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2018年 2月 クラウド版 Garoon  
(新機能アップデート紹介) 

画面デザイン 

デザインテーマを追加 

これまでの UI を踏襲しつつ、より見やすく使いやすいデザインを追加しました。 
新しくなった Garoon のデザインをぜひ試してみてください。 

 

詳細はこちらをご覧ください 

 

 

 

https://garoon.cybozu.co.jp/documents/gr_newdesign.pptx


2018年 2月 クラウド版 Garoon （新機能アップデート紹介) 
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スペース 

メンション（宛先追加）機能を追加 

優先度の高い自分宛の情報を素早く確認できるように、メンション（宛先追加）機能を搭載しまし
た。メンションは組織、ロール、個人に対して設定が可能です。組織、ロールのメンションをクリッ
クすると所属しているユーザーを確認できます。 

 

使用期限の設定機能を追加 

スペースの管理者が使用期限を設定することが可能になりました。使用期限が切れると「使用期限切
れ」のスペースに自動的に分類され、使用期間中のスペースとの区別がつきやすくなります。使用期
限が切れたスペースは、エンドユーザーが閲覧できないようになりますが、スペースの管理者が使用
期限を期限内に変更することで、今まで通り該当のスペースを利用できます。 

 



2018年 2月 クラウド版 Garoon （新機能アップデート紹介) 
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システム管理画面での設定方法 

使用期限を設定する 

1.Administratorsグループ（ロール）に所属しているガルーン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 > スペース > 一般設定にアクセス
する 
3.使用期限の無期限設定のチェックボックスの"許可する"のチェックを外し、使用期限の
初期値を設定する 

 



2018年 2月 クラウド版 Garoon （新機能アップデート紹介) 
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一括削除機能を追加 

システム管理者が期限内/期限切れのスペースを一括で削除できる機能を追加しました。カテゴリの
設定画面で、期限内/期限切れのスペースを絞り込み、対象のスペースを確認した後に一括削除がで
きます。 

 

 

通知一覧 

メンション機能に対応 

スペースのメンション（宛先追加）機能の搭載により、すべて/自分宛、未読/既読の条件で通知を絞
り込んで表示できるようになりました。 
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繁体字 

繁体字で画面表示が可能に 

台湾、香港などの地域で使用されている繁体字で画面が表示ができるようになりました。 
海外拠点においても教育コストをかけずに確実な定着を図れます。 

 

その他の変更点はリリースノートをご覧ください。 

  



2018年 2月 11日 クラウド版 Garoon （リリースノート) 
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2018年 2月 11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 

• ディスカッションのコメント書き込み時に通知の宛先を指定する機能（メンション機能）。 
• スペースの使用期限に関する次の機能を追加。 

o スペースの作成または変更時に、スペースの使用期限を設定する機能 

o システム管理で、次の項目を設定する機能 

 使用期限に無期限の設定を許可するかどうか 

 使用期限の初期値を、「無期限」にするか「使用期限を設定する（0～10000日
後）」にするか 

• スペースを一括削除するための次の機能をシステム管理に追加。 

o 指定した日付よりも前に使用期限が切れたスペースを一括削除する機能 

o 指定した日付以降更新されていない使用期限内のスペースを一括削除する機能 

通知一覧 

• 次のポートレット、パーツ、および画面で、未読の通知と既読の通知を切り替えて表示する機
能。 
o 「通知一覧」ポートレット（旧名称：「最新情報」ポートレット） 

o ヘッダーのベ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 

o 「通知一覧」画面 

• 次のポートレット、パーツ、および画面で、すべての通知と自分宛のコメント通知（メンション
通知）を切り替えて表示する機能。 

o 「通知一覧」ポートレット（旧名称：「最新情報」ポートレット） 

o ヘッダーのベ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 

o 「通知一覧」画面 

 



2018年 2月 11日 クラウド版 Garoon （リリースノート) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  14 

 

補足： 

o 2018年 2月版では、スペースのディスカッションで、メンション機能をご利用いただけま
す。 

ベース 

• 画面の表示で、繁体字中国語に対応。 
補足： 

o ユーザー情報の言語を「Webブラウザーの設定に従う」に設定している場合、Webブラウ
ザーの優先言語を繁体字中国語に設定すると、画面の表示が繁体字中国語になります。 

 

変更された仕様 

ポータル 

• 「最新情報」ポートレットのポートレット名を「通知一覧」ポートレットに変更。 
補足： 

o ポートレットの設定で、ポートレット名を設定している場合は、設定したポートレット名
が表示されます。 

メール 

• メール送信時に、本文に含まれる半角カナを全角カナに変換しないように変更。 
補足： 

o 送信メールの文字コードが簡体字中国語（GB2312）の場合のみ、全角カナに変換されま
す。 

• メールの 3ペイン（プレビュー表示）で HTMLメールを表示した場合に、HTML メールで使用
している CSS のクラスが Garoonで使用しているものと重複してしまう現象を改善。 

• 「送受信記録の表示」画面に表示されているデータの件数の表記を、「#-# 件表示 / # 件中」
から「#-# 件表示」に変更。 
#は数字を表します。 
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通知一覧 

• 通知をアプリケーション単位で絞り込む操作メニューを、ドロップダウンリストからリンクに変
更。 

• 次の画面を廃止。 

o 「確認済みの通知」画面 

o 「未確認の通知」画面 

マルチレポート 

• 大量のレポートを CSVファイルに書き出す際、エラーが発生しにくくなるように改善。 

書式設定 

• 書式編集ライブラリのバージョンを更新。 

ベース 

• システム管理で、各アプリケーションに添付するファイルのサイズ制限の（無制限）を廃止し、
1GBの設定を追加するように変更。 
補足： 

o 1GBまでのファイルを添付できるように改善しました。 
o 2018年 2月のアップデート前に（無制限）を設定している場合、1GBが設定されます。 

SOAP API 

• 大量の掲示を含むカテゴリーから、BulletinGetTopics を使用してデータを取得する際に、エラ
ーが発生しにくくなるように改善。 

その他 

• 画面のデザインテーマを追加。 
追加されたデザインテーマについての詳細はこちらをご覧ください。 

  

https://garoon.cybozu.co.jp/documents/gr_newdesign.pptx


2018年 2月 11日 クラウド版 Garoon （リリースノート) 
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• 古いWebブラウザーや古いモバイル端末で使われている暗号化技術の TLS1.0で接続すると、警
告メッセージが表示されるように変更。 
Garoonには、サイボウズのクラウドサービスの動作環境にあるWebブラウザーやモバイル端
末でアクセスしてください。 
対処方法は、次のページを参照してください。 
https://cs.cybozu.co.jp/2017/006411.html 

• ヘッダー内の[ユーザーヘルプ]または[管理者ヘルプ]のリンクをクリックした場合、Garoon を表
示している言語に応じたコンテンツを表示するように変更。 
補足： 

o 変更前：アクセスしているWebブラウザーの言語設定に応じたコンテンツを表示 
 

改修された不具合 

システム設定 

• 削除されたユーザーのユーザーデータが削除される前に、アプリケーションの利用ユーザーを
CSVファイルに書き出すと、エラー（PHP00099）が発生する場合がある。 

• [Internet Explorer 11とMicrosoft Edgeの現象]「システムメールアカウントの設定」画面で
「送信用パスワード」を設定したあとに、再度、設定画面を開くと、「送信用パスワード」欄
が空になる。 

個人設定 

• Myグループの編集画面で、「所属する施設」のドロップダウンリストに、作成したMyグルー
プが表示されない場合がある。 

ポータル 

• 「スケジュール（グループ週表示）」ポートレットで、日送りまたは週送りボタンをクリックし
て予定の登録画面を表示すると、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。 

  

https://cs.cybozu.co.jp/2017/006411.html


2018年 2月 11日 クラウド版 Garoon （リリースノート) 
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スペース 

• スペースのカテゴリー名に、ユーザーが使用している言語の表示名を追加していても、「サブカ
テゴリの順番変更」画面で、カテゴリー名が「標準」の表示名で表示される。 

• 「カテゴリの読み込み」画面で、カテゴリー名が空の CSVファイルを読み込もうとすると、エ
ラー（FW00001）が発生する。 

• スペースのメモの最終更新者がスペースの利用を禁止されても、メモの「更新者」欄に利用を許
可されているユーザーのアイコンが表示される。 

• [iOS Safari/Android Chrome の現象]モバイル表示で、ToDo の担当者の選択画面を再読み込み
したあと、[キャンセル]や[設定]をタップすると、「ToDo の追加」画面で締切日の表示が変わ
り、一部の機能が使用できなくなる。 

• [iOS Safari/Android Chrome の現象]モバイル表示を使用し、共有 ToDo を変更すると、「担当
者」がユーザーID（uid）の昇順で表示される。 

スケジュール 

• タイトルが空の予定を登録すると、「予定の詳細」画面の titleタグの内容が空になる。 
• 開始時刻を設定し、終了時刻を設定していない繰り返し予定の「予定の詳細」画面で、日時の終

了時刻が「23:59」と表示される。 

• 30分未満の予定の開始時刻をドラッグアンドドロップで変更すると、終了時刻が開始時刻より
前の時刻に変更される場合がある。 

• 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、月予定の「ユーザー/施設
選択」ダイアログで、ユーザー名が常に「別言語での表示名」で表示される。 

• 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、個人設定のスケジュールの
統計から書き出した CSVファイルのユーザー名が常に「別言語での表示名」で表示される。 

• 予定の日時をドラッグアンドドロップで変更した直後に、別の予定をドラッグアンドドロップで
変更しようとすると、直前に変更した予定と同じ日時に変更される場合がある。 

• [iOS 10/11 Safariの現象]モバイル表示を使用し、スケジュールのユーザー/施設検索でインクリ
メンタルサーチの検索結果をタップしても、候補を選択できない場合がある。 

メッセージ 

• 既読のメッセージを閲覧すると、メッセージの確認済みの通知の日時が、既読にした日時から閲
覧した日時に更新される場合がある。 



2018年 2月 11日 クラウド版 Garoon （リリースノート) 
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• メッセージの更新日と検索期間の終了日を同日にすると、差出人で検索できない場合がある。 

掲示板 

• 「通知一覧」画面で、確認する掲示のチェックボックスを選択し、[確認済みにする]をクリック
して確認済みにしても、掲示の一覧画面で、掲示のタイトルが未読状態（太字）で表示され
る。 

タイムカード 

• タイムカードの印刷用画面で、文字サイズを指定しても、一部の文字サイズが変更されない。 
• 「集計の開始日」が 2日以降の日付の場合、その日付以降に、システム管理画面で現在の月のタ

イムカードを選択すると、前月のタイムカードが表示される。 

メール 

• ヘッダーに id を含まない分割されたメールを受信するとエラーが発生する。 
• 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、システム管理のメールの

「ユーザーアカウント」画面で、ユーザー名が常に「別言語での表示名」の名前で表示され
る。 

• 送信メールの添付ファイルを保存しない設定にしても、自動転送されたメールの添付ファイルが
保存され、ダウンロードできる。 

• Content-Typeが text/html のメールに返信するとき、受信メールの本文が引用されない場合が
ある。 

• メールの送信日と検索期間の終了日を同日にすると、差出人で検索できない場合がある。 

• 3ペイン（プレビュー表示）でフォルダ数が多い場合、次のフォルダ操作のメニューが表示され
ない。 

o フォルダを追加する 

o フォルダを順番変更する 

o フォルダの詳細 

• メールを、個人設定の「ファイルの書き出し」画面から「UNIX mbox 形式」で書き出すと、1
行目の「From」の日時が正しく書き出されない。 
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アドレス帳 

• 個人設定で、ブックに表示する項目を設定すると、ブックコードが bidの値に変更される。 

通知一覧 

• [iOS Safari/Android Chrome の現象]モバイル表示の「通知一覧」画面で、既読にした外部通知
をタップすると、PC表示の「通知一覧」画面が表示される。 

ワークフロー 

• 詳細検索の検索条件に「0」を入力して申請データを検索すると、検索対象の一覧にある全デー
タが検索結果に表示される。 

• 番号に「0」を入力して申請データを CSVファイルに書き出すと、申請フォームの全データが書
き出される。 

• ワークフローの画面で検索ボックスに「0」を入力して[申請データ検索]をクリックすると、
「検索条件」欄が空欄になる。 

• 「承認（誰か 1人）」の経路ステップでほかの処理者が処理した結果を KUNAI で確認すると、
未処理の経路ステップが残っていても、その申請が未処理一覧に表示されない場合がある。 

• 申請フォームの「項目の追加」画面で、「説明」欄で書式編集を選択した状態でバリデーション
エラーが発生すると、「説明」欄に HTML タグが表示される。 

• garoon.workflow.request.set()を使用すると、ラジオボタンの項目の値をセットできない場合が
ある。 

• ほかの項目に設定した項目コードと同じ英文字で、大文字と小文字の違いがある文字を項目コー
ドに設定しようとすると、エラー (GRN_WRKF_25900) が発生する。 

• [iOS Safari/Android Chrome の現象]モバイル表示を使用して申請を承認する場合、必須項目か
つ、右隣に配置された「ファイル添付」項目が存在すると、必須項目に値が設定されていても
エラー（GRN_WRKF_25850）が発生する。 

• 差し戻された申請データの申請内容を閲覧できない場合がある。 

• 「申請データの検索」画面の検索結果に、一覧画面で表示する件数を超える申請データがある
と、申請番号が小さい方から表示されてしまう場合がある。 
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マルチレポート 

• マルチレポートの「通知先の変更」画面でカテゴリの閲覧権限がないユーザーを追加しようとす
ると、エラー（GRN_RPRT_31016）が発生し、「通知先」を変更できない。 

• 印刷用画面で、「参加者」がユーザーID（uid）の昇順で表示される。 

• 「日付」項目が未入力のレポートを CSVファイルへ書き出すと、「日付」項目が空欄にならず
に、CSVファイルを書き出した日付が出力される。 

• マルチレポートで、必須項目を空欄で保存した場合、および「数値」項目に数値以外の値を指定
して保存した場合に発生するエラーの、中国語文言が正しくない。 

• 「相手側の参加者」に、共有アドレス帳のブックからアドレスを追加すると、レポートを作成で
きない場合がある。 

• 「レポートの作成(内容の入力)」画面で、「相手側の参加者」欄に入力した参加者の選択を解除
して内容を確認すると、「相手側の参加者」項目に参加者が表示されない。 

全文検索 

• 「タイトルを検索」のチェックボックスを選択し、検索演算子の OR を使って検索すると、タイ
トル以外の情報も検索される。 

ロギング 

• メールのフォルダーの追加や変更などを行うと、監査ログの補足に、操作とは関係のない、メー
ルアカウントの変更を示すログが出力される。 

ベース 

• 電話メモ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。 

SOAP API 

• レスポンスに、XML で使用できない文字が含まれてしまう場合がある。 
• メッセージのフォルダーの順番を変更しても、フォルダーの「version」の値が更新されない。 

この不具合によって、KUNAI for iPhoneに、メッセージのフォルダーの順番変更が反映されま
せん。 
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APIの変更点 
• 『cybozu developer network』を確認してください。 

2018/2/11の定期メンテナンスにおける Garoon API 更新情報 
 

cybozu.com共通管理の変更点 

不具合改修項目 

• cybozu.com共通管理へのアクセスで、自動ログインの状態が保持されない。 
 

https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/115005931843


2018年 2月 16日 クラウド版 Garoon （リリースノート) 
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2018年 2月 16日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

改修された不具合 

ポータル 

• システム管理の HTMLポートレットで画像を挿入した場合、HTML ポートレットの登録者以外
に挿入した画像が表示されない。 

ワークフロー 

• 「申請番号」および「決裁番号」のどちらも採番されていない申請データが CSVファイルに書
き出されない。 

• 「標題」または「申請者」に「0」を入力して申請データを CSVファイルに書き出すと、申請フ
ォームの全データが書き出される。 

書式設定 

• 書式編集のリンク機能で、リンク先 URL に半角スペースが含まれている場合、半角スペースが
「%20」に変換される。 

 



2018年 5月 13日 クラウド版 Garoon （新機能アップデート紹介) 
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2018年 5月 13日 
クラウド版 Garoon  

(新機能アップデート紹介) 

スペースメッセージ 

メッセージにメンション（宛先指定）機能を追加 

これまで、スペースにしか搭載されていなかったメンション機能がメッセージでも使えるようになり
ます。 

メンション（宛先指定）機能を拡充 

従来できなかった、複数名へのメンションがあるコメントに対して返信する際に、複数名を同時にメ
ンションする「全員に返信する」が搭載されます。 
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メール 

受信メールのサイズ制限に 100MBを追加 

個々のメールサイズ制限の設定値で、受信メールサイズの最大制限値に 100MBが追加されます。従
来より、１通あたりの容量が大きいメールも受信することが可能になります。 

 

 

  

システム設定画面での設定方法 

メールサイズの設定方法 

1.Administratorsグループ（ロール）に所属しているガルーン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 > メール > メールサイズの制限に
アクセスする 
3.個々のメールサイズの制限の設定で、受信メールサイズの制限をプルダウンで選び、変
更する 

 



2018年 5月 13日 クラウド版 Garoon （新機能アップデート紹介) 
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画面デザイン 

デザインの改善 

2018年 2月版から搭載された新デザインが「標準」デザインテーマになります。全てのデザインテ
ーマで改善を行い、アイコンや文字が認識しやすくなります。 

詳細はこちらをご覧ください 

 

REST API 

Garoon REST API の公開 

スケジュールの REST APIを公開しました。Garoon以外のスケジューラーに登録された予定を
Garoonにも同時登録するなど、より柔軟にカスタマイズができるようになります。 

詳細はこちらをご覧ください 

その他の変更点はリリースノートをご覧ください。 

 

https://garoon.cybozu.co.jp/documents/gr_newdesign.pptx
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360000474423


2018年 5月 13日 クラウド版 Garoon （リリースノート) 
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2018年 5月 13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 

• ディスカッションのコメントに「全員に返信する」機能を追加。 

スケジュール 

• 予定の API 連携用項目を追加。 

メッセージ 

• コメント書き込み時に通知の宛先を指定する機能（メンション機能）。 

その他 

• 全デザインテーマのデザイン、およびフォントを刷新。 
• 全デザインテーマのヘッダーを刷新。 

 

変更された仕様 

スケジュール 

• 予定の詳細検索結果の日付を予定の開始日時で表示するように変更。 

メッセージ 

• [固定リンク]の表示位置を変更。 
• [削除する]および[固定リンク]を、ホバー時にリンク表示するように変更。 
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メール 

• 受信メールサイズの制限値に「100MB」を追加。 

全文検索 

• ファイル管理または掲示板で、検索対象のフォルダまたはカテゴリの上限を超えた際に、検索結
果画面の下部に表示される警告の文言を変更。 

• ヘッダーからの検索時に、検索結果画面の下部に警告の文言を表示しないように変更。 

SOAP API 

• SOAP APIで予定を更新した場合、通知が送信されるように変更。 

その他 

• 一部のデザインテーマの名称を変更。 
• デザインテーマの初期設定テーマを変更。 

• アプリ一覧機能を廃止。 

• 新規ユーザーはアプリケーションメニューが閉じている状態に変更。 

 

改修された不具合 

スペース 

• 削除されたユーザーが担当者に設定された共有 ToDoを表示できない。 
• モバイル表示を使用し、ディスカッションのコメントの返信画面を表示すると、返信元のコメン

トに宛先が表示されない。 

スケジュール 

• 閲覧済みの「施設の利用申請」画面を再度閲覧すると、「確認済みの通知」画面に表示される利
用申請の通知の日時が更新される。 



2018年 5月 13日 クラウド版 Garoon （リリースノート) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  28 

 

• CSVファイルから予定を読み込むとき、CSVファイルの記述に誤りがあっても、エラーが発生
せず、読み込みが完了する場合がある。 

メッセージ 

• 「差出人」または「宛先」に含まれるユーザーの名前が変更されたあと、メッセージをファイル
に出力しても、変更前の名前で書き出される。 

ファイル管理 

• [Internet Explorer 8/9/10/11 の現象]「ファイルの移動」画面で、サブフォルダの一覧が折り返
して表示されない場合がある。 

メール 

• [Mozilla Firefoxの現象]「メールの詳細」画面で、Webブラウザーの「戻る」操作を行っても、
前の画面に戻れない。 

• メールを受信する際に、予期しないレスポンスを受け取ると、メールを受信できていないにもか
かわらず、受信済みの扱いになる場合がある。 

• 3ペイン（プレビュー表示）で、メールをダブルクリックすると、ヘッダーの新デザインを案内
するバナーが消える。 

ネット連携サービス 

• 天気予報の一部の地名が、誤った名称で表示される。 

ワークフロー 

• 取り戻した申請を再申請する場合に、該当の申請フォームのスケジュールへの自動登録の項目が
変更されていると再申請できない。 

• 代理申請者と承認者が削除されていると、差し戻しされた申請の処理画面で、申請の取り消しが
できない。 

• 共有経路を設定した申請フォームの XML ファイルを読み込むと、申請者以外の項目に対するア
クセス権が初期値に戻る。 
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SOAP API 

• API「ScheduleSearchEvents」を使用して繰り返し予定を検索すると、
「when/datetime/@start」の値が不正になる。 

• API「ScheduleRemoveEvents」を使用して、V-CUBE連携した予定を削除すると、V-CUBE側
の予約が削除されない。 

その他 

• cybozu.com共通管理で、グループ（ロール）を変更すると、エラー（FW00052）が発生する場
合がある。 

 

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

2018/5/13の定期メンテナンスにおける Garoon API 更新情報 
 

その他 

メール 

• 「送受信記録の表示」画面の表示速度を改善。 

その他 

• Garoonへの「ご意見・ご要望」を募るリンクをユーザーのドロップダウンメニュー内に配置。 
  

https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360000474423


2018年 5月 13日 クラウド版 Garoon （リリースノート) 
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cybozu.com共通管理の変更点 

仕様変更項目 

• セキュリティー強化のため、以下のダイアログで送信するメールのタイトルを変更する機能を廃
止。（2018/10/16 追加） 
o パスワードとログイン方法をメールで送信 

o パスワードをメールで送信 

不具合改修項目 

• 言語を中国語に設定したユーザーのパスワードを設定したときに送信されるメール内のリンクが
正しくない。 
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2018年 5月 13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 

• メールサーバーとの暗号化通信に、SSL/TLSを利用しているとメールが送信できない。 

 



2018年 8月 12日 クラウド版 Garoon （新機能アップデート紹介) 
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2018年 8月 12日 
クラウド版 Garoon  

(新機能アップデート紹介) 

メッセージ 

未読化機能を追加 

メッセージの一覧画面で選択したメッセージを未読に戻すことが可能になります。あとでもう一度見
返したいメッセージを未読に戻すことで、情報の見落としを防ぎます。 
※メッセージアプリ内のみでの処理になるため、通知一覧およびヘッダーのベルアイコンには反映さ
れません。 

 

 

メール 

添付ファイルの一括削除機能を追加 

メールの一覧画面から選択したメールの添付ファイルの削除が可能になります。容量を圧迫する不

要なファイルの削除に役立ちます。 
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REST API 

Garoon REST API の公開 

スケジュールの REST APIを公開しました。PATCH（更新）と POST（登録）の対応フィールドが
増えたことで、より柔軟にカスタマイズができるようになります。 

詳細はこちらをご覧ください 
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360001073346 

その他の変更点はリリースノートをご覧ください。 

 

 

https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360001073346
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2018年 8月 12日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

追加された機能 

メッセージ 

• 既読のメッセージを未読に戻す機能。 

メール 

• 複数のメールの添付ファイルをまとめて削除する機能。 
 

変更された仕様 

システム設定 

• ファイルのサイズ制限の「1GB」を「1024MB」に変更。 
 

改修された不具合 

システム設定 

• ユーザープロフィールに表示される優先する組織と、電話メモの一覧、またはアドレス帳のユー
ザー名簿の一覧に表示される、優先する組織が一致しない場合がある。 

スペース 

• メンションエリアのユーザーをクリックしても、プロフィール画面が表示されない。 
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スケジュール 

• ユーザー情報のカスタマイズ項目を検索対象に含めない設定にしても、カスタマイズ項目が、ス
ケジュールのユーザー検索の表示順に影響する場合がある。 

• システム管理の施設予約の設定で、「予約設定の可能な最大時間」を「--時間」で設定しようと
すると、エラーが発生する。 

メッセージ 

• メンションエリアのユーザーをクリックしても、プロフィール画面が表示されない。 
• メッセージをファイルに出力する際に、削除されたユーザーのコメントが存在するとエラーが発

生する。 

• システム管理の「メッセージの検索」画面での検索結果が、個人設定の画面の「一般設定」画面
で設定された件数より多く表示される。 

メール 

• Base64 でエンコードされた Subject の、最終行以外の行の末尾が「=」の場合、受信したメー
ルの標題が正しく表示されない。 

• Base64 でエンコードされた Subject 内の charsetが、大文字と小文字でそれぞれ指定されてい
る場合、受信したメールの標題が正しく表示されない。 

• 送信メールサーバーの暗号化通信に STARTTLSを使用していると、メールを送信できない場合
がある。 

• 受信したメールの添付ファイルを削除すると、メールサイズが増えてしまう。 

• [Mozilla Firefoxの現象]「メールの詳細」画面で、本文に埋め込まれた画像を表示できない。 

• 自動転送されたメールに書式編集が含まれている場合、添付ファイルを削除すると、メールサイ
ズが 0KBになる。 

• 送信箱のメールを、個人設定の「ファイルの書き出し」画面から書き出しても、開封確認の返信
メールのソースが書き出されない。 

通知一覧 

• モバイル表示で、自分宛ての通知を既読にできない。 
• 通知の検索で、既読または未読に関係なく検索されてしまう。 



2018年 8月 12日 クラウド版 Garoon （リリースノート) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  36 

 

ネット連携サービス 

• 「スケジュール（グループ週表示）」ポートレットで、日送りまたは週送りボタンをクリックし
てから天気予報をクリックすると、tenki.jp にアクセスできない。 

ワークフロー 

• 申請を印刷用画面から印刷すると、従来よりも小さいサイズで印刷される。 
• 「文字列（複数行）」項目の入力欄の幅が固定されてしまう。 

ケータイ 

• スケジュールで、グループ日表示の日付の変更時にエラーが発生する。 
• 予定に参加者または施設を追加する際にエラーが発生する。 

REST API 

• 参加者または公開先指定時の typeの値が不正である場合のエラーが不適切。 
• 「route」の値を指定せず「routeTime」または「routeFare」の値を指定し、スケジュールの

REST API を使用して予定を登録しようとすると、「routeTime」または「routeFare」の値を取
得できない。 

SOAP API 

• 「route」の値を指定せず「route_time」または「route_fare」の値を指定し、スケジュールの
SOAP APIを使用して予定を登録または更新しようとすると、「route_time」または
「route_fare」の値を取得できない。 

その他 

• 次のアプリケーションで、プロフィール画像の表示サイズが不正になる場合がある。 
o ポータル 

o スペース 

o スケジュール 

o メッセージ 

o 掲示板 
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o アドレス帳 

o マルチレポート 

• 通知、またはメールの自動転送が遅延する場合がある。 

 

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

2018/8/12の定期メンテナンスにおける Garoon API 更新情報 
 

その他 

スペース 

• スペースの一覧画面の下部にページナビゲーションを追加。 

スケジュール 

• スケジュールのユーザー検索にかかる時間を改善。 

メール 

• [iOS Safariの現象]PC表示で 3ペイン（プレビュー表示）利用時に、HTMLメールをスワイプ
でスクロールできるように改善。 

  

https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360001073346
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cybozu.com共通管理の変更点 

追加機能項目 

• 「グループ（ロール）と所属ユーザーの設定」画面で、目的のグループを検索する機能。 

仕様変更項目 

• タイムゾーンの表記を変更。 
o 日本語 

変更前：ヤンゴン（ラングーン） 
変更後：ヤンゴン 

o 英語 
変更前：Yangon（Rangoon） 
変更後：Yangon 

• 「ログインのセキュリティ設定」画面に、パスワードリセットをユーザーに許可しない場合の注
意書きを追加。 

• 1ユーザーあたりの同時接続数（セッション数）を変更。 
変更前：上限なし 
変更後：100 

Mac版 Cybozu Desktopをお使いの場合、上記の仕様変更により、Webブラウザーで cybozu.com
にログインしてから一定時間経過後にログアウトされてしまう現象が確認されています。 
ログアウトされた場合は、再度ログインしてください。 

不具合改修項目 

• 事前設定のユーザー編集画面で、所属組織を解除すると優先する組織が変わってしまう場合があ
る。 

• 「ユーザー情報の編集」画面でユーザーを削除し、Webブラウザーの別タブで開いた同じ画面
で「保存」をクリックしたときに表示されるエラーが不適切。 

• 「ログイン名とパスワードの保存」の中国語の注意書きが不適切。 
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2018年 9月 9日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

追加された機能 

メッセージ 

• メッセージを JavaScript / CSS でカスタマイズできる機能。 
 

改修された不具合 

ポータル 

• システム管理の「ポータルの詳細」画面、および個人設定の「Myポータルの詳細」画面で、ポ
ートレットの場所を移動しようとすると、エラーが発生し移動できない。 

 

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

2018/9/9の定期メンテナンスにおける Garoon API 更新情報 
 

https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360001241926


2018年 11月 11日 クラウド版 Garoon （新機能アップデート紹介) 
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2018年 11月 11日 
クラウド版 Garoon  

(新機能アップデート紹介) 

メール/メッセージ 

メール/メッセージの添付ファイル一括ダウンロード 

メール、メッセージに添付された複数のファイルを、zip形式で一括ダウンロードできるようになり
ました。 
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メール 

メールの宛先に部署名を表示 

メールの宛先に同じサブドメインの Garoon ユーザーを選択する際、ユーザー名の後に部署名を表示
できるようになりました。部署と名前がセットで確認できることで、宛先選びがスムーズになりま
す。 

 

  

個人設定画面での設定方法 

ユーザー名の後に表示する情報 

1.画面上部の自分のアカウント名をクリックし、「個人設定」をクリックする 
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2.共通設定が表示されるので、画面 ＞ 一般設定にアクセスする 

 
 
3.「ユーザー名の後に表示する情報」の「優先する組織」にチェックをし、画面下部の
「設定する」ボタンを押す 
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掲示板 

掲示板の本文、コメントに画像を挿入 

掲示板の本文やコメント内の自由な位置に、画像を挿入することができるようになりました。画像と
文章を織り交ぜて、わかりやすく伝わりやすい情報が投稿できるようになります。 
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画面デザイン 

Garoonのロゴをヘッダーに配置 

cybozu.com共通管理画面でヘッダーロゴを設定していない場合、Garoonのロゴがヘッダーに表示
されるようになりました。ロゴ画像や遷移先を変更したい場合は「ヘッダーをカスタマイズする - 
cybozu.com ヘルプ」をご覧ください。 

 

スペース 

スペースのディスカッションとファイルを一括削除 

各スペースの中のディスカッションを複数選択し、一括削除できるようになりました。各スペースの
ディスカッション内に添付されているファイルも同時に削除されます。 

 

https://jp.cybozu.help/general/ja/admin/list_systemadmin/list_company/customize_header.html
https://jp.cybozu.help/general/ja/admin/list_systemadmin/list_company/customize_header.html
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管理機能 

システム管理者権限で、全ユーザー画面の一般設定を一括変更 

システム管理者であれば、全ユーザー画面の一般設定が一括で変更できるようになりました。システ
ム管理権限による画面の一般設定で、各項目にある『全ユーザーに適用』のチェックボックスを有効
にすると、全ユーザーへの一括設定が適用されます。 
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カスタマイズ 

Garoon REST API の拡充と OAuthへの対応 

通知、ユーザー情報、施設予約、スケジュールの空き予定検索の REST APIを追加しました。また、
OAuth 2.0 に対応しました。ユーザのログイン情報をアプリケーションに公開することなく、
Garoonの情報へのアクセスを許可できるようになりました。詳しくは cybozu developer network を
ご覧ください。 

詳細はこちらをご覧ください 
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360016555091?_ga=2.181790177.794638375.1597816
218-1467382487.1597816218 

 

その他の変更点はリリースノートをご覧ください。 

 

 

https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360016555091?_ga=2.181790177.794638375.1597816218-1467382487.1597816218
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360016555091?_ga=2.181790177.794638375.1597816218-1467382487.1597816218
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2018年 11月 11日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

追加された機能 

システム設定 

• システム管理で、個人設定の画面の一般設定を一括設定する機能。 

スペース 

• 複数のディスカッションを一括削除する機能。 

メッセージ 

• 本文の複数の添付ファイルを一括ダウンロードする機能。 

掲示板 

• 書式編集で本文やコメントに画像を挿入する機能。 

メール 

• 複数の添付ファイルを一括ダウンロードする機能。 

• メールの宛先を検索または選択する際に、優先する組織を表示する機能。 

 

変更された仕様 

メッセージ 

• メッセージの閲覧確認を行った際にログが出力されるように変更。 
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メール 

• メールの本文に表示された URL をクリックすると、別タブで開くように変更。 

通知一覧 

• 未登録の外部通知メールを通知として受け取る機能を廃止。 

書式設定 

• 書式編集の入力欄がインラインスクロールするように変更。 

• 書式編集のリンクを挿入するターゲット属性の初期値を「新規タブ」に変更。 

その他 

• スクリーンリーダーの読み上げをパンくずリストから開始するように変更。 

• ヘッダーの標準ロゴを Garoon のブランドロゴに変更。 

• ヘッダーのロゴをクリックした際のリンク先の初期値をサービスメニューから Garoon のトップ
ページに変更。 

• アカウントメニューにサービスメニューへのリンクを配置。 

 

改修された不具合 

ポートレット 

• 「スケジュール（グループ日表示）」ポートレットにMyグループを設定したとき、Myグルー
プに設定した施設の並び順ではなく、施設 ID（faid）の昇順で表示される。 

スペース 

• 「カテゴリーの設定」画面で、スペースをサイズでソートすると、メンバー数が「0」と表示さ
れる。 

• kintoneの使用権限を持たないユーザーが、kintoneのアプリが配置されているスペースを変更
できない。 
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• kintoneのアプリが配置されているスペースで、メンバーを変更できない場合がある。 

リンク集 

• リンク集の「アクセス権の設定」画面で、設定数が正しく表示されない場合がある。 

スケジュール 

• kintone連携を設定したアプリで、レコードをユーザー項目で絞り込みできない。 

メッセージ 

• メールをメッセージに転送するとき、メールの本文で書式編集を使用して入力された特殊文字
が、メッセージの本文に文字実体参照で表示される場合がある。 

掲示板 

• 1つの掲示に複数のWebブラウザーから同時にアクセスすると、掲示の一覧画面で、掲示やペ
ージ送りのリンクが正しく表示されない場合がある。 

• 掲示を差出人の名前で検索するとき、差出人のユーザーが完全に削除されていると、掲示が検索
結果に表示されない。 

メール 

• API「MailGetMailVersions」を使用したときに、エラーが発生し、メールの更新情報を取得でき
ない場合がある。 

• メールの本文が 1行で 1000バイトを超えるとき、改行が自動的に挿入されない場合がある。 

• 送信メールサーバーに接続できないエラー（GRN_MAIL_24151）が発生した際、ダイアログの
サーバーからの応答欄にエラーの詳細が表示されない。 

通知一覧 

• 外部通知の不具合を改修。 
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ワークフロー 

• 承認経路の処理者からユーザーを削除し、申請を差し戻したあと、処理者から削除されたユーザ
ーで申請を閲覧しようとすると、エラー（GRN_WRKF_25307）が発生する場合がある。 

JavaScript API 

• スケジュールの JavaScript API で、「attendees」に組織、「watchers」に組織およびロールを
指定しようとするとエラーが発生し、値をセットできない。 

• API「schedule.event.detail.show」の実行時に取得する「event.attendees」オブジェクトの配
列内要素の順番が画面と異なる。 

SOAP API 

• API「ScheduleSearchFreeTimes」を使用して空き時間検索をすると、日を 2日以上またいだ予
定の検索結果で日付が正しく取得できない。 

その他 

• ワークフロー、メッセージ、および RSS リーダーで、各フォルダーにデータが表示されない。 

 

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

2018/11/11の定期メンテナンスにおける Garoon API 更新情報 

 

その他 

スケジュール 

• 「予定の詳細」画面の表示にかかる時間を改善。 

 

https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360016555091
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cybozu.com共通管理の変更点 

追加機能項目 

• OAuth クライアントを追加できる機能（β版）。 
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2018年 11月 22日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

改修された不具合 

掲示板 

• 下書きから掲示を作成した際に、下書きの掲示が残る。 

メール 

• アドレス帳の利用を許可されていないユーザーが、「メールの送信」画面でメールアドレスのイ
ンクリメンタルサーチを行った場合、エラーが発生して検索できない。 

その他 

• アプリケーションメニューに登録した URLに「&」が含まれていると、「&」が「&amp;」に変
換されてアクセスできない。 

• 書式編集のリンクの挿入で作成した URL に「\」や日本語が含まれていると、URLが正しく作
成できずアクセスできない。 
注意事項： 

o 今回の緊急メンテナンスでは、内部的な HTML解析処理を 2018年 11月の定期メンテナン
スより前の状態に戻しました。 
それによって、2018年 11月の定期メンテナンスで発生していた HTML メールの表示が崩
れる、もしくは表示ができない現象についても発生しなくなります。 
しかしながら、今後のメンテナンスで、改めて HTML 解析処理が変更された場合、HTML
メールに関する現象については、再度、発生しうることが考えられます。何卒ご了承くだ
さい。 
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2018年 11月 28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 

• HTML メールに埋め込み画像が存在する場合、添付ファイルの一括ダウンロードでエラーが発生
し、ファイルのダウンロードができない。 

ワークフロー 

• [Internet Explorer 11/Microsoft Edge/Mozilla Firefox の現象]日本語を利用している場合、申請
フォームの「文字列（1行）」項目の横幅が広がる。 

 

その他 

アドレス帳 

• メールを作成する際の「宛先アドレスの選択」画面で、Myアドレスグループ、ユーザー名簿、
およびMyグループの表示にかかる時間を改善。 

 



2018年 12月 5日 クラウド版 Garoon （リリースノート) 
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2018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 

• メールを送信する際に、リンクなどの長い文字列の途中で改行が挿入される。 
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2018年 12月 9日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

cybozu.com共通管理の変更点 

不具合改修項目 

• 「ログインのセキュリティ」画面で SAML 認証の証明書を保存し、再び保存ボタンを押したとき
に表示されるエラーが不適切。 

• 「グループ（ロール）と所属ユーザーの設定」画面で任意のグループを削除し、Webブラウザ
ーの別タブで開いた同じ画面で同じグループを削除したときに表示されるエラーが不適切。 
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