
機能追加・変更

機能名 機能追加・変更内容No

3 メイン
サイボウズLiveからのデータ取り込み機能の提供を終了。

※「サイボウズLive」はサイボウズ株式会社の登録商標です。

4 ショートメール
ショートメール アカウント登録画面 [テーマ]の選択項目を追加・変更。

(追加・変更内容は機能追加・変更 [全般]と同様)

5 回覧板
アカウント登録画面 [テーマ]の選択項目を追加・変更。

(追加・変更内容は機能追加・変更 [全般]と同様)

当社がリリースしましたGroupSession ZION 5.1.1にて追加・変更された機能、修正された不具合を下記に掲載いたします。

記

2021年8月2日

日本トータルシステム株式会社

　各　位

GroupSession ZION 5.1.1における

機能追加・変更、不具合修正のお知らせ

1 全般

全画面のデザイン刷新。

変更内容は主に以下になります。

・テーマ機能に下記の新規テーマを追加。

   - オリジナル

   - 草原

   - 夕日

   - さくら

   - 青空

   - シティ

   - 木目

   - ダーク

   - ダークブルー

・旧バージョンから存在する下記テーマの名称を変更。

   - 「デフォルト」を「デフォルト（Classic）」に変更

   - 「グレー」を「グレー（Classic）」に変更

   - 「緑」を「緑（Classic）」に変更

   - 「赤」を「赤（Classic）」に変更

   - 「ピンク」を「ピンク（Classic）」に変更

   - 「黄色」を「黄色 （Classic）」に変更

・画面上部 メニュー欄の折り畳み機能を下記テーマに追加。

   - オリジナル

   - 草原

   - 夕日

   - さくら

   - 青空

   - シティ

   - 木目

   - ダーク

   - ダークブルー

・GROUPSESSIONロゴを変更。

・各ボタンの名称とアイコンを変更。

※1度もテーマ変更を行っておらずデフォルトテーマを使用しているユーザはオリジナルテーマに変更されます。

   デフォルトテーマに戻す場合は「メイン→個人設定→テーマ設定」から変更が可能です。

2 共通 新規登録ユーザの初期ページレイアウトテーマを「デフォルト」から「オリジナル」に変更。



不具合修正

7 WEBメール WEBメール アカウント登録画面 [テーマ]の選択項目を追加・変更。

6 ファイル管理

表示速度向上のため、下記画面の「ディレクトリツリー」表示を非同期処理に変更。

※「ディレクトリツリー」部分の読み込み完了までの間、「読み込み中」と表示されます。

　- フォルダ情報画面

　- ファイル・フォルダ移動画面

　- ファイル一括削除画面

　- 更新通知一括設定画面

No 機能名 機能追加・変更内容

4 共通
各csvインポート画面にて「""」のようにダブルクォーテーションのみを記載された場合に半角スペースが入力さ

れる不具合を修正。

8 各プラグインアイコンを新アイコンに変更。モバイル

共通
特定のURLに対して細工されたリクエストを送信する事で任意のスクリプトを実行されるクロスサイトスクリプ

ティング脆弱性を修正。

2 共通

以下の画面において、管理者アカウントでログインしている状態で細工されたページにアクセスした場合に設定を

意図せず変更されるクロスサイトリクエストフォージェリ脆弱性を修正。

   - メイン 管理者設定 個人情報編集権限設定確認画面

   - メイン 管理者設定 ワンタイムパスワード設定確認画面

   - メイン 管理者設定 ユーザ一括削除画面

   - ユーザ情報 管理者設定 権限設定確認画面

   - アドレス帳 管理者設定 権限設定確認画面

   - 在席管理 管理者設定 提示一括更新確認画面

1

No 機能名 不具合内容

3 共通
外部ページ表示制限設定にて制限設定しているにも関わらず、細工されたページにアクセスする事で任意のウェブ

サイトにリダイレクトされ、フィッシング等の被害にあうオープンリダイレクト脆弱性を修正。

8 スケジュール スケジュール登録画面表示時に日付指定が意図しない日付の場合にエラーが発生する不具合を修正。

9 ショートメール
「pdf形式でエクスポート」または「eml形式でエクスポート」を行った後、別タブでショートメールの草稿保存

を行うと、詳細画面で開いていたショートメールの添付ファイルが削除される不具合を修正。

5 共通
管理者設定 役職インポートにて「同じ役職名が存在する時に上書き」にチェックを入れ、同じ役職名・役職コー

ドを指定しているにも関わらず更新できない不具合を修正。

6 共通
管理者設定 役職インポートにて「同じ役職名が存在する時に上書き」にチェックを入れ、同じ役職名・存在しな

い役職コードを指定し更新を行った際に備考しか更新されない不具合を修正。

7 ユーザ情報
各種ユーザインポートを行う際に同時操作により指定したグループが削除された場合にエラーが発生する不具合を

修正。

11 施設予約 施設名称に全角スペースを多く使用している場合に、施設予約登録ボタンが押せない不具合を修正。

12 施設予約 管理者設定手動データ削除画面にて一度に2000件以上削除する場合にエラーが発生する不具合を修正。

10 施設予約 週間画面表示時に、画面表示時に日付指定が意図しない日付の場合にエラーが発生する不具合を修正。

15 日報
タイムライン画面にて日報欄よりも画面右側に表示されるユーザ一覧が長い場合に、日報欄の下までスクロールし

ても日報の読み込みが行われない不具合を修正。

16 稟議
個人設定 ショートメール通知設定画面で代理人通知設定を通知しないに設定したにも関わらず、他の代理人ユー

ザが通知するに設定している場合にショートメール通知が送信される不具合を修正。

13 施設予約
管理者設定施設予約インポート画面にて取り込みファイルを指定しない状態でインポートするとエラーが発生する

不具合を修正。

14 日報
検索画面にて一般ユーザがエクスポートを行った場合に、「活動分類」「活動方法」項目が出力されない不具合を

修正。

17 稟議 個人設定を一度も登録したことがないユーザに対し、代理人通知のショートメールが送信されない不具合を修正。

18 稟議 稟議内に数値入力要素があり、全角数字が使われている場合にエクスポートで出力されない不具合を修正。

19 タイムカード
タイムカード一覧の勤怠集計にて残業時間が0時間にもかかわらず残業日数がカウントされる場合がある不具合を

修正。

22 ブックマーク

ブックマーク機能にアクセス出来るユーザによって、ポートスキャンをされたり、内部のWebサイトの情報を窃取

されたりするサーバサイドリクエストフォージェリ脆弱性への対応として以下の機能を追加。

管理者設定の権限設定にブックマーク登録時情報取得制限の項目を追加。

※ブックマーク登録時にタイトル・コメントの自動取得の制限になります。

23 ファイル管理
キャビネット管理者にアクセス権限がない場合、キャビネット内のファイルやフォルダに更新があっても更新通知

がされない不具合を修正。

20 タイムカード
タイムカード一覧の勤怠集計にて深夜時間が0時間にもかかわらず深夜日数がカウントされる場合がある不具合を

修正。

21 在席管理
個人設定 座席表メンバー表示設定確認画面にて細工されたページにアクセスした場合に設定を意図せず変更され

るクロスサイトリクエストフォージェリ脆弱性を修正。

24 WEBメール
添付ファイル一括ダウンロード時に、同名ファイルが複数ある場合に1件しかダウンロードされない不具合を修

正。

25 安否確認 送信先ダイアログ内容にてページの変更をするとエラーが発生する不具合を修正。



その他

29 チャット グループ編集画面にてチャットグループの備考入力項目を編集時に改行が「<BR>」と表示される不具合を修正。

26 アンケート 添付ファイルなしで作成した設問に対して添付ファイルの追加ができない不具合を修正。

27 アンケート

下記操作を行った場合添付ファイルが消えてしまう不具合を修正。

  1. アンケート登録画面 設問情報欄の「添付ファイルを設定した設問の」編集ボタンをクリックし、 設問詳細編

集画面へ遷移する。

  2. 設問詳細編集画面の戻るボタンをクリックし、アンケート登録画面へ遷移する。

  3. 再度1. の操作を行い、設問詳細編集画面へ遷移する。

  4. 設問詳細編集画面 [添付]欄が空欄に変更されている。

30 ポータル
ポータル登録確認画面にて管理者アカウントでログインしている状態で特定のURLに対して細工されたリクエスト

を送信する事で任意のスクリプトを実行されるクロスサイトスクリプティング脆弱性を修正。

No 機能名 不具合内容

28 アンケート

下記操作を行った場合添付ファイルが変更前の状態に戻る不具合を修正。

  1. アンケート登録画面 設問情報欄の「添付ファイルを設定した設問の」編集ボタンをクリックし、 設問詳細編

集画面へ遷移する。

  2. 設問詳細編集画面の添付ボタンをクリックし、添付ファイル選択ダイアログを表示する。

  3. 添付ファイル選択ダイアログからファイルのアップロードを行う。

  4. 設問詳細編集画面の戻るボタンをクリックし、アンケート登録画面へ遷移する。

  5. アンケート登録画面 設問情報欄の添付ファイル名に「変更前の添付ファイル名」が表示されている。

31 ポータル レイアウト設定画面にてポートレット数が非常に多い場合にポートレットの並び替えが出来ない不具合を修正。

32 モバイル
スケジュール登録画面にて施設予約の追加ボタンを押しスケジュール施設予約画面に遷移後、スケジュール登録画

面に戻ると開始と終了が保持されていない不具合を修正。

3 モバイル

スマートフォンアプリ「GSアシスト」のPC表示を行った際に、OSバージョンが「iOS：13.0未満」「Android：

5.0未満」にてVer5.1.1の画面が正常に表示されません。

現在お使いのOSバージョンを確認してからのご利用をお勧めいたします。

No 機能名 内容

1 共通 CrossRideをバージョン3.1.14へアップデート。

2 共通 CrossRideの動作環境からWindows7を削除。


