
21 稟議 テンプレート作成画面において入力要素の1つに自動計算機能を追加。

当社がリリースいたしましたGroupSession Ver.4.9.1 ZIONについて、

追加点、変更点、修正点を下記のとおりお知らせいたします。

記

18 日報 日報 週間/月間/タイムライン画面の表示処理をチューニング。

17 日報 日報週間画面においてヘッダー部を固定して表示するように変更。

20 稟議 テンプレート作成画面においてコメント要素にタイトル表示切り替え設定を追加。

19 回覧板 回覧板送信一覧画面の表示処理をチューニング。

14 ショートメール ショートメール内容確認画面において複写して新規作成を選択時、宛先/CC/BCCも複写するように変更。

13 スケジュール スケジュール週間/月間/日間画面の表示処理をチューニング。

16 ショートメール メールに添付されたファイルの一括ダウンロード機能を追加。

15 ショートメール 転送先メールアドレスの入力チェックにおけるTLD制限がされないよう変更。

10 掲示板 管理者設定 掲示板-フォーラム登録において掲示期間に無制限が選択できるかの許可設定を追加。

9 掲示板 スレッド作成画面において掲示期間の簡易選択機能を追加。

12 スケジュール スケジュール週間/月間/日間/個人週間/一覧画面においてヘッダー部を固定して表示するように変更。

11 掲示板 文言を一部修正。

メイン ニュース、天気、今日は何の日？機能の接続先URLがSSL環境に自動対応するように変更。

8 掲示板 スレッド作成画面において掲示期間の掲示終了日時の初期値を当日から翌日に変更。

7 メイン 個人設定にサイボウズLiveからのデータ取り込み機能(マイカレンダー)を追加。

以下の記号をログインIDとして使用可能なよう追加。
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共通 文言を一部修正。

6 メイン 管理者設定にサイボウズLiveからのデータ取り込み機能(メンバー名簿、イベント、掲示板、ToDoリスト)を追加。

5 メイン 管理者設定 企業情報画面のロゴ画像の登録において、削除ボタンで画像がデフォルト設定に戻るよう変更。

タイムカード タイムカード編集画面において休日日数に小数点部3桁までの入力に変更。

29 稟議
稟議の複写時に経路が複写されるように変更。 ※ver4.8.1以前に登録された稟議においては複写できない場合が

あります。

30 稟議
稟議内容確認画面において、閲覧ユーザが使用可能なテンプレートで登録された稟議の場合には申請者以外でも複

写できるよう変更。
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No 機能名 機能追加・変更内容

2

1 共通 各画面内の細かいデザインを修正。

共通 ワンタイムパスワードログイン機能を追加。

3

4

共通

24

25

稟議 稟議詳細検索画面においてカテゴリの検索機能を追加。

稟議
管理者設定の基本設定において、汎用稟議テンプレート、個人テンプレート、個人経路テンプレートの使用制限設

定を追加。

22

23

稟議 テンプレート作成画面において入力要素の1つに添付機能を追加。

稟議 稟議詳細検索画面において申請者の検索機能を追加。

31 稟議 ショートメール通知設定に代理人通知設定を追加。

32 稟議
ショートメール通知設定から後閲通知設定を削除。後閲通知に関しては受信通知設定の設定により送信されるよう

に変更。

37 稟議
経路が任意設定のみの共有テンプレートについて、申請時に個人経路テンプレートを使用することができる機能を

追加。

38 稟議 PDF一括ダウロード処理をチューニング。

タイムカード タイムカード一覧画面におけるエクスポート(CSV)ファイルの出力項目に、[社員/職員番号]を追加。

39

26 稟議 稟議内容確認画面において稟議情報のPDF単票出力機能を追加。

27 稟議
稟議詳細検索画面、稟議申請中案件管理画面、稟議完了案件管理画面において検索結果のPDF一括出力機能を追

加。

33 稟議
稟議共有テンプレート登録・編集において要素内のフォームIDに角括弧[]の2文字が使用できなくなるよう変更。

※ver4.8.1以前に登録されたフォームIDにおいては編集を行うまで使用できます。

34 稟議 稟議内容確認画面、 申請確認画面において数値入力要素の値は整数値3桁でカンマ区切り表示されるよう修正。

35 稟議 稟議申請IDフォーマット設定の申請IDの連番値が1から開始するように変更。

36 稟議 稟議申請画面において任意経路設定内に追加された経路の順番を変更する機能を追加。

28 稟議 稟議決裁時にショートメール通知を行う際、審議者にも通知が行われるよう変更。

40



不具合修正

WEBメール

WEBメール

WEBメール

45 メール作成画面から離れる際に警告表示を行う機能を追加。

44
メール送信画面におけるメールアドレスのTLD制限について、管理者設定 アカウント基本設定画面から編集できる

機能を追加。

46 メールに添付されたファイルの一括ダウンロード機能を追加。

47 アンケート メイン画面に受信したアンケートを表示する機能を追加。

48 安否確認 安否確認登録画面のモバイル版URLを変更。

49 安否確認 緊急連絡先メールアドレスの入力チェックにおけるTLD制限がされないよう変更。

50 チャット チャットプラグイン新規追加。

51 モバイル 稟議の新規作成において共有テンプレートを使用できるよう対応。

52 モバイル 稟議の新規作成においてテンプレートによる複雑な経路設定に対応。

No

53 CrossRide

Windowsで設定してある既定のブラウザを参照してGroupSessionへアクセスすることができる機能を追加。

ブラウザにEdgeを使用したい方は、CrossRide基本設定のブラウザ指定を「既定のブラウザ」に設定した後、

GroupSessionへのアクセスを行ってください。
54 CrossRide ワンタイムパスワードログイン機能の追加。

4 スケジュール

6

7

8 スケジュール
スケジュール繰り返し登録画面において編集時に施設予約を追加している時、エラーが発生する場合がある不具合

を修正。

9

施設予約
施設予約登録画面へのアクセス時において、施設予約 個人設定を一度も変更していないユーザに対して、管理者

設定の施設予約初期値設定の期間の設定が反映されない不具合の修正。

日報
日報登録画面、日報確認画面での日報編集において案件の履歴ボタンから案件を選択した場合に見込み度の値が設

定されない不具合の修正。

ショートメール
証明書を使用したApacheとTomcatを別々のサーバ動作させている環境において一部画面でjavascriptエラーが発

生する不具合の修正。

スケジュール グループスケジュールを選択すると、強制的に特定のユーザに変更される場合がある不具合の修正。

スケジュール
スケジュール繰り返し登録画面において画面遷移による再表示時に時間設定が初期化される場合がある不具合を修

正。

10

11

12 回覧板
管理者設定[アカウント登録確認画面]で「その他」タブの「ショートメール通知」が表示されていない不具合の修

正。

稟議
稟議を作成する際に、経路に申請者本人が含まれているテンプレートを呼び出すと自分の経路が空白経路として

残ってしまう不具合の修正。

稟議 過去に代理人になっていたユーザの稟議決裁通知が届いてしまう不具合を修正。

13

14

15 稟議 代理人元が決裁通知を行わない設定にした場合、代理人に決裁通知が届かない不具合を修正。

稟議
共有テンプレート登録・編集画面において、経路の登録を行う際に、経路要素読み込み中のダイアログが画面に表

示され続ける場合がある不具合を修正。

稟議 内容確認画面において差し戻しボタンが表示されない場合がある不具合を修正。

16

17

18 稟議 差し戻しされた稟議を再申請する際に、経路のユーザが削除されていた場合エラーが発生する不具合を修正。

稟議 差し戻しを行う先の経路ユーザが全員削除されている際に、差し戻しができてしまう場合がある不具合を修正。

稟議
草稿に保管された稟議を選択し稟議の申請画面に遷移した際、テンプレートの経路に上長指定が使用されている場

合に草稿に保管した選択情報が復元されない不具合を修正。

19

20

21 稟議
稟議申請画面の入力要素（ラジオボタン、コンボボックス、チェックボックス、ユーザ選択、グループ選択）に不

正な値をパラメータ操作で設定した場合、未入力として扱われる不具合を修正。

稟議 稟議詳細検索画面における稟議のCSV出力項目に申請IDが含まれていない不具合を修正。

稟議 稟議申請IDフォーマットのリセット期間で申請IDの連番値がリセットされない不具合を修正。

22

23

24 稟議 稟議申請時に存在しないテンプレートを使用した稟議の登録を行えてしまう場合がある不具合を修正。

稟議
申請中案件管理画面、完了案件管理画面で開いた稟議の添付ファイルをシステム管理グループに所属するユーザで

開くことができない場合がある不具合を修正。

ファイル管理 個人キャビネットの詳細検索時、閲覧できないユーザの個人キャビネットが表示される場合のある不具合を修正。

28

25

WEBメール

26

27

30 モバイル
モバイルのログイン画面で、不正なパスワードでログインボタンをクリック時に表示されるエラーメッセージが適

切ではない不具合の修正。

アカウントを未登録で日時バッチ実行時にSQLエラーが発生する不具合の修正。

アンケート アンケート一覧画面に個人設定画面の表示設定が反映されない場合がある不具合の修正。

29 モバイル
携帯電話用の稟議申請画面において添付ファイルを登録した草稿の稟議から申請した場合に添付ファイルがなく

なってしまう不具合の修正。

43 WEBメール 管理者設定アカウント基本設定にメール本文のURLに対してリンクを無効化できる「リンク制限」機能を追加。

42 ファイル管理 ファイル追加画面において複数同時登録項目を削除し、デフォルトで複数一括登録を行えるように変更。

41 タイムカード 休日区分に「振休」を追加。

機能名 不具合内容

スケジュール変更を行った際出欠確認を行うスケジュールが削除できなくなる場合がある不具合の修正。

1 共通
Internet Explorer11、Microsoft Edgeで添付ファイルをダウンロードする際に文字化けが発生する不具合を修

正。

3 掲示板
フォーラム登録画面において、メンバー設定とフォーラム管理者設定内にあるグループ選択の並び順が設定した

ソート順と異なっている不具合の修正。

5 スケジュール 特定のブラウザ(IE11、Edge)において月間画面の"ユーザ名"領域の表示が崩れてしまう不具合の修正。

2 共通 システム情報のディレクトリ情報が実際の設定と異なっている不具合の修正。


