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2019年 1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 

• 不正な属性が HTMLメールに含まれていると、エラー（PHP00099）が発生し、メールを表示で
きない。 
該当するメールを通知から表示しようとしてエラーが発生した場合、それ以降は、アプリケー
ションメニューから「メール」画面を表示できなくなります。 
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2019年 2月 10日 
クラウド版 Garoon  

(新機能アップデート紹介) 

サイボウズ KUNAI 

スペースとメッセージの PUSH通知機能を搭載 

スペースとメッセージでの通知を、スマートフォンの通知（プッシュ通知）として受け取れます。
Garoonにアクセスしていなくても自分が確認すべき情報、自分が宛先の情報にいち早く気づくこと
ができます。 

設定方法 

• 「 サイボウズ KUNAI 」をインストールしてご利用ください。 

• iPhoneの場合の設定方法 | サイボウズ KUNAI for iPhone 操作マニュアル 

• Android の場合の設定方法 | サイボウズ KUNAI for Android 操作マニュアル 

 

 

スペース 
以下の操作が行われたときに PUSH通知を受けとります。 
スペース/ディスカッションの作成、メンバー変更によるスペースメンバーの追加、自分が
宛先(メンション)に含まれるコメント書き込み 
 

 

https://products.cybozu.co.jp/kunai/
https://manual.cybozu.co.jp/kunai/ip/user/personal.html#anchor09
https://manual.cybozu.co.jp/kunai/an/user/personal.html#anchor09


2019年 2月 10日 クラウド版 Garoon (新機能アップデート紹介) 
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掲示板 

掲示板のカテゴリ一覧の幅変更とスクロールが可能に 

掲示板のカテゴリ一覧部分が別ペインとなり、横幅の調整と、独立したスクロール操作ができるよう
になりました。 
長いカテゴリ名がある場合や、何階層ものカテゴリがある場合、掲示の数が多い場合でも、より見や
すく操作しやすい画面となりました。 

 

メッセージ 
以下の操作が行われたときに PUSH通知を受けとります。 
メッセージの作成、宛先の変更によるメッセージへの宛先追加、自分が宛先(メンション)に
含まれるコメント書き込み 
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通知一覧 

通知のタイトルにカーソルを当てるとタイトル全文(※)が表示されま
す 

通知のタイトルにカーソルをあてると、タイトル全文が表示されるようになりました。長いタイトル
の通知であっても内容がわかります。(※表示できるのは 128byteまでです。通知のタイトルが 
128byte を超える場合は、タイトル全文を表示できません。) 

 

カスタマイズ 

各 HTMLポートレットに対し個別に JavaScriptと CSSの適用が可
能に 

ポータル内の各 HTMLポートレットに対して、個別に JavaScript と CSS の適用が可能になりまし
た。ファイルの場所を URL で指定できるほか、ファイルを直接アップロードできます。個別のポー
トレットのカスタマイズがしやすくなります。 
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HTMLポートレットの読み込み・書き出し機能で JavaScript、CSS
が記述された XMLファイルに対応 

HTML ポートレットをファイルから読み込む際、JavaScriptや CSS が記述された XMLファイルか
らの読み込みに対応しました。 
また、HTMLポートレットをファイルに書き出す際、JavaScriptや CSS が記述された XML ファイ
ルとして書き出すことが可能になりました。 
先述した機能で各ポートレットに個別に適用した JavaScript, CSSファイルも、すべて一つの XML
ファイルにまとめることができます。これまでより JavaScript, CSS を含む HTML ポートレットを
Garoonにアップロードしやすくなりました。 

 



2019年 2月 10日 クラウド版 Garoon (新機能アップデート紹介) 
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Garoonの REST APIを送信しやすくする JavaScript APIを追加 

Garoonの REST APIを送信しやすくする JavaScript API、garoon.api()を追加しました。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/360021127471 

  

https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360021127471


2019年 2月 10日 クラウド版 Garoon (新機能アップデート紹介) 
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仕様変更 

「予定（予約）を設定する単位」を変更したときに、予定の時刻がリ
セットされなくなりました 

システム管理者画面のスケジュールの一般設定で「予定（予約）を設定する単位」を変更した際、こ
れまでは設定変更後の単位に合致しない予定の時刻は「--分」という値に強制的にリセットされる仕
様になっていました。今回の仕様変更後は、設定変更後の単位に合致しない予定の時刻も、そのまま
維持され、選択可能となります。 

動作例 

1. スケジュールの一般設定で「予定（予約）を設定する単位」として「5分単位」が選択されてい
る状態で、5分刻みの予定（13:10~13:15など）を登録します。 

 

2. スケジュールの一般設定で「予定（予約）を設定する単位」を「30分単位」に変更します。 

 



2019年 2月 10日 クラウド版 Garoon (新機能アップデート紹介) 
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3. 仕様変更後前は、「30分単位」への変更を行った場合、5分刻みの時刻である 10分、15 分とい
った単位は、「--分」にリセットされていました。今回の仕様変更後は、「30分単位」に設定を変
更したとしても、合致しない予定の「10分」という時刻はそのまま維持され、選択可能となりま
す。 
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ケータイ機能の提供を終了します 

「ケータイ」に関する機能の提供を終了します。なお、クラウド版 Garoon ではフィーチャーフォン
向けドメインの提供を 2018年 12月 9日に終了しました。詳しくはこちらをご覧ください。 

「V-CUBE ミーティング 4」との連携が終了します 
「V-CUBE ミーティング 4」と Garoonの連携が廃止されます。「V-CUBE ミーティング 5」との
連携は引き続き可能です。 

2019年 2月 16日のメンテナンスにて「V-CUBE ミーティング 4」との連携機能を再度公開しまし
た。 

その他の変更点はリリースノートをご覧ください。 

 



2019年 2月 10日 クラウド版 Garoon (リリースノート) 
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2019年 2月 10日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

追加された機能 

ポートレット 

• HTML ポートレットに JavaScript / CSSを適用する機能。 

• JavaScript / CSSを適用した HTMLポートレットのインポートおよびエクスポート対応。 

スペース 

• 次の通知をスマートフォンの通知（プッシュ通知）として、KUNAI で受け取れる機能。 

o スペースの作成 

o ディスカッションの作成 

o メンバー変更によるスペースメンバーの追加 

o メンション機能を使用したディスカッションへのコメント書き込み 

メッセージ 

• 次の通知をスマートフォンの通知（プッシュ通知）として、KUNAI で受け取れる機能。 

o メッセージの作成 

o 宛先の変更によるメッセージへの宛先追加 

o メンション機能を使用したコメント書き込み 

掲示板 

• カテゴリーツリーの横幅を任意の大きさに変更できる機能。 
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変更された仕様 

スケジュール 

• 設定できない時間の単位で予定を登録していても、予定の変更時に元の値を選択できるように変
更。 

• 「V-CUBE ミーティング 4」との連携を廃止。 

• JavaScript / CSSによるカスタマイズの「カスタマイズグループの追加」画面の「適用対象」項
目の初期値をログインユーザーに変更。 

メッセージ 

• JavaScript / CSSによるカスタマイズの「カスタマイズグループの追加」画面の「適用対象」項
目の初期値をログインユーザーに変更。 

掲示板 

• カテゴリーを選択する際、掲示の一覧のみ更新されるように変更。 

• カテゴリーツリーの縦幅が画面より大きい場合に、インラインスクロールするように変更。 

通知一覧 

• 自分宛ての通知の既読時刻を、自分宛てではない通知の既読時刻で更新しないように変更。 

ワークフロー 

• 「申請データの管理」画面で、選択削除のボタンを、申請データ一覧の上下に配置。 

ケータイ 

• ケータイ機能の廃止。 

その他 

• ヘッダーの通知一覧で、通知の標題をツールチップで表示するように変更。 
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改修された不具合 

システム設定 

• アプリケーションの利用ユーザーを設定したあと、アプリケーションを使用開始すると、使用停
止していたアプリケーションの利用ユーザーの設定が書き出されない。 

ワークフロー 

• 関数「garoon.workflow.request.get()」で取得した「自動計算」項目の「value」の値が、文字列
として扱われない場合がある。 

 

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

2019/2/10の定期メンテナンスにおける Garoon API 更新情報 

 

https://garoon.cybozu.co.jp/support/update/cloud/190210.html


2019年 2月 11日 クラウド版 Garoon (リリースノート) 
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2019年 2月 11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 

• 承認者を変更できない承認ステップが経路分岐のためにスキップされる場合、申請時にエラーが
発生し、申請できない。 

• 初期値が設定されておらず、申請者が閲覧/変更不可、承認者が閲覧/変更可の日付項目が存在す
る場合、申請時にエラーが発生し、申請できない場合がある。 

• 標題に値を入力したにもかかわらず、次の現象が発生する場合がある。 

o 標題に初期値を設定していない場合、「標題は必須項目です」というエラーが発生する。 

o 標題に初期値を設定している場合、入力した値が無視され、初期値で申請される。 

 



2019年 2月 16日 クラウド版 Garoon (リリースノート) 
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2019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 

アドレス帳 

• 個人アドレス帳で、次の項目を登録および更新できない。 

o 個人名 

o 個人名（よみ） 

o 路線の所要時間 

o 路線の運賃 

 

その他 

スケジュール 

• 「V-CUBE ミーティング 4」との連携を 2019年 2月 10日の定期メンテナンスより前の状態に
戻す対応。 

 



2019年 2月 20日 クラウド版 Garoon (リリースノート) 
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2019年 2月 20日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

改修された不具合 

その他 

• パッケージ版 Garoon からクラウド版への移行時にエラーが発生し、移行に失敗する。 

 



2019年 3月 10日 クラウド版 Garoon (リリースノート) 
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2019年 3月 10日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

cybozu.com共通管理の変更点 

仕様変更項目 

• 6週間以上前の監査ログを書き出すファイルの形式の設定で、初期値を変更。 

o 変更前：XLSX 

o 変更後：CSV（UTF-8） 

2019年 3月 10日のアップデート以降に利用を開始した環境でのみ変更されます。 
監査ログの容量が大きくなることが想定される場合は、「監査ログの設定」画面で CSV形式を選ん
でください。 
XLSX形式で書き出すと、容量が大きい場合に書き出せないことがあります。 

 

不具合改修項目 
• 2019年 1月 13日のアップデート以降、「監査ログの設定」画面で、保存期間が正しく表示され

ない。 
「6週間」に設定しても、画面を更新すると保存期間の表示が「3年間」となる不具合を改修し
ました。 
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2019年 5月 12日 
クラウド版 Garoon  

(新機能アップデート紹介) 

通知 

ベルの通知に既読ボタンを追加 

既読ボタンを押すことで、通知の詳細に遷移しなくても、通知を既読にできます。 

 

通知ポートレットに既読ボタンを追加・表示文字数を変更 

既読ボタンを押すことで、通知の詳細に遷移しなくても、通知を既読にできます。また、コメントの
本文が複数行表示されるようになります。表示文字数が増えたことで通知ポートレットで確認できる
情報量が増えました。既読にすべきかの判断がしやすくなります。 
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通知ポートレットの表示をアップデート前の一行表示に戻したい場合は以下をご覧ください。共通ポ
ータルの場合、通知の表示形式はシステム管理者のみが変更でき全ユーザー同じ表示となります。ユ
ーザーごとに表示を変更したい場合、Myポータルのご利用をお願いいたします。 

  

通知を一行表示に変更する方法 (Myポータルの場合) 

1.ご利用のMyポータルの右上のボタンから、「ポータルの設定」をクリックする。 
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2.Myポータルの編集画面が開いたら、通知一覧ポートレットの右上の歯車マークをクリ
ックし、「設定」をクリックする。 

 
 

3.ポートレットの設定が開いたら、共通設定の「デザインの切替」で「一行表示」をクリ
ックして、画面末尾の「変更する」ボタンをクリックすることで表示を変更する。 
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通知を一行表示に変更する方法 (共通ポータルの場合) 

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ログイン
し、右上の歯車マークの「Garoonシステム管理」をクリックし、各アプリケーションの
管理 > ポータル > ポータルの一覧 にアクセスする。 

 
 
2.ポータルの一覧から設定を変更したいポータルを選択する。 

 
 
3.ポータルの詳細 > ポートレットの設定（通知一覧）にアクセスする。 
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ファイル管理 

フォルダー一覧の操作性を改善 

フォルダー一覧が別ペインとなり、横幅の調整と、独立したスクロール操作が可能になりました。何
階層もフォルダがある場合やフォルダの名前が長い場合でも、より操作しやすくなりました。 

4.共通設定の「デザインの切替」から「一行表示」を選択し、画面末尾の「変更する」ボ
タンをクリックして表示を変更する。 
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カスタマイズ 

カスタマイズで画像を利用しやすくする機能と APIを追加 

新機能「画像アセット」に画像を登録し、JavaScript API (JS API)を用いてその URL を呼び出すこと
ができるようになりました。ポータル、ワークフロー、スケジュールなどで画像を利用したカスタマ
イズがしやすくなります。また JS APIを利用することで、ある環境から別の環境への移行がしやす
くなります。 
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「画像アセット」には、画面右上の歯車マーク＞Garoon システム管理＞各アプリケーションの管理
＞画像アセット でアクセスできます。 
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在席情報の REST API、スケジュール、ワークフローの JS APIなど
を追加 

スケジュールの在席情報の取得と更新が REST APIで可能になりました。スケジュールの予定登録や
変更のタイミングに対応する Submit イベントも実装され、「この施設は、参加者 10名以上の予定
でのみ利用可能」などの運用ルールをカスタマイズで設定しやすくなりました。ワークフローの JS 
APIでは項目の編集可否を制御できるようになりました。APIについて、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 

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/360025850091
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360025850091
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360025850091
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2019年 5月 12日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

追加された機能 

ファイル管理 

• フォルダーツリーの横幅を任意の大きさに変更できる機能。 

画像アセット 

• JavaScript API で利用できる画像ファイルを、Garoon の共有リソースとして登録する「画像ア
セット」機能を追加。 

その他 

• 通知処理に関する次の改善を実施。 

o 「通知一覧」ポートレット： 

 通知の内容を複数行で表示する機能の追加。 

 未読通知一覧に「既読にする」ボタンを追加。 
ポートレットの設定の「デザインの切替」項目が「複数行表示」に設定されている
場合、未読通知一覧上で「既読にする」ボタンを使った既読処理が可能になりま
す。 

o ヘッダーの通知： 

 ベルのアイコンから表示される未読通知一覧に「既読にする」ボタンを追加。 
未読通知一覧上で、既読処理が可能になります。 
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変更された仕様 

ファイル管理 

• フォルダーを選択する際、ファイルの一覧のみ更新されるように変更。 

• フォルダーツリーの縦幅が画面より大きい場合に、インラインスクロールするように変更。 

 

改修された不具合 

スペース 

• 非公開スペースのフォローしていないディスカッションに、自分を含む宛先を指定したコメント
が書き込まれても、自分宛として通知されない。 

スケジュール 

• 繰り返し条件が毎月月末の繰り返し予定を iCalendarファイルに書き出すと、BYMONTHDAYの
値が正しく出力されない。 

アドレス帳 

• 「宛先アドレスの選択」画面で、メールアドレスを選択し[候補]または[削除]をクリックする
と、メールアドレスの候補が常に先頭から表示されてしまう。 

メール 

• 返信メールのヘッダーの「References」フィールドで、メール IDの末尾に半角スペースがある
と、返信したときの「References」フィールドに空のメール IDが挿入される。 

• 「Disposition-Notification-To」フィールドで、表示名が「"」で囲まれていない、かつ、表示名
に「,」または「;」が含まれている場合、開封確認メールの返信先が不正になる。 

• 本文の末尾に制御文字があると、メールを送信できない場合がある。 
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通知一覧 

• メッセージを完全に削除したあと、削除したメッセージの通知を受信すると、通知を既読にでき
ない場合がある。 

ワークフロー 

• 代理承認時に、「JavaScript / CSSによるカスタマイズ」で適用したファイルの読み込みに失敗
する。 

• 申請フォームのカテゴリーに閲覧権限がない場合、代理申請時に、「JavaScript / CSSによるカ
スタマイズ」のファイルのアップロードで適用したファイルの読み込みに失敗する。 

JavaScript API 

• 施設に関するプロパティ「facilities」および「facility candidate」で「id」が表示されない場合
がある。 

その他 

• 縦横比が 1対 9.6 を超えるサイズの画像ファイルをロゴに指定すると、ヘッダーのロゴが不正な
縦横比で表示される。 

• ビントフックのタイムゾーンの時差が正確ではない。 

 

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

2019/5/12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/360025850091
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2019年 5月 12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 

• メールアプリケーションが使用停止中、かつ、通知が 1つ以上存在する場合に、「通知一覧」ポ
ートレット（複数行表示）を表示すると、エラー（PHP00002） が発生する。 
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2019年 5月 17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 

• 「メニュー」項目を含む申請フォームを使用して申請すると、エラー（PHP00004または
GRN_WRKF_25065）が発生し、申請できない場合がある。 

マルチレポート 

• 「メニュー」項目を含むレポートフォームを使用してレポートを作成すると、エラー
（PHP00004または GRN_RPRT_31066）が発生し、レポートを作成できない場合がある。 

 



2019年 6月 9日 クラウド版 Garoon (リリースノート) 
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2019年 6月 9日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

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

2019/6/9の定期メンテナンスにおける API更新情報 

 

cybozu.com共通管理の変更点 

仕様変更項目 

• 監査ログから書き出すファイルに、CSVファイルの制御文字を出力しないように変更。 

 

https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360027483211?_ga=2.129796940.1780656057.1600036180-922769149.1590989435&_gac=1.117486971.1599092986.Cj0KCQjwhb36BRCfARIsAKcXh6GfOWGVi40BQXaRTla-UNJ9n1S3MPP43qfDJKMjUsFEQi7OBcdnr8gaAmWREALw_wcB


2019年 7月 14日 クラウド版 Garoon (リリースノート) 
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2019年 7月 14日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

APIの変更点 
• 組織情報の登録や変更、または削除をする APIを追加。 

詳細は『cybozu developer network』を確認してください。 
2019/7/14の定期メンテナンスにおける API更新情報 

 

cybozu.com共通管理の変更点 

仕様変更項目 

• ユーザー情報に登録しているメールアドレスを更新すると、更新前のメールアドレスを使って発
行した、パスワードを再設定するための URL で、パスワードをリセットできないように変更。 

 

https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360028388291?_ga=2.38102115.1780656057.1600036180-922769149.1590989435&_gac=1.215332453.1599092986.Cj0KCQjwhb36BRCfARIsAKcXh6GfOWGVi40BQXaRTla-UNJ9n1S3MPP43qfDJKMjUsFEQi7OBcdnr8gaAmWREALw_wcB
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2019年 8月 11日 
クラウド版 Garoon  

(新機能アップデート紹介) 

ポータル 

「最初に表示するポータル」を個人で設定可能に 

ログイン後に最初に表示するポータルを、ユーザーが自由に設定できます。Myポータルを含め設定
可能です。なお、この機能を使用するためには、あらかじめシステム管理者が「Garoonシステム管
理」で各ユーザーに、機能の使用を許可する必要があります。 

 

  
「最初に表示するポータル」を変更する方法(個人設定) 1 

1.ポータル画面の右部分で「最初に表示するポータルの設定」をクリックする。 

 
 
2.最初に表示したいポータルを選択し「設定する」を押す。 
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「最初に表示するポータル」を変更する方法(個人設定) 2 

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。 

 
 
2.各アプリケーションの設定 > ポータル > 最初に表示するポータル にアクセスする。 

 
 
3.最初に表示したいポータルを選択し「設定する」を押す。 
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「最初に表示するポータル」の使用権限を変更する方法 
（Garoonシステム管理） 

1.Administratorsグループ（ロール）に所属している Garoon のアカウントでログイン
し、右上の歯車マークの「Garoonシステム管理」をクリックする。 

 
 
2.各アプリケーションの管理 > ポータル > 最初に表示するポータルの設定の使用権限 
にアクセスする 

 
 
3.セキュリティモデルを選択し、権限を設定する対象を追加することで、設定へのアクセ
ス権を管理できます。 

 



2019年 8月 11日 クラウド版 Garoon (新機能アップデート紹介) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  41 

 

ファイル管理 

ファイル管理の「更新通知の設定」画面を改善 

ファイル管理の「更新通知の設定」画面で、複数フォルダをツリー表示し、一括で通知設定を行えま
す。また、通知設定済みのフォルダーを一覧で確認することもできます。 

1. 「更新通知を設定する」をクリックすることで設定画面にアクセスできます。 

 

2. ツリー表示されたフォルダのチェックボックスを選択し「設定する」を押すことで一括で通知設
定ができます。 
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3. 「設定済みのフォルダー」をクリックすると、更新通知を設定済みのフォルダーを一覧で確認で
きます。 

 

サブフォルダーに更新通知設定を自動で引き継ぐ機能を追加 

更新通知を設定してあるフォルダーに新しくサブフォルダーを作成したとき、親フォルダーの更新通
知設定を自動で引き継げます。「他のユーザーが作ったサブフォルダーの通知が受け取れない」とい
った事態を防げます。なお、この機能はあらかじめ各ユーザーが個人設定で設定を変更する必要があ
ります(Garoonシステム管理での一括設定はできません)。 

1. 「ファイル管理」のフォルダーの中で、「オプション」から「フォルダーを追加する」をクリッ
クすることでサブフォルダーを作成できます。 
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2. 「フォルダーの追加」画面で「親フォルダーか親のサブフォルダーの通知設定を適用する」にチ
ェックを入れずに「追加する」を押して作成したサブフォルダーにも、通知設定を引き継げます。 

 

 

 

 

  

「更新通知の自動設定」を有効にする方法(個人設定) 

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。 

 
 
2.各アプリケーションの設定 > ファイル管理 > 更新通知の自動設定 にアクセスする。 
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カスタマイズ 

ワークフローの REST APIで申請データが取得可能に 

ワークフローの申請データが REST APIで取得できます。添付ファイルも含めて取得可能です。会計
システムとの連携や、申請データの集計/分析といった用途でご活用いただけます。APIの詳しい仕
様については、cybozu developer networkをご覧ください。 

詳細はこちらをご覧ください 

Garoon全体に JavaScriptと CSSを適用できる機能を搭載 

Garoon全体に JavaScript / CSS ファイルを適用できます。PC表示でのユーザーの操作画面をカス
タマイズできます。JavaScript / CSSファイルごとに適用対象となるユーザー/組織/ロールを設定す
ることも可能です。 

  

3.「更新通知の設定をサブフォルダーに自動的に適用する」にチェックを入れ、「設定する」を
押す。 

 

https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360029986951
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360029986951
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360029986951
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JavaScript / CSSによるカスタマイズを設定する方法 
(Garoonシステム管理) 

1.Administratorsグループ（ロール）に所属している Garoon のアカウントでログイン
し、右上の歯車マークの「Garoonシステム管理」をクリックする。 

 
 
2.基本システムの管理 > カスタマイズ > JavaScript / CSS によるカスタマイズにアクセ
スする。 

 
 
3.「カスタマイズグループを追加する」をクリックする。 
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※特定のアプリケーションをカスタマイズする場合は、各アプリケーションのカスタマイズ機能の利
用を推奨します。 

※JavaScriptでのカスタマイズについては、マニュアルの注意事項(8月 11日更新予定)と Garoon 
JavaScript コーディングガイドラインをご覧の上、実施ください。 

※DOM操作を伴うカスタマイズを行った場合、Garoon のアップデート、仕様変更により、機能が
利用できなくなる可能性があります。動作保証は致しかねますので、ご了承ください 

  

4.カスタマイズグループに対して、名称や適用対象を設定し、ファイルをアップロードし
て「追加する」を押すことでカスタマイズを反映できます。 

 

https://jp.cybozu.help/g/ja/admin/system/customize/index.html
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/115001032646?_ga=2.145302002.794638375.1597816218-1467382487.1597816218
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/115001032646?_ga=2.145302002.794638375.1597816218-1467382487.1597816218
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仕様変更 

「RSSリーダー」機能の提供を終了 

具体的な影響範囲は以下の通りです。 

• ・アイコンメニュー/システム管理画面/ヘルプから RSS リーダーが削除 

• ・RSS リーダーの設定、取得済みサイトとフィードが削除 

• ・ポータルから RSSリーダーのポートレットが削除 

• ・SOAP APIのレスポンスから RSS リーダーが削除 

 

RSS リーダーで設定したサイト一覧は、システム管理画面から CSV書き出しが可能です。必要に応
じて、8月 11日のアップデート前に書き出しをお願い致します。 

その他の変更点はリリースノートをご覧ください。 

 



2019年 8月 11日 クラウド版 Garoon (リリースノート) 
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2019年 8月 11日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

追加機能 

ポータル 

• ログイン後に表示するポータルを個人設定から変更できる機能を追加。 
システム管理者は、最初に表示するポータルの設定の使用権限を管理することができます。 

ファイル管理 

• 「更新通知の設定」画面を刷新。 
フォルダーをツリー状に表示させて更新通知を設定したり、更新通知を設定済みのフォルダー
を一覧で表示したりできるようになりました。 

• フォルダーの更新通知の設定を自動で引き継ぐ機能を追加。 
更新通知を設定しているフォルダーにサブフォルダーが追加された場合、サブフォルダーに自
動的に更新通知を設定するかどうかを、個人設定から設定できるようになりました。 

その他 

• Garoon全体に適用できる JavaScript / CSS によるカスタマイズ機能を追加。 

 

不具合改修項目 

ワークフロー 

• 「申請の作成」画面で、「右隣への配置」を有効にした「ファイル添付」および「文字列（複数
行）」項目の上に不要な余白が表示される。 

  



2019年 8月 11日 クラウド版 Garoon (リリースノート) 
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その他 

メール 

• 「SSL/TLS」の表記を「TLS」のみに変更。 

RSSリーダー 

• RSS リーダー機能を廃止。 

その他 

• サイボウズからのお知らせ機能を廃止。 

 

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

2019/8/11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/360029986951


2019年 8月 15日 クラウド版 Garoon (リリースノート) 
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2019年 8月 15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 

• パッケージ版からのデータ移行を許可する設定をしても、状態が保存されない。 

 



2019年 9月 5日 クラウド版 Garoon (リリースノート) 
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2019年 9月 5日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

改修された不具合 

その他 

• FW00052 エラーの内容が正しく表示されない。 

 



2019年 10月 14日 クラウド版 Garoon (リリースノート) 
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2019年 10月 14日 
クラウド版 Garoon (リリースノート) 

仕様変更 

全文検索 

• 複数のキーワードで検索し、その検索結果の文字列が連続している場合、文字列間の空白が削除
されるように変更。 

• 全文検索エンジンの変更。 
全文検索エンジンの変更に伴う仕様変更が適用されるタイミングは、お客様がお使いになって
いるサービスによって異なります。 
詳細は、サイボウズからのお知らせを確認してください。 
全文検索エンジンの変更に伴う仕様変更は、次のとおりです。 

o 作成日時順で検索すると、検索結果が仕様変更前と分単位で同じ場合に、検索結果の表示
順が仕様変更前とは変わる場合がある。 

o 関連度順で検索すると、検索結果の表示順が仕様変更前とは変わる場合がある。 

o NOT演算子を使用して、全文検索の対象のすべてのデータから、特定のキーワードを除外
して検索できるように変更。 
「NOT ***」という検索クエリで検索できるようになります。 

o 検索結果を言語で絞り込む機能を廃止。 

 

cybozu.com共通管理の変更点 

追加機能 

• SAML 連携を利用されているお客様向けに、cybozu.comのログイン時に SAML 認証を必須にす
るかどうかを設定できる機能を追加。 

https://cs.cybozu.co.jp/2019/006947.html
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