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2018 年 10 月 22 日 
Garoon 4.10 (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/Garoon_2018newdesign.pptx
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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。 

また、複数名を同時にメンションする「全員に返信する」も搭載しました。 

 

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。 
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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 
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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。 

 

 

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 

優先度の高い自分宛の情報を素早く確認できるように、メンション機能がメッセージでも使えるよう

になります。 

また、複数名を同時にメンションする「全員に返信する」も搭載されています。 
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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。 

 



2018年 10月 22 日 Garoon 4.10 (新機能アップデート紹介) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  10 

 

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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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 
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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。 

 

 

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。 
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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。 

 

 

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 

https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360001073346
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パッケージ版 Garoon 4.10 ご紹介資料 

下記のご説明資料で紹介しています。あわせて参照してください。

https://garoon.cybozu.co.jp/documents/Garoon4.10_whatsnew181022.pdf 
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2018 年 10 月 22 日 
Garoon 4.10 (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 

• 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）。 

• 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。 
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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 

補足： 

バージョン 4.10.0では、スペースのディスカッションおよびメッセージで、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 個人設定のロケールの設定で、言語を「ブラウザーの設定を優先する」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。 

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。 
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変更された仕様 

システム設定 

• ファイルのサイズ制限の「無制限」を廃止し、「1024MB」を追加。 

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。 

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」 

• 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。 

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。 

• 受信メールサイズの制限値に「100MB」を追加。 
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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 

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。 

書式設定 

• 書式編集ライブラリのバージョンを更新。 

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 

• 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。 

• 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、弊社の Webサイトを参照してください。 [詳細] 

• 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。 

• インストール時に「標準データとサンプルデータ」を選択できないように変更。 

  

https://garoon.cybozu.co.jp/documents/Garoon_2018newdesign.pptx
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改修された不具合 

インストーラー 

• [Windows 版の現象]Garoon のインストーラーと同じディレクトリーに php.ini があると、正常

にバージョンアップできない場合がある。 [詳細] 

システム設定 

• ユーザーの詳細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。 

• 組織の事前設定で所属組織を設定しても、「ユーザーの詳細（事前設定）」画面の「所属する組

織」と「優先する組織」に反映されない。 [詳細] 

スペース 

• 「選択可能な言語」からすべての言語を削除すると、「スペースの変更」画面で、「標準」とし

て設定したスペース名しか表示されない。 [詳細] 

• スペースのメンバーであるユーザーを削除したあと、復旧しても、スペースのメンバーに表示さ

れない場合がある。 [詳細] 

スケジュール 

• 予定メニュー連携を使用している「予定の詳細」画面から参加者の予定を表示すると、参加者以

外のユーザーが表示される場合がある。 [詳細] 

• 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。 [詳細] 

• 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。 [詳細] 

• ユーザー情報の「標準」と「英語表記」の両方に名前を設定していても、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「標準」の名前で表示される。 

• 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。 [詳細] 

  

https://kb.cybozu.support/article/34122/
https://kb.cybozu.support/article/33812/
https://kb.cybozu.support/article/33886/
https://kb.cybozu.support/article/33893/
https://kb.cybozu.support/article/33031/
https://kb.cybozu.support/article/33032/
https://kb.cybozu.support/article/33808/
https://kb.cybozu.support/article/33824/
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メッセージ 

• 社内メールの宛先から削除されたユーザーが、バージョン 3.0.0以降の Garoonにバージョンア

ップしたあとに、削除済みの添付ファイルの URLを開くと、Fatal errorが発生する場合があ

る。 [詳細] 

• 「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。 [詳細] 

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。 [詳細] 

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。 [詳細] 

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。 [詳細] 

• 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] 

• 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] 

• 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] 

• 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] 

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。 [詳細] 

  

https://kb.cybozu.support/article/32716/
https://kb.cybozu.support/article/33096/
https://kb.cybozu.support/article/33083/
https://kb.cybozu.support/article/32837/
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/
https://kb.cybozu.support/article/32750/
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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。 [詳細] 

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。 [詳細] 

• 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。 [詳細] 

• 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。 [詳細] 

• 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。 [詳細] 

マルチレポート 

• 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。 [詳細] 

書式設定 

• [Internet Explorer 11 の現象]書式編集で文字の色を変更すると、直後の文字の色を同じ色に設定

できない。 [詳細] 

• [Google Chrome の現象]書式編集で、貼り付けた文字の色を変更できない場合がある。 [詳細] 

• [Windows版 Chromeの現象]書式編集で入力した内容をすべて削除すると、再入力できなくな

る場合がある。 [詳細] 

• [Internet Explorer 11 とMicrosoft Edgeの現象]書式編集で文字を入力し、本文の入力欄の余白

をクリックすると、カーソルが先頭に移動する。 [詳細] 

ベース 

• [Linux 版の現象]スケジューリングサービスのログがローテートされない場合がある。 [詳細] 

  

https://kb.cybozu.support/article/33784/
https://kb.cybozu.support/article/32709/
https://kb.cybozu.support/article/32707/
https://kb.cybozu.support/article/32733/
https://kb.cybozu.support/article/33026/
https://kb.cybozu.support/article/32998/
https://kb.cybozu.support/article/31989/
https://kb.cybozu.support/article/31541/
https://kb.cybozu.support/article/31497/
https://kb.cybozu.support/article/31501/
https://kb.cybozu.support/article/34040/
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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。 [詳細] 

• 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。 [詳細] 

• 「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。 [詳細] 

その他 

• 使用しているロケールの言語を、システム管理の「選択可能な言語」から削除しても、日付が個

人設定のロケールで設定した言語のまま表示される。 [詳細] 

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

• 通知、またはメールの自動転送が遅延する場合がある。 [詳細] 

 

API の変更点 

• 『cybozu developer network』を確認してください。 

o 2017/11/12の定期メンテナンスにおける Garoon API 更新情報 [詳細] 

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

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

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

 

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。 

https://kb.cybozu.support/article/33895/
https://kb.cybozu.support/article/33897/
https://kb.cybozu.support/article/33785/
https://kb.cybozu.support/article/32863/
https://kb.cybozu.support/article/34067/
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/115004954623
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/115005931843
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360000474423
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360001073346
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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 

• 「送受信記録の表示」画面の表示速度を改善。 

• [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。 

その他 

• 次の動作環境を除外。 

o OS： 

▪ Windows Server 2012 R2 Standard 

▪ Windows Server 2012 R2 Datacenter 

▪ Windows Server 2012 Standard 

▪ Windows Server 2012 Datacenter 

• Web ブラウザー： 

o iOS 9の Safari 
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2018 年 12 月 10 日 
Garoon 4.10 Service Pack 1 

(リリースノート) 

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。 

その他 

• MySQL が出力する各種ログのタイムスタンプをサーバーのタイムゾーンで出力するように変

更。 

 

改修された不具合 

インストーラー 

• ・Garoonのインストーラーと同じディレクトリーに php.ini があると、正常にバージョンアップ

できない場合がある。 

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。 [詳細] 

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。 [詳細] 

メッセージ 

https://kb.cybozu.support/article/34309/
https://kb.cybozu.support/article/34100/
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• 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。 [詳細] 

• ユーザーが作成したフォルダーに存在するメッセージが、全文検索の検索結果に表示されない場

合がある。 [詳細] 

• ユーザーが作成したフォルダーに存在するメッセージに、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。 [詳細] 

掲示板 

• 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。 [詳細] 

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。 [詳細] 

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。 [詳

細] 

 

https://kb.cybozu.support/article/33048/
https://kb.cybozu.support/article/35298/
https://kb.cybozu.support/article/35297/
https://kb.cybozu.support/article/33816/
https://kb.cybozu.support/article/34310/
https://kb.cybozu.support/article/34063/
https://kb.cybozu.support/article/34063/
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2019 年 3 月 18 日 
Garoon 4.10 Service Pack 2 

(リリースノート) 

改修された不具合 

インストーラー 

• [Linux 版の現象]Service Pack を適用すると、grn.cgiの所有者が「root」に変更される場合があ

る。[詳細] 

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。 [詳細] 

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。 [詳細] 

 

 

https://kb.cybozu.support/article/35452/
https://kb.cybozu.support/article/35430/
https://kb.cybozu.support/article/35431/
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2019 年 6 月 10 日 
Garoon 4.10 Service Pack 3 

(リリースノート) 

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。[詳細] 

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。 [詳細] 

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。 [詳細] 

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。 [詳細] 

• 「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] 

• 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] 

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。 [詳細] 

https://kb.cybozu.support/article/35704/
https://kb.cybozu.support/article/35767/
https://kb.cybozu.support/article/35701/
https://kb.cybozu.support/article/35702/
https://kb.cybozu.support/article/35708/
https://kb.cybozu.support/article/35908/
https://kb.cybozu.support/article/35703/
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ワークフロー 

• 申請フォームのカテゴリーに閲覧権限がない場合、代理申請時または代理承認時に、

「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。 [詳細] 

ベース 

• 複数ユーザーを「ユーザー情報一覧」画面で表示すると、ほかのユーザーの役職が表示される場

合がある。 [詳細] 

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。 [詳細] 

https://kb.cybozu.support/article/35707/
https://kb.cybozu.support/article/35663/
https://kb.cybozu.support/article/35627/
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2019 年 8 月 26 日 
Garoon 4.10 Service Pack 3 

パッチプログラム 

改修内容 

「サイボウズからのお知らせ」を参照してください。 

https://cs.cybozu.co.jp/2019/006951.html 

https://cs.cybozu.co.jp/2019/006951.html
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2019 年 8 月 29 日 
Garoon 4.10 Service Pack 3 

パッチプログラム 

改修内容 

「サイボウズからのお知らせ」を参照してください。 

https://cs.cybozu.co.jp/2019/006957.html 

 

https://cs.cybozu.co.jp/2019/006957.html
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