通知の設定画面を改善したことで、更新通知をカテゴリ単位で設定できるよう
になりました。 
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掲示の変更画面を改善 
掲示の本文を編集するときに、更新を通知するかどうかを選択できるようになりました。本文を投稿
してからちょっとした誤字に気づいた場合など、通知を改めて出すほどではない更新があるときに役
立ちます。 
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※掲示の変更画面のみの対応です。最初に掲示を書き込むときは必ず通知を出します。 

※変更画面を開いたときはチェックが入った状態です。通知をしたくない場合はその都度チェックを外してください。デフォ

ルトで OFF にすることはできません。 
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スペース 

「組織」「ロール」の対応 
これまではスペースのメンバー、管理者に設定できるのは「ユーザー」のみでした。今回のアップデ
ートでは「ユーザー」に加え、「組織」「ロール」を設定できるようになりました。たとえば特定の
組織でスペースを立ち上げる際には、「組織」を設定しておくことで、メンバーの抜けもれの心配が
なく、人事異動があった場合でも自動的に対応できます。 
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参加、退会機能の追加 
これまではスペースに参加、退会するためにはスペースの管理者による設定が必要でした。今回のア
ップデートでは、メンバーの参加、退会が許可されたスペースであれば、ログインユーザー自身でス
ペースの参加、退会ができるようになりました。 

 

 

※既にスペースに参加している場合は、 の部分が「スペースから退会する」と表示されます。 

※メンバーの参加および退会の許可はスペースごとに設定が必要です。 

  



2017年 6月クラウド版 Garoon (新機能アップデート紹介) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  23 

 

  

Internet Explorer 10以下でアクセスした場合に警告メッセージを表示 

動作保証の対象外の Internet Explorer 10 以下からアクセスした場合に警告メッセージを
表示します。警告メッセージはログインごとに表示します。5秒後に自動的に消え、画面
遷移時に毎回表示されることはありません。また、警告メッセージの表示に関する
ON/OFF機能はありません。 

 

※Garoon の動作環境についてはこちらをご確認ください。 

 

 

 

 

Garoonをご利用中の管理者の方へ 

新機能を利用するためには、6月 25 日のアップデート後にシステム管理メニューでの設
定が必要です。 

Garoon JavaScript API機能 

設定方法 

1.Administratorsグループ（ロール）に所属している Garoonのアカウントでシステム管
理画面にアクセスする 
2.システム管理（各アプリケーションの管理）画面 > ワークフロー > 一般設定にアク
セスする 
3."JavaScript / CSS によるカスタマイズの許可"のチェックボックスの"許可する"にチェ
ックを入れる 

 

 

https://www.cybozu.com/jp/service/requirements.html
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4.システム管理（各アプリケーションの管理）画面 > ワークフロー > 申請フォームの
一覧にアクセスする 
5.カスタマイズを設定したい申請フォームを選択し、"JavaScript/CSSによるカスタマ
イズ"を選択 

 

 

6."カスタマイズ"のチェックボックスの"適用する"にチェックを入れる 
7.JavaScriptカスタマイズ、CSSカスタマイズの項目に適用するファイルやリンクを追
加し、[設定する]ボタンをクリック 
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「数値」項目のアクセス権を設定できる機能 

設定方法 

1.Administratorsグループ（ロール）に所属している Garoonのアカウントでシステム管
理画面にアクセスする 
2.システム管理（各アプリケーションの管理）画面 > ワークフロー > 申請フォームの
一覧にアクセスする 
3.アクセス権を設定したい申請フォームを選択し、"項目にアクセス権を設定する"を選択 
4.該当の「数値」項目のアクセス権の変更を設定 

 

 

閲覧権限と通知先確認機能 

設定方法 

1.Administratorsグループ（ロール）に所属している Garoonのアカウントでシステム管
理画面にアクセスする 
2.システム管理（各アプリケーションの管理）画面 > 掲示板 > 一般設定にアクセスす
る 
3.”閲覧権限と通知先確認機能の使用許可”のチェックボックスの”許可する”にチェックを
入れる 

 その他の変更点はリリースノートをご覧ください。 
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2017年 6月 25日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

追加された機能 

スペース 

• スペースの作成または変更時に、メンバーの参加および退会を許可するかどうかを設定できる機
能。 

• スペースのオプションメニューと「スペースの詳細」画面に、[スペースに参加する]のリンクを
追加。このリンクは、次の場合に表示されます。 

o メンバーの参加が許可されているスペースに、スペースのメンバーではないユーザーが
アクセスした場合 

• スペースのオプションメニューと「スペースの詳細」画面に、[スペースから退会する]のリンク
を追加。 
このリンクは、次の場合に表示されます。 

o メンバーの退会が許可されているスペースに、スペースのメンバーがアクセスした場合 

o メンバーがスペースの管理権限を持っている場合 

• 「共有 ToDo」画面で、検索対象に「担当者」を追加。 

• スペースのメンバーに、ユーザーに加えて、組織、またはロールを設定できる機能。 

• ToDoを変更する際に、ToDo のステータスを未完了に戻すかどうかを設定できる機能。 

スケジュール 

• kintone連携に関する追加機能： 

o 予定の登録画面や変更画面に表示される、レコードの情報を取得するダイアログに、
[レコード追加]のリンクを追加。 
このリンクをクリックして、「レコード追加」ダイアログでレコードを追加すると、そ
のレコードの情報が、自動的に予定の画面に設定されます。 

o ユーザー名で、アプリのレコードを検索する機能。 

o 「Esc」キーで、予定の画面に表示されたアプリのダイアログを閉じる機能。 
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• V-CUBE ミーティング連携で、「V-CUBE ミーティング 5」 に対応。 

掲示板 

• システム管理で、閲覧権限と通知先確認機能の使用を許可するかどうかを設定する機能。 

• 掲示の一覧画面、または「掲示の詳細」画面のオプションメニューに、[閲覧権限の確認]と[通知
先の確認]のリンクを追加。 
このリンクは、システム管理の「一般設定」で、「閲覧権限と通知先確認機能の使用許可」が
許可されている場合に表示されます。 

• 個人設定の次の機能： 

o 更新通知を設定しているカテゴリーにサブカテゴリーが追加された場合、サブカテゴリ
ーに自動的に更新通知を設定するかどうかを設定する機能。 

• 掲示を変更する際に、更新通知を送信するかどうかを設定できる機能。 

ワークフロー 

• 申請フォームごとに、申請フォームを JavaScript/CSSでカスタマイズできる機能。 

• 「JavaScript/CSSによるカスタマイズ機能」に関する次の機能を追加。 

o システム管理の、ワークフローの JavaScript/CSS カスタマイズを許可するかどうかの
設定 

o 申請フォームの、「JavaScript カスタマイズ用」項目（空白の項目） 

o 項目の設定の、「項目コード」 

o 経路ステップの設定の、「経路ステップコード」 

• アクセス権を設定できる項目タイプに、「数値」項目を追加。 

JavaScript API 
• ワークフローに、次の APIを追加。 

o イベントハンドラ―の登録関数 garoon.events.on(event, handler(event)) 

この APIは、次のイベントに対応しています。 

・申請の作成画面が表示されたときのイベント 

・申請の詳細画面が表示されたときのイベント 

・未処理申請の処理画面が表示されたときのイベント 

・申請の印刷画面が表示されたときのイベント項目の設定の、「項目コード」 
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o 項目の値の取得関数 garoon.workflow.request.get(request) 

o 項目の値のセット関数 garoon.workflow.request.set(request) 

変更された仕様 

スペース 

• スペースの[共有 ToDo]のタブをクリックすると表示される一覧を、次のように変更。 
変更前：スペース内のすべての未完了 ToDo の一覧 
変更後：ログインユーザーの未完了 ToDo の一覧 

• スペースを誤って削除しないように、ユーザーがスペースを削除する際に表示される確認画面の
デザインやメッセージなどを変更。 

掲示板 

• 「掲示の詳細」画面上部の[変更/削除ユーザーの確認]のリンクを、オプションメニューに移動。 

• 管理者がカテゴリーに更新通知を設定している場合、ユーザーは掲示単位での通知の解除に加
え、カテゴリー単位でも通知を解除できるように変更。 

ただし、管理者が強制通知として更新通知を設定している場合は、ユーザーは通知を解除でき
ません。 

• 「更新通知の設定」画面を、次のとおり変更。 

o カテゴリーの表示形式をツリー形式に変更。 
更新通知を設定または解除するカテゴリーを設定しやすくするために、表示形式を改善
しました。 

o 更新通知を設定しているカテゴリ一覧をリスト形式で確認できるように、[設定済みの
カテゴリ]のタブを追加。 

o カテゴリーの検索を、インクリメンタルサーチに変更。 
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メール 

• 製品内の文言を次のとおり変更。 

o 「SSL」から「SSL/TLS」に変更 

o 「TLS」から「STARTTLS」に変更 

Cybozu.net 
• Cybozu.netのサービス終了にともない、次の機能を廃止。 

o アプリケーション一覧の「Cybozu.net」 

o アプリケーションメニューとアプリメニューの「Cybozu.net」 

o 「お探し物」ポートレット 

補足： 

o Cybozu.net は、2017年 3月 31日をもちましてサービスを終了しました。 

ワークフロー 
• 「申請の詳細」画面で、「チェックボックス」項目のチェックボックスが選択されていない場合

に、「入力欄の前/後の文字」に設定されている文字をグレーで表示するように変更。 

• ユーザー画面でワークフローを検索する際、大量の申請データが検索条件に一致する場合に、エ
ラーが発生しにくくなるように改善。 

ベース 
• ユーザー選択パーツのユーザー検索で、検索結果に表示されたユーザーの選択状態を、選択済み

から未選択に変更。 

SOAP API 
• バージョンを 1.9.0に更新。 

その他 
• 各アプリケーションの登録画面と変更画面の、ユーザー選択パーツのデザインを変更。 

補足： 

o システム管理画面、個人設定画面など、一部の画面を除きます。  
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• 各アプリケーション画面の、[登録する]や[キャンセルする]などのボタンのデザインを変更。 
  補足： 

o システム管理画面、運用管理画面、および個人設定画面を除きます。 

• [Internet Explorer の現象]サポートが終了したバージョンの Internet Explorerで Garoonにアク
セスすると、非対応のWebブラウザーであることを示す警告をヘッダーに表示するように変
更。 

バージョン 10以前の Internet Explorer が警告表示の対象になります（2017年 5月時点） 
警告は 5秒後に、自動的に非表示になります。 

 

改修された不具合 

スペース 

• 大量のメンバーを含むスペースで[メンバーの予定を登録する]をクリックすると、エラーが発生
し、「予定の登録」画面が表示されない場合がある。 

• 共有 ToDoの担当者の選択候補に、スペースの利用権限がないユーザーが表示される場合があ
る。 

• メモの「更新者」欄に表示されているユーザー名のリンクをクリックしても、プロフィール画面
に遷移しない。 

 
スケジュール 

• 施設の予約時間が「予約設定の可能な最大時間」の設定値を超えていても、その施設を含む、日
をまたぐ繰り返し予定を登録できる。 

• 「予定の調整（ユーザー/施設の選択）」画面の［全組織から選択する］をクリックし、「ユー
ザー選択」画面で組織を選択しても、所属しているユーザーが表示されない場合がある。 

• 仮予定に、異なる施設を含む複数の日時候補が設定されていると、候補に含まれる施設で、ほか
の日時候補と重複する時間帯の予定を登録できない。 

• 仮予定に含まれる施設の「月表示」画面で、選択していない施設の仮予定も表示される場合があ
る。 
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メッセージ 

• メッセージの画面にアクセスしたことがないユーザーを宛先から削除した場合、再度追加して
も、そのユーザーに更新通知が通知されない。 

掲示板 

• ユーザー情報の「別言語での表示名」に名前が設定されている場合、掲示の差出人のユーザー名
が 常に「別言語での表示名」に設定している名前で書き出される。 

この不具合は、システム管理画面または運用管理画面で掲示をファイルに出力すると、発生し
ます。 

ファイル管理 

• 「ファイル管理」ポートレットの[設定]をクリックすると、エラー（GRN_CBNT_17002）が発
生し、「ポートレットの設定（ファイル管理）」画面が表示されない場合がある。 

ToDoリスト 
• 「ToDo の追加」画面で、カテゴリーを選択した状態でバリデーションエラーが発生すると、ほ

かのカテゴリーが選択されるか、選択が解除される場合がある。 

メール 
• 表示言語が英語以外の言語でも、「メールサーバーの読み込み - Step 1/2」画面で、一部の項目

名が英語で表示される。 

• 「受信メールサイズの制限」の設定値より大きいサイズのメールがメールサーバーにあると、メ
ールの受信時にエラー（PHP00004）が発生する場合がある。 

• Microsoft Outlook から送信された会議出席依頼のメールに添付ファイルが含まれていると、メ
ールの本文に日時と場所の情報が表示されない。 

• Microsoft Outlook から送信された会議出席依頼メールの text/calendar パートの Content-
Transfer-Encoding が base64だった場合、メールの本文に日時と場所の情報が表示されない。 

• [Internet ExplorerとWindows版 Chromeの現象]To または Ccに入力した文字列を Bccにドラ
ッグすると、「Bcc:」欄に不要な横スクロールバーが表示される場合がある。 

• 返信メールのヘッダーの「References」フィールドで、2行目の先頭に半角スペースが挿入され
ない場合がある。 



2017年 6月 25日 クラウド版 Garoon (リリースノート) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  32 

 

• multipart/alternativeと同じ階層に存在する text/plain パートの内容が表示されない場合があ
る。 

• Content-Dispositionの filename属性が複数に分割されたメールを受信すると、添付ファイル名
が正しく表示されない場合がある。 

お気に入り 
• お気に入りを追加日時でソートしても、ページ送りをすると、ソートする前の順番で表示され

る。 

リアクション 
• ヘッダーのスマイルアイコンをクリックすると表示されるドロップダウンリストで、アイコンと

文字が重なって表示される場合がある。 

ワークフロー 
• 1 つの経路ステップで複数の処理者が同時に承認すると、2人目以降の処理者の承認結果が、次

の経路ステップに反映される場合がある。 

• 1 つの回覧ステップに設定されている多数の処理者が、その申請を同時に処理すると、デッドロ
ックが発生する場合がある。 

• 申請のコメント欄に大量の文字列を入力すると、申請内容の詳細画面を表示する際にエラー
（PHP00004）が発生する場合がある。 

 
ケータイ 
• ワークフローの「最新一覧（結果）」画面で検索を実行すると、エラー(DB99999)が発生する。 

• スケジュールの「施設グループ 日予定」画面で、ドロップダウンリストから「（全施設）」を
選択し、「移動」を選択すると、エラー（GRN_SCHD_13205）が発生する。 

全文検索 
• 「ファイルのみ表示」で検索し、ファイルの種類を「その他」で絞り込んでも、すべての種類の

ファイルが検索結果に表示される。 
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cybozu.com共通管理の変更点 
Garoonに関連する cybozu.com 共通管理の変更点です。 

変更された仕様 

• CSVファイルから組織情報を読み込んだ際の表示順を変更。 
変更前：新たに追加した組織は一番下に表示される 
変更後：CSVファイルに記述した順に表示される  
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2017年 6月 29日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

改修された不具合 

ワークフロー 

• ファイル添付項目が必須項目の場合、承認者がその項目のファイルを更新して承認すると、PHP
エラー（PHP00004）が発生する。 

• ワークフローのみを使用している環境でトップページにアクセスすると、PHPエラー
（PHP00004）が発生する。 

SOAP API 

• PHPの SoapClientでWSDL を読み込むとエラーが発生する。 
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2017年 7月 9日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

改修された不具合 

ワークフロー 

• 2017年 6月 25日に定期メンテナンスが実施されてから、一部の数値項目に、申請者の閲覧権限
が付与されない場合がある。 この不具合は、次の条件をすべて満たす場合に発生します。 

・2014年 7月 13日に定期メンテナンスが実施されるより前に、Garoonの利用を開始した。 

・Garoonに組み込まれているサンプルフォームを使用している。 

・数値項目は、サンプルフォームに初期設定で設定されていた項目である。 

補足 

・2014年 7月 13日以降に Garoonの利用を開始した場合は、この不具合は発生しません。 

• 承認者の編集権限がある「数値」項目に、「,」（半角カンマ）や「▲」などの数字以外の文字が
表示されていると、承認者がその申請を承認できない。 
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2017年 8月 
クラウド版 Garoon 

(新機能アップデート紹介)

スケジュール 

Garoon JavaScript APIを搭載 
JavaScript API を搭載したことで、より柔軟にカスタマイズができるようになりました。たとえば、
Garoonのアプリケーションのカスタマイズや、他システムとの連携が可能です。 

※Garoonの他機能の JavaScript APIは今後拡充予定です。 

 
詳細はこちらをご覧ください 
https://garoon.cybozu.co.jp/product/expand/customize/ 

ネット連携サービス 

路線  
片道/往復料金の選択、定期区間の除外設定ができるようになりました 

路線検索を利用する際、片道/往復料金の選択、定期区間の除外設定ができるようになりました。月
末月初の交通費申請などの手間を軽減します。 

  

https://garoon.cybozu.co.jp/product/expand/customize/
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天気  
天気予報の配信地点が追加されました 

天気予報の配信地点が 57地点から 143地点に増えました。配信地点が細分化されたことで、より精
度の高い天気予報をカレンダーに表示できるようになりました。 
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2017年 8月版の仕様変更による影響範囲のお知らせ  

2017年 8月 13日（日曜日）に適用されるアップデートにて、Garoon on cybozu.comの
以下の仕様変更を実施します。 

●ネット連携サービスの以下のサービスを廃止します。 
 
・地図検索 
・企業検索 
・郵便番号検索 
・お探し物 
※路線、天気、六曜のネット連携サービスは今まで通りご利用いただけます。 
 
●廃止するサービスにともない、以下のポートレットを廃止します。 
 
・地図検索 
・企業検索 
・郵便番号 
・路線検索 
ご利用頂いている方は、大変申し訳ございませんが予めご了承ください。 

 

 

 
Garoonをご利用中の管理者の方へ 

新機能を利用するためには、8月 13日のアップデート後にシステム管理メニューでの設定
が必要です。 

Garoon JavaScript API機能 

設定方法 

1.Administratorsグループ（ロール）に所属している Garoonのアカウントでシステム管理
画面にアクセスする 
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その他の変更点はリリースノートをご覧ください。 

 

 

 
  

2.システム管理（各アプリケーションの管理）画面 > スケジュール > JavaScript / CSS
によるカスタマイズ > カスタマイズグループの追加にアクセスする 
3.カスタマイズグループを作成し、"カスタマイズ"のチェックボックスの"適用する"にチェ
ックを入れ追加する 
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2017年 8月 13日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

追加された機能 

スケジュール 

• スケジュールを JavaScript/CSSでカスタマイズできる機能。 

ネット連携サービス 

• 「路線検索」に関する次の機能を追加。 

o 出発地と目的地をインクリメンタルサーチで検索する機能 

o 往復料金を検索する機能 

o 定期区間を除外して検索する機能 

• 天気予報の配信対象の地点を追加。 

o 変更前：57地点 

o 変更後：143地点 

その他 

• 「ユーザー/組織/ロールの選択」のポップアップウィンドウに表示されるロールの選択候補に、
「（すべて）」を追加。 

 

変更された仕様 

ポータル 

• 次のポートレットを廃止。 

o 企業検索 

o 郵便番号検索 
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o 地図検索 

o 路線検索 

スペース 

• 大量の共有 ToDo が登録されているスペースで、共有 ToDo 一覧を閲覧したときの性能を改善。 

ネット連携サービス 

• 次のサービスを廃止 

o 企業検索 

o 郵便番号検索 

o 地図検索 

補足： 

o サービスが廃止される前にスケジュールやアドレス帳に取り込んだ地図データは、
2018年末まで表示されます。 

• 「路線検索」に関する次の機能を廃止。 

o 出発地を設定する機能 

o 住所で候補駅を検索する機能 

• 天気予報の詳細画面の表示方法を変更。 

o 変更前：同じ画面で、ネット連携サービスのページを表示 

o 変更後：別の画面で、外部のWebサイトを表示 

• システム管理の「一般設定」画面に、[利用規約]のリンクを追加。 

ロギング 

• システムメールアカウントが組み込みメールサーバーを使用している場合、電話メモやスケジュ
ールの転送先のメールアドレスが不正で転送に失敗すると、監査ログにログが出力されるよう
に変更。 
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SOAP API 
• バージョンを 1.10.0に更新。 

その他 
• ユーザーが多数登録された場合の、ユーザー選択パーツの検索速度を改善。 

• Adobe Flash Player を使用してファイルを一括添付する機能を廃止。 

補足： 

この機能は、バージョン 9以前の Internet Explorer 向けの機能です。 

 

改修された不具合 

スペース 

• 「すべてのスペース」の「検索結果」画面で、Webブラウザーのタブにタイトルが正しく表示
されない。 

• 「アプリの追加 Step 1/2」画面からアプリを作成し、「アプリの追加 Step 2/2」画面で[再利
用する]をクリックすると、エラー（GRN_KINTONE_00006）が発生する。 

• スペースに、言語ごとに表示名が設定されていても、「カテゴリの設定」画面には、常に標準の
スペース名が表示される。 

• スペースが削除されたあと、ヘッダーのベルアイコンからそのスペースの通知を確認すると、通
知が既読にならない。 

• 親カテゴリーのカテゴリーIDがサブカテゴリーのカテゴリーIDよりも大きい場合、スペースの
画面で、パンくずリストと 1つ上の画面へ移動するリンクが正しく表示されない。 

• 親カテゴリーのカテゴリーIDが、サブカテゴリーのカテゴリーIDよりも大きい場合、「カテゴ
リの移動」画面で、「移動後のカテゴリ」欄のパンくずリストが正しく表示されない。 

• kintoneのアプリを作成する画面に、不要な項目（kintoneのデザインテーマ）が存在する。 

• 「画面」の「一般設定」の「一覧画面で表示する件数」に設定されている値より共有 ToDoの件
数が多い場合、共有 ToDoの一覧に、締切日が設定されていない共有 ToDo が優先して表示さ
れる。 
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スケジュール 

• 大量の参加者が設定されている予定で[スペースを作成する]をクリックすると、エラーが発生
し、「スペースの作成」画面が表示されない場合がある。 

• 「予定の詳細」画面で表示される公開先のユーザーの表示順が、予定の追加または変更画面で指
定した表示順と異なる場合がある。 

この不具合は、次のいずれかの操作を行うと発生します。 

o [この予定に参加する]または[この予定から抜ける]をクリックした。 

o ドラッグアンドドロップで予定を変更した。 

o 繰り返し予定にコメントを書き込んだ。 

• 予定の公開先の初期値を追加する際、組織に未所属のユーザーが、ユーザー検索の検索結果に表
示されない。 

• 削除予定ユーザーが存在する場合、予定の公開先の初期値を CSVファイルに書き出すと、エラ
ー（PHP00004）が発生する。 

補足： 

o 「ユーザーデータの削除時間の設定」画面で、ユーザーのデータを完全に削除した場合
は、この不具合は発生しません。 

• ユーザー情報の「別言語での表示名」に名前が設定されている場合、出欠確認を使用している予
定の印刷画面で、参加者のユーザー名が常に「別言語での表示名」で表示される。 

• 「グループ日表示」画面で、タイムゾーンが異なるユーザーのスケジュールを表示すると、祝日
が正しく表示されない場合がある。 

• 複数の施設を含む仮予定を iCalendarに書き出すと、DTSTARTには最も早い日時候補の開始時
刻、DTENDには最も遅い日時候補の終了時刻が書き出される場合がある。 

• 「予定の調整（条件の入力）」画面で、日付候補に当日以外の日付を設定した場合、検索結果画
面で前後の予定を表示しても、当日の予定が表示される。 

• システム管理画面から予定を CSVファイルへ書き出すときに「書き出す予定期間」の最終日に
しか予定がない場合、日時を設定した予定が書き出されない。 

メッセージ 

• 宛先に大量のユーザーを含むメッセージで[スペースを作成する]をクリックすると、エラーが発
生し、「スペースの作成」画面が表示されない場合がある。 
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掲示板 

• ユーザーID（uid）が 65535より大きいユーザーが通知先に設定されていると、掲示の閲覧状況
に閲覧者が正しく表示されない。 

• 1 つ以上の組織またはロールが親カテゴリーの掲示の閲覧を禁止されていると、サブカテゴリー
の掲示の詳細画面に、[閲覧状況]のリンクが表示されない場合がある。 

メモ 

• システム管理の「メモ」の「一般設定」で、「総ファイルサイズの最大値」に「利用しない」が
設定されていると、メモの追加や変更ができない。 

タイムカード 

• システム管理画面でタイムカードの時刻を修正すると、修正した行の IPアドレスが、別の IPア
ドレスで上書きされる。 

アドレス帳 

• ブックの一部の項目名が、システム管理者が「項目一覧」画面で[変更する]をクリックしたとき
に設定していた言語で、常に表示される。 

メール 

• uuencodeでエンコードされ、「end」のあとに改行がないファイルが添付されたメールを受信
すると、ファイルの内容が文字化けして表示される。 

• iCloud のメールサーバーを Garoon に追加できない。 

ワークフロー 

• 路線検索を使用しない設定にしても、「申請の作成(内容の入力)」画面で[路線検索]が表示され
る。 

• 回覧経路の 1つの経路ステップに、1000人以上の処理者が設定されている場合、2 人以上の処
理者が同時に[確認する]をクリックすると、エラー（DB01213）が発生する。 

• 承認者が申請の「数値」項目の値を更新すると、「自動計算」項目の「入力欄の前/後の文字」
に設定されている文字や、計算結果の「,」や「▲」などの記号が表示されない場合がある。 
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• タイムカードの使用を停止している環境で、組織に未所属のユーザーが申請に経路を設定しよう
とすると、PHPエラー（PHP00004）が発生する。 

• 「数値」項目の「右寄せで表示する」のチェックボックスが選択されていても、その項目の値が
左寄せで表示される。 

• モバイル表示を使用すると、必須項目に設定されている「数値」項目が未入力でも、その項目の
編集権限を持つ処理者が申請を承認できてしまう。 

マルチレポート 

• ユーザー名のあとに「優先する組織名」と「英語名」を表示する設定にしていても、マルチレポ
ートで参加者の「優先する組織名」と「英語名」が CSVに書き出されない。 

モバイル表示 

• [iOS Safari/Android Chromeの現象]モバイル表示を使用し、ログインユーザーが所属していな
い組織を予定の「参加者」欄に適用すると、「グループの選択」ダイアログの表示が崩れる。 

• [iOS Safari/Android Chromeの現象]スケジュールに予定を登録する際、「添付ファイル」のチ
ェックボックスの選択を外しても、ファイルが添付される。 

• [Android Chromeの現象]モバイル表示を使用し、「ToDoの追加」画面で ToDo 名を空欄にした
まま[追加]をタップすると、画面がフリーズする。 

ロギング 

• メールを移動または削除すると、ログの重要情報に、メールアカウントの変更を示すログが出力
される。 

SOAP API 
• 「ファイル管理」のフォルダーのメモに「]]>」が含まれていると、CabinetGetFolderInfoの実

行時にエラーが発生し、フォルダー情報を取得できない。 

• BulletinCreateTopics を使用して、「end_datetime」が翌日以降の掲示を書き込むと、掲示期間
の開始日時が終了日時よりあとの日付でもエラーが発生しない。 
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APIの変更点 
『cybozu developer network』をご確認ください。 

2017/08/13の定期メンテナンスにおける kintone API、Garoon API 更新情報 

 

その他 

その他 
• ヘッダーのアクセシビリティを向上。 

 

cybozu.com共通管理の変更点 
Garoonに関連する cybozu.com 共通管理の変更点です。 

仕様変更項目 
• ヘルプへの参照リンクを変更、または削除。 

不具合改修項目 
• クライアント証明書のダウンロードをユーザーに許可している場合に、「モバイルからのアクセ

ス」画面の操作項目「Webブラウザーからアクセスする」でユーザーがクライアント証明書を
送信する操作が監査ログに記録されない。 

  

https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/115003326906
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2017年 9月 10日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

 
改修された不具合 

アドレス帳 

• 2017年 8月のアップデート後に発生した次の不具合： 

o 「項目の設定」で、ブックの「項目一覧」画面で[変更する]がクリックされたあとに、
ユーザーがアドレス帳検索でそのブックを検索すると、PHPエラー（PHP00004）が
発生する。 
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2017年 11月 
クラウド版 Garoon 

(新機能アップデート紹介)

サイボウズ KUNAI 

PUSH通知機能を搭載 
モバイルビューモードで Garoonの PUSH通知を受け取れるようになりました。Garoonにアクセス
していなくても自分の確認すべき情報にいち早く気づくことができます。 

 

  

スケジュール 

以下の操作が行われたときに PUSH通知を受けとります。 

予定の登録/変更/削除、予定の出欠確認の応答（出席/欠席）、施設の利用申請 
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電話メモ 

電話メモの通知をスライドすると、電話メモの一覧画面に遷移します。 

 

ワークフロー 

以下の操作が行われたときに PUSH通知を受けとります。 

提出/承認/差し戻し/完了/却下 
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Java Script API 

Garoon JavaScript APIを拡充 
スケジュール、ワークフロー、kintone連携の JavaScript APIを拡充しました。ワークフロー承認後
に JavaScript を実行できるようになるなど、JavaScript API を搭載したことで、より柔軟にカスタマ
イズができるようになりました。 

Garoon JavaScript APIを利用したカスタマイズ例 

ワークフロー同士の連携 

 
詳しくはこちら 

ワークフローとスケジュールの連携 

 
詳しくはこちら

ワークフローと kintoneの連携  

 
詳しくはこちら 

 

スケジュールの表示のカスタマイズ 

 
詳しくはこちら 

 

 

https://garoon.cybozu.co.jp/product/expand/customize/sample1/
https://garoon.cybozu.co.jp/product/expand/customize/sample2/
https://garoon.cybozu.co.jp/product/expand/customize/sample3/
https://garoon.cybozu.co.jp/product/expand/customize/sample6/
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カスタマイズするには？ 

自分で開発する 

1.JavaScriptカスタマイズの適用方法を Garoonのマニュアルで確認 

Garoonで JavaScript カスタマイズをご利用いただく場合、システム管理メニューでの設定が必要で
す。詳しくは Garoon の管理者マニュアル(クラウド版・パッケージ版)をご確認ください。 

 

・「ワークフローのカスタマイズ」 クラウド版 

・「スケジュールのカスタマイズ」 クラウド版 

 

2.APIの仕様やコーディングガイドラインを開発支援サイトで確認  

Garoonの API ドキュメント・JavaScript サンプルプログラム等の技術情報を開発支援サイト
「cybozu developer network」にて公開しています。コミュニティでの情報交換などもできますの
で、ぜひご利用ください。 

cybozu developer network はこちら 
https://developer.cybozu.io/hc/ja 

Garoonカスタマイズ関連情報はこちら 
・Garoon JavaScript API 

・Garoonのカスタマイズ Tips 

・コーディングガイドライン 

  

https://help.cybozu.com/ja/g/index.html
https://jp.cybozu.help/g5/ja/pdf/index.html
https://jp.cybozu.help/g/ja/admin/system/customize/workflow.html
https://jp.cybozu.help/g/ja/admin/system/customize/scheduler.html
https://developer.cybozu.io/hc/ja
https://developer.cybozu.io/hc/ja
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/115002115386
https://developer.cybozu.io/hc/ja/categories/200091110
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/115001032646
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開発パートナーに相談する 

開発のご支援や、ご利用中の基幹システムとの連携など高度なカスタマイズが必要な場合は、サイボ
ウズオフィシャルパートナーへご相談ください。 

パートナー一覧はこちら 
https://topics.cybozu.co.jp/products/partner/?list=0 

 

管理機能 

予定の変更時に参加者や施設を追加するために必要なアクセス権を変
更  
予定の変更時に参加者や施設を追加するためには、追加したいユーザーや施設に対して閲覧権限と変
更権限が必要でしたが、今後は閲覧権限と追加権限もしくは変更権限があれば、参加者や施設を追加
できるようになりました。 

https://topics.cybozu.co.jp/products/partner/?list=0
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その他の変更点はリリースノートをご覧ください。 

 

  

サイボウズ KUNAI」をご利用中の方へ 

今回の新機能である PUSH通知の対応内容、設定方法は以下よりご確認ください。 

設定方法 

メール通知に対応しているスケジュール、電話メモ、ワークフローのアプリケーショ
ンが対象です。他アプリケーションでの PUSH通知対応は今後のアップデートで順次
対応予定です。 

PUSH通知の設定方法 

 
 

https://manual.cybozu.co.jp/kunai/ip/user/personal.html#anchor09
https://manual.cybozu.co.jp/kunai/an/user/personal.html?_pt_link=xi//4PqZeStNKZbI6GJ8FQ.0.NiNV7-2b0kE5vkAzj6x8xQ.1512722131969.323.5.#anchor09
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2017年 11月 12日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

 
追加された機能 

KUNAI 

• 次の通知をスマートフォンの通知（プッシュ通知）として受け取れる機能。 

o スケジュール：予定の登録、変更、削除、出欠確認、および施設の利用申請 

o ワークフロー：自分が提出した申請の状況、処理が必要な申請の受信 

o 電話メモ：電話メモの受信 

 

変更された仕様 

スケジュール 

• 予定の変更時に参加者や施設を追加するために必要な、ユーザーや施設に対する権限を変更。 

o 変更前：「変更」 

o 変更後：「変更」または「追加」 

メール 

• メールの自動転送機能におけるタイムアウト処理を追加。 
この処理は、メールサーバーとのコネクションが確立したあと、既定の時間内にメールサーバ
ーから応答がない場合に実行されます。 

全文検索 

• 全文検索の処理中に、タイムアウトエラーが発生しにくくなるように改善。 
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その他 

• 各アプリケーションの詳細画面で、画面上部の操作メニューとタイトルの表示位置を統一。 

 
改修された不具合 

ポータル 

• 天気予報ポートレットの設定画面で、[変更する]をクリックすると、PHPエラー（PHP00004）
が発生する場合がある。 
この不具合は、六曜データを受信していない場合に発生します。 

スケジュール 

• 「施設の利用申請」を有効にしている施設が削除されたあと、その施設を利用している予定を閲
覧すると、PHPエラー（PHP000004）が発生する。 

ワークフロー 

• 最終承認の経路ステップをWorkflowHandleApplications またはケータイで承認すると、「承
認」ではなく「進行中」のメール通知が送信される場合がある。 

モバイル表示 

• スペースの共有 ToDo の一覧画面で、締切日を設定している ToDoが、締切日ではなく登録日の
昇順で表示される。 

 

APIの変更点 
• 『cybozu developer network』を確認してください。 

2017/11/12の定期メンテナンスにおける kintone API、Garoon API 更新情報 

  

https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/115004954623
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cybozu.com共通管理の変更点 

追加機能項目 

• ユーザーを削除する画面に、削除されるデータの注意書きを追加。 

不具合改修項目 

• ログイン名と同じパスワードの使用を禁止していても、ログイン名の変更を許可していると、パ
スワードと同じ文字列のログイン名に変更できてしまう。 

• 組織情報の編集画面で、64階層以上の組織に変更できてしまう。 

 

  



2017年 12月 5日 クラウド版 Garoon （リリースノート) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  57 

 

2017年 12月 5日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

 

改修された不具合 

メール 

• 複数のファイルが添付されているメールを受信すると、エラー（HTTP 503）が発生する場合が
ある。 
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