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2015年 1月 6日 
グループメール for Garoon 1.3.0 

 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.0.0 に対応。 
 

追加された機能 
• 「お知らせ」画面に導入バージョンおよびライセンスの期限を表示。 
• アプリケーションの利用ユーザーの設定機能に対応。 

 

改修された不具合 
• HTML 形式で受信したメールの印刷画面が HTML形式で表示されない。 
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2015年 3月 16日 
グループメール for Garoon 1.3.1 

 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.0.1 に対応。 
 

追加された機能 
• グループメールに添付されている画像を縮小して表示する機能 

補足： 
o バージョン 3.7 以前から 4.0 のガルーンにバージョンアップした場合、この機能の初期値は

無効に設定されています。 

o この機能を使用するには、システム管理の「画面」の「一般設定」で、サムネイル表示を
有効に設定します。 

 

改修された不具合 
• メールサイズの再計算処理が期待する動作をしていない。 
• 一覧画面で開封確認メールをプレビュー表示した時に表示されるコメントが不正。 

• グループメール自動受信の「groupmail_auto_receive.log」に「Fatal error」が出力される。 

• メールアカウントを 2つ以上所持している場合、「担当者設定」の「利用者一覧から選択する」
で表示される組織に、現在のアカウントとは別のアカウントの組織が表示される。 

• 担当者設定の「利用者一覧から選択する」から、グループメールの利用ユーザーではないユーザ
ーを検索することができる。 

• 下書きメールの担当者を変更した場合、確認した通知一覧の通知の「名前」に何も表示されな
い。 
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• 下書きメールの担当者を変更した場合、「確認済み」の通知一覧に通知が表示されない。 

• 運用管理権限を持たないユーザーでも直接 URL を指定することで 「オプション」の変更画面に
遷移できる。 



2015年 7月 6日 グループメール for Garoon 1.3.2(リリースノート) 
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2015年 7月 6日 
グループメール for Garoon 1.3.2 

 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.0.2。 
 

変更された仕様 
• ライセンスをファイル形式ではなくキー形式に変更。 

 

改修された不具合 
• グループメールの宛先を選択する際のインクリメンタルサーチで、「メール」の送信履歴が検索

対象になる。 
 



2015年 10月 5日 グループメール for Garoon 1.3.3(リリースノート) 
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2015年 10月 5日 
グループメール for Garoon 1.3.3 

 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.0.3。 
 

変更された仕様 
• インストーラーを使用してグループメールをインストールできるように変更。 
• アドレスのインクリメンタルサーチを、有効または無効にできるように変更。 

• 「メールの詳細」画面のフォロー欄の幅を変更。 

 

改修された不具合 
• 「メールの詳細」画面で、フォローの内容が折り返されず、「フォロー」欄からはみ出して表示

される。 
• Internet Explorer 8、9、10でフォローの文字が期待する改行が行われない。 

• システム管理画面でグループメールのメールアカウントを追加すると、「メールアカウント」画
面のメールアカウントが、個人設定の「メールアカウントの表示順」の順で表示される場合が
ある。 

• 「メールの自動受信」で「設定する」を設定したあと「設定しない」に変更し、もう一度「設定
する」を設定すると、自動受信の指定時間のドロップダウンリストの時刻が UTCで表示され
る。 

• メールの担当者にログインユーザーを設定すると、担当者を設定したユーザーにも通知が送信さ
れる。 
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• 個人設定の「利用ユーザーの権限」の「開封確認の要求に対する返信」を、常に返信する設定に
しても、確認済みメールが送信されない。 

• メールに関するサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性 
補足： 

o 不具合情報公開サイトで公開している不具合と同様の不具合が発生するため改修しまし
た。 

参考： 

o [CyVDB-911]メールに関するサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性[詳細] 
※脆弱性に関する記事を閲覧するには、不具合情報公開サイトへのログインが必要です。 

• 「メールの詳細」画面でメールを移動すると、別のメールアカウントのフォルダーが表示される
場合がある。 

• 検索ボックスに複数のキーワードを入力しても、メールアドレスを AND検索できない。 

• メールヘッダインジェクションの脆弱性 
補足： 

o 不具合情報公開サイトで公開している不具合と同様の不具合が発生するため改修しまし
た。 

参考： 

o [CyVDB-531]メールヘッダインジェクションの脆弱性[詳細] 
※脆弱性に関する記事を閲覧するには、不具合情報公開サイトへのログインが必要です。 

o [CyVDB-851]メールヘッダインジェクションの脆弱性[詳細] 
※脆弱性に関する記事を閲覧するには、不具合情報公開サイトへのログインが必要です。 

• システム管理の「一般設定」画面で、設定を変更すると出力されるログから不要な文言を削除。 

• 個人設定でアカウントの表示順を設定したあと、アカウントを追加すると、追加したアカウント
が表示順の先頭になる。 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8827
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8301
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8726
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2016年 2月 15日 
グループメール for Garoon 1.4.0 

 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.2.0。 
 

追加された機能 
• メールの一覧画面で、担当者に設定されているメールを一覧で表示する機能。 
• メールのプレビュー機能を、グループメールの一覧画面に適用。 

• システム管理で、HTMLメールの初期表示を、テキストのみの表示にするかどうかを設定する機
能。 

 

変更された仕様 
• メールのプレビューを非表示にしたときのメール詳細画面での、「担当者の設定」と「ステータ

スの設定」の項目の表示順を変更。 
• 「メールの詳細」画面のフォローという文言を「コメント」に変更。 

• 「グループメールの一括削除」画面に表示される文言を、標準機能のメールの「メールの一括削
除」画面に表示される文言に変更。 

• 「送受信記録の表示」画面のステータスの絞り込みのボタンを「絞り込み▼」から「ステータス
▼」に変更。 

• CSVファイルから利用ユーザーを読み込む場合、CSVファイルに含まれているユーザーのみ
が、利用ユーザーとして登録されるように変更。 

• 異なるメールアカウントへは、メールが移動できないように変更。 
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• エラーメッセージのエラー番号を、「24」から始まる番号から「91」または「99」から始まる
番号に変更。 

• Gmailの招待状を、HTML形式で表示するように変更。 

• メール画面上部の「メールサイズの使用状況」に表示される容量の形式を変更。 
変更前：整数のみを表示 
変更後：少数点 2桁まで表示 

• ステータスの絞り込みで、どのステータスで絞り込んでいるのかを確認できるように、プルダウ
ン内のステータスの左隣にチェックマークを表示するように変更。 

• コピーしたアドレスを、アドレス入力欄にペーストできるように変更。 

• 本文の入力欄の縦幅を固定。 
この仕様変更によって、次の問題が解消されます。 

o メールのテキスト入力欄に多数の改行が含まれていると、キーボードから入力した文字が
テキスト入力欄に表示されるまでに時間がかかる場合がある。 

• システム管理の「利用ユーザーの権限」の機能を「一般設定」に移動し、「一般設定」画面を
「共通設定」「利用ユーザーの権限設定」「ユーザーが変更可能な設定」の 3つのセクション
に分割。 

• HTML メールに画像が埋め込まれている場合、画像を添付ファイル形式ではなく HTML形式で
表示するように改善。 

• 添付ファイルを削除するリンクを、オプションメニューに移動。 

• メールの自動受信で、1アカウントあたりの一度に受信可能なメール容量の上限値を、無制限か
ら 500MBに変更。 

• 次の画面で、「1アカウントあたりの保存できるメールの総サイズ」の文言を、「（数値を入
力）」から「（上限を指定する）」に変更。 

o 「メールサイズの制限の設定」画面 

o 「メールサイズの制限」画面 

• 次の画面項目の、メールアドレスのバリデーションルールを変更。 

o メールの作成、返信、および転送画面：To、Cc、および Bcc 

o 「システムメールアカウントの設定」画面：システムメールアカウント 

• Microsoft Outlook から送信された会議出席依頼の本文が、「メールの詳細」画面に表示される
ように変更。 

  



2016年 2月 15日 グループメール for Garoon 1.4.0(リリースノート) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  13 

 

改修された不具合 
• メールサイズの使用状況のバーの値が、ログインユーザーが利用ユーザーに設定されているメー

ルアカウントの合計になっている。 
• グループメールポートレットで、利用ユーザーに設定されていないメールアカウントのフォルダ

が表示される。 

• 「宛先アドレスの選択」で BCCに設定した宛先が、メールの作成画面に表示されない。 

• 宛先にマルチバイト文字を含むメールアドレスを入力しても、メールアドレスの背景が赤くなら
ない場合がある。 

• ドラッグアンドドロップでメールを移動すると、フォルダーの右隣に表示される未読件数が正し
く更新されない場合がある。 

• メールの下書きを変更せずに保存すると、その下書きのサイズが総メールサイズに加算される。 

• 添付ファイル付きのメールを送信する前に、編集画面に戻って下書き保存すると、保存したメー
ルの総サイズに添付ファイルのサイズが加算されない場合がある。 

• 受信箱以外のフォルダーのメールを検索しても、検索結果画面でページ送りのリンクをクリック
すると、「検索フォルダ」のドロップダウンリストが「受信箱」を選択した状態になる。 

• メールの自動受信時刻を設定したままメールアプリケーションを使用停止にすると、スケジュー
リングサービスのログにエラー(GRN_CMMN_00004)が出力される。 

• メールをmbox形式で書き出す場合、対象のフォルダーにメールソースを削除したメールが含ま
れていると、エラー（PHP00002）が発生して書き出しに失敗する場合がある。 

 

改修された脆弱性 
• [CyVDB-1158]グループメールに関する操作制限回避の脆弱性 
• メールに関する閲覧制限回避の脆弱性 

補足： 

o 不具合情報公開サイトで公開している不具合と同様の不具合が発生するため改修しまし
た。 

参考： 

o [CyVDB-800]メールに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 
※脆弱性に関する記事を閲覧するには、不具合情報公開サイトへのログインが必要です。 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8757
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2016年 4月 11日 
グループメール for Garoon 1.4.1 

 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.2.1。 
 

改修された不具合 
• [Internet Explorer/Mozilla Firefox の現象]3 ペイン画面で、Ctrキーを押しながらクリックする

と、青い枠線が表示される。 
• Base64 でエンコードされ、かつ Subject が 2行以上に渡るメールを読み込むと、読み込んだメ

ールの標題が正しく表示されない。 

• ユーザー情報の「名前」の「英語表記」欄に名前が設定されていても、アドレス入力欄でのイン
クリメンタルサーチで表示されるユーザー名が、常に「標準」欄に設定されている名前で表示
される。 

• Outlook の会議出席依頼のメールを受信すると、Description の内容がデコードされない場合が
ある。 
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2016年 6月 10日 
グループメール for Garoon 1.4.2 

 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.2.2 に対応。 
 

改修された不具合 
• [Internet Explorer 9の現象]メールの本文を作成または編集する際に「書式編集」を選択する

と、JavaScript エラーが発生する。 
• メールソースの「In-Reply-To」の値が<>で囲まれていない。 

• メールの自動転送でエラーが発生しても、エラーの原因がログに出力されない。 

• 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た
HTML メールを返信または転送すると、送信したメールの詳細画面に一部のオプションメニュ
ーが表示されない場合がある。 
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2016年 10月 3日 
グループメール for Garoon 1.4.3 

 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.2.3 に対応。 
 

変更された仕様 
• フォルダを削除できる条件を変更。 

o 変更前：すべてのユーザーがフォルダを削除できる。 

o 変更後：メールがあるフォルダは、メールの削除権限を持つユーザーだけが削除できる。 

 

改修された不具合 
• [Internet ExplorerとMozilla Firefox の現象]3 ペイン（プレビュー表示）で、Backspaceキーま

たはWebブラウザーの戻るボタンをクリックしても、前の画面に戻れない場合がある。 
• 印刷用画面で文字サイズを 19ptに設定しても、画面の表示や印刷時の文字サイズは、18ptにな

る。 
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2016年 12月 12日 
グループメール for Garoon 1.4.4 

 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.2.4 に対応。 
 

改修された不具合 
• 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。 
• タイムゾーンに「(UTC+00:00) UTC」を適用しているシステム管理者が、「メールの自動受

信」に複数の指定時間を設定すると、すべての指定時間が、最後に追加した指定時間の時刻で
表示される。 
補足： 

o 指定時間の表示が変わっても、データベースに保存されている指定時間の情報は変わりま
せん。メールの自動受信は、データベースに保存されている指定時間の時刻どおりに実行
されます。 

• 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。 

 



2017年 3月 13日 グループメール for Garoon 1.4.5(リリースノート) 
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2017年 3月 13日 
グループメール for Garoon 1.4.5 

 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.2.5 に対応。 
 

改修された不具合 
• インストールに 30秒以上の時間がかかると、インストールに失敗する。 
• 「ガルーン 3.5.x」対応バージョンの「グループメール」を、「ガルーン 3.7.0」以降の対応バ

ージョンの「グループメール」にバージョンアップすると、メールの送受信履歴と添付ファイ
ル付きの未読のメールが表示されなくなる。 

• 複数のメールアカウント間でメールのフォルダを移動すると、一方のアカウントを削除した場合
に、移動先のメールを削除できなくなる。 

• サイボウズ ガルーンの次の不具合と同様の不具合。 

o 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。[詳細] 

o Microsoft Outlook から送信された会議出席依頼のメールの 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。[詳細] 

o [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。[詳細] 

o 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。[詳細] 

o [CyVDB-1313]アプリケーションメニューに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性
[詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9698
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9706
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9723
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9755
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9702


2017年 5月 29日 グループメール for Garoon 1.4.6(リリースノート) 
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2017年 5月 29日 
グループメール for Garoon 1.4.6 

 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.2.6。 
 

改修された不具合 
• メールの表示の性能を改善。 
• フォルダの位置を変更できない。 

• メールのプレビュー表示を有効にしていると、「担当メール」フォルダに 101件目以降のメール
が表示されない。 

• Garoonをバージョン 3.5.4から 4.x.xにバージョンアップすると、送信メールの文字コードの設
定が ISO-2022-JPから JISに変わる。 

• インストール先のディレクトリー名に「(」や「)」があると、インストールに失敗する。 

• 「メールアカウントの書き出し」画面、および「メールアカウントの読み込み」画面で、「メー
ルアカウント名」と「メールサーバーコード」の並びが実際と異なる。 

• メールの削除権限がない場合に、一度下書き保存したメールを送信しても、下書きフォルダから
メールが削除されない。 

• 次の条件にあてはまる場合、返信済みのメールのステータスが処理済みにならない。 

o システム管理者権限を持っている 

o 返信メールを一度下書き保存した 

• サイボウズ ガルーンの次の不具合と同様の不具合。 

o 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。[詳細] 

o iCloud のメールサーバーをガルーンに追加できない。[詳細] 

o メールに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9847
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9874
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9765
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o 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。[詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7200


2017年 10月 10日 グループメール for Garoon 1.5.0(リリースノート) 
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2017年 10月 10日 
グループメール for Garoon 1.5.0 

 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ Garoon バージョン 4.6.0。 

追加された機能 
• メールの送信前に注意メッセージを表示する条件を指定して、誤送信を防止する機能。 
• 次の設定や操作をユーザーに許可する機能 

o メールの一覧に表示される名前の形式 

o 送信メールの添付ファイルを保存するかどうか 

o 送信前に確認画面を表示するかどうか 

o 送信メールの文字コード 

o ごみ箱機能を使用するかどうか 

o ごみ箱にメールを保存する期間 

o 署名の設定 

o 振り分け保存の設定 

o 開封確認の設定 

o 指定したフォルダにファイルからメールを読み込む 

o 指定したフォルダのメールをファイルに書き出す 

o メールの内容をテキストファイルに書き出す 

• Windows版 Cybozu Desktop 2でグループメールの通知が取得できるように対応。 
※グループメールの通知に対応した Cybozu Desktop2 は、10月末にリリース予定です。 
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改修された不具合 
• 過去のバージョンからのバージョンアップに失敗すると、グループメールのデータフォルダが削

除されてしまう。 
• 受信したメールの表示画面で文字コードを変更できない。 

• メールアカウントの管理権限を持つユーザーがメールのプレビューを表示した状態でフォルダ内
の全メールを削除すると、操作途中でメールアカウントの管理権限を外されても削除を完了で
きてしまう。 

• [CyVDB-1545][CyVDB-1547][CyVDB-1453][CyVDB-1454][CyVDB-1455] 
[CyVDB-1460]グループメールに関する操作制限回避の脆弱性。 

• [CyVDB-1456]グループメールに関する閲覧制限回避の脆弱性。 

• [CyVDB-1439]グループメールに関する設定の SQLインジェクションの脆弱性。 

• サイボウズ ガルーンの次の不具合と同様の不具合。 

o 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。[詳細] 

o 1つのフォルダーに 100件以上のメールが保存されていても、3ペイン（プレビュー表示）
のメール一覧には、99件までしかメールが表示されない。[詳細] 

o 個人設定のロケールの設定で英語以外の言語を設定していても、「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。[詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8298
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9498
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7926
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2017年 11月 27日 
グループメール for Garoon 1.5.1 

 (リリースノート) 

Garoon対応バージョン 

• サイボウズ Garoon バージョン 4.6.1。 
 

改修された不具合 
• システム管理の設定で、メールアドレスをクリックしたときに起動するアプリケーションとして

グループメールを指定できない。 
• アンインストールに 30秒以上かかると、エラーが発生し処理が中断される。 

• サイボウズ Garoonの次の不具合と同様の不具合。 

o メールのフォルダーの追加や変更などを行うと、ログの重要情報に、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。[詳細] 

• サイボウズ Garoonの次の不具合と同様の不具合。 

o 「サイボウズからのお知らせ」を受信すると、それ以降の通知を Cybozu Desktop 2 で受信
できなくなる場合がある。[詳細] 

o データベースエンジンの停止中に Garoon にアクセスしても、エラーが発生せず、空白の
画面が表示される。[詳細] 

o [Windows版の現象]メールサーバーとの通信に SSL/TLSを使用する設定にすると、エラ
ーが発生し、メールサーバーを登録できない。[詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9904
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/10138
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/10141
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/10142
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2018年 2月 26日 
グループメール for Garoon 1.5.2 

 (リリースノート) 

Garoon対応バージョン 

• サイボウズ Garoon バージョン 4.6.2 
 

変更された仕様 
• 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。 

• メール受信時のエラー処理を改善。 

 

改修された不具合 
• 運用管理者が、メールアカウントの「ファイルの書き出し」画面から「UNIX mbox 形式」でメ

ールを書き出すと、1行目の「From」の日時が正しく書き出されない。 
• サイボウズ Garoonの次の不具合と同様の不具合。 

o 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。[詳細] 

o オープン統合認証 ver.2 で設定している有効時間を経過しても、ログアウト状態にならな
い。[詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8599
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6278
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2018年 5月 28日 
グループメール for Garoon 1.5.3 

 (リリースノート) 

Garoon対応バージョン 

• サイボウズ Garoon バージョン 4.6.3 
 

改修された不具合 
• サイボウズ Garoonの次の不具合と同様の不具合。 

o 受信プロトコルに IMAP4を設定した環境で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。[詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/10236


2018年 11月 7日 グループメール for Garoon 1.5.4(リリースノート) 
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2018年 11月 7日 
グループメール for Garoon 1.5.4 

 (リリースノート) 

Garoon対応バージョン 

• サイボウズ Garoon バージョン 4.10.0 
 

追加された機能 
• クラウドパートナー版の Garoon に、Linux版のグループメールをインストールする機能。 
• サイボウズ Garoonの次の機能と同様の機能。 

o 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 
• Garoonの「標準」以外のデザインテーマに対応。 
• サイボウズ Garoonの次の仕様と同様の仕様。 

o 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： 

 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。 

• 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。 

• 書式編集ライブラリのバージョンを更新。 

• 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。 
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改修された不具合 
• 2ペイン（プレビュー非表示）利用時に、送信メールを削除できない。 
• 2ペイン（プレビュー非表示）利用時に、担当者に Everyoneや LoginUser のロールが設定され

ていると、メール一覧に担当者欄が表示されない。 

• ISO Latin-1キャラクタセットや特殊記号など、一部の HTMLキャラクタセットの文字や記号を
含むメールを表示すると、文字化けする場合がある。 

• [CyVDB-1842]グループメールに関する操作制限回避の脆弱性 

• サイボウズ Garoonの次の不具合と同様の不具合。 

o 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。[詳細] 

o 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。[詳細] 

o 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。[詳細] 

o 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。[詳細] 

o 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。[詳細] 

 

その他 
• サイボウズ Garoonの次の項目と同様の項目。 

o 「送受信記録の表示」画面の表示速度を改善。 

o [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://kb.cybozu.support/article/33064/
https://kb.cybozu.support/article/33896/
https://kb.cybozu.support/article/34131/
https://kb.cybozu.support/article/34069/
https://kb.cybozu.support/article/34041/
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2018年 12月 10日 
グループメール for Garoon 1.5.5 

 (リリースノート) 

Garoon対応バージョン 
• サイボウズ Garoon バージョン 4.10.1 
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2019年 3月 18日 
グループメール for Garoon 1.5.6 

 (リリースノート) 

Garoon対応バージョン 

• サイボウズ Garoon バージョン 4.10.2 
 

改修された不具合 
• 次のフォルダーの「メモ」欄を更新できない。 

o 受信箱 

o 送信箱 

o 下書き 
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2019年 6月 10日 
グループメール for Garoon 1.5.7 

 (リリースノート) 

Garoon対応バージョン 

• サイボウズ Garoon バージョン 4.10.3 
 

改修された不具合 
• 3ペイン（プレビュー表示）で、削除権限のみがあるユーザーがメールを削除する場合、詳細が

表示されているメールを、ドラッグアンドドロップでごみ箱に移動できない。 
• 3ペイン（プレビュー表示）で、削除権限がないユーザーがメールを選択して Deleteキーを押

すと、「グループメールの一括削除」ダイアログが表示される。 

• [CyVDB-2230]グループメールに関する不適切な入力確認の脆弱性。 

• [CyVDB-2231]グループメールに関する操作制限回避の脆弱性。 

• サイボウズ ガルーンの次の不具合と同様の不具合。 

o 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。[詳細] 

o 「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。
[詳細] 

o 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。[詳細] 

 

https://kb.cybozu.support/article/35702/
https://kb.cybozu.support/article/35708/
https://kb.cybozu.support/article/35908/
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