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はじめに 

リリースノートでは mitoco の主要な新機能や既存機能の機能強化に関する概要情報を提供します。新機能、機能強化には
既存環境に影響を与える可能性があるものがあります。より詳細な情報については、リリース時に公開予定のヘルプサイトを参照く
ださい。 
 
ヘルプサイト︓ https://doc.terrasky.com/display/MTCUG 
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デスクトップ版 新規機能追加 
 

1. 掲⽰板 
 レビューカテゴリ作成機能の仕様変更  

V4.0 まではレビューを必要とするカテゴリを作成した場合、利⽤時はカテゴリに設定されたレビューするユーザの変
更はできませんでした。 
レビューは必須にしたいが、レビューするユーザは都度指定したいというご要望に応え、レビューは必要とするが、レビュ
ーするユーザの指定は、レビュー依頼時に指定できるようになります。また、レビューするユーザの事前設定も出来、レ
ビュー依頼時に変更する事ができるようになります。 

 

【v4.0 までの動作】 
カテゴリで設定したレビューユーザの変更はできませんでした。 

         
 

【v5.0 の動作】 

掲⽰作成時にカテゴリに指定したレビューするユーザが表⽰され、検索ボタンから、レビューユーザの追加や削除が可能
になります。 
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注意事項︓ 

- 本バージョンをインストールする以前に、レビューを有効にしたカテゴリを作成されていた場合、そのカテゴリ
も利⽤時にレビューするユーザの変更が可能になります。 

- 本バージョンをリリース後は、利⽤時にレビューするユーザを変更できなくすることは出来ませんので、ご了
承ください。 

- 掲⽰作成時にレビューするユーザとして⾃分を指定できましたが、本バージョン以降は、指定できなくなり
ます。（カテゴリでレビュー無効となっている場合） 

- 未レビューの掲⽰がある状態でv5.0へバージョンアップすると、この未レビューの掲⽰をレビューできるのは
カテゴリ所有者かシステム管理者のみとなります。 

- v5.0 へのバージョンアップ前にカテゴリにレビューするユーザが 21 ⼈以上設定されている場合、バージョ
ンアップ後、そのカテゴリでレビュー依頼をする際には、レビュー依頼時、20 ⼈以下に減らしていただく必
要があります。 

- v5.0より前のバージョンでカテゴリのレビューが有効となっている掲⽰を、v5.0へのバージョンアップ後に編
集すると、カテゴリに設定されているレビューするユーザが編集時に表⽰されません。編集時にレビューす
るユーザを指定すると、以後はそのユーザが編集時に表⽰されます。 
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 通知の内容と、通知から遷移した情報が事なる問題を解消 
既に公開されている掲⽰の更新通知が来た際に、通知では最新の情報が表⽰されているが、その通知から対象

の掲⽰情報に遷移した場合、掲⽰の内容が更新前の情報を表⽰してしまうことがあります。(v4.0 リリース時の不
具合です) こちらの事象が解消されます。 
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2. トーク 
 ルーム/トピックに説明欄の追加 

ルームやトピックに対し、説明欄を追加しました。また説明欄に記載されたテキストが URL 形式と判断されるものは
⾃動的にリンク表⽰になります。リンク表⽰されたものは、クリックすると別タブ/別ウインドウで該当の URL ページが表
⽰されます。そのルームの運⽤ルールやトピックに関連するリンク情報を記載しご利⽤頂けます。 

 

 
 

 メンション UI の変更  
コメントを作成するとき、特定のユーザに対し通知をしたい場合、メンションという機能を利⽤します。半⾓の“@”を

⼊⼒することで、メンション先のユーザ検索画⾯が表⽰されていましたが、今回新たにメンションユーザ指定⽤のボタン
が追加されます。 
メンションユーザ指定ボタンのクリック後は、マウスを利⽤せず、ユーザ名を指定しEnterキーで検索、候補として列挙
された⼀覧からはカーソルキーの上下で移動し、再び Enter キーで選択する事が可能になります。 
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 ルームでの会話編集  
ルームのトピック内で投稿したコメントは、“間違えた”という場合、⼀旦削除して、再度⼊⼒する必要がありました。

そのような場⾯では、本機能を使いコメントの編集ができるようになります。 

注意事項︓本機能を利⽤するには下記の設定を付与する必要があります。 

- Chatter 設定 の 「ユーザに投稿とコメントの編集を許可」 

- プロファイルのシステム権限の「⾃分の投稿を編集」 
 

【投稿後、編集マークをクリックする事で、編集モードで開く様⼦】 
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3. カレンダー 
 私の⽉予定  

表⽰形式を“⽉”とした場合、１⽇分の予定として表⽰可能な件数には上限があります。⽉形式で⼀ヶ⽉の予定
を俯瞰して確認したい場合に、全ての予定が確認できなくて困るという声を頂いておりました。 
本バージョンでは、これまでの⽉表⽰に加え、新たに⾃分だけの予定を⽉形式で確認できるようにします。 

私の⽉予定では、1 ⽇あたり最⼤ 100 件までの予定が表⽰されます。予定数が多い場合は、縦スクロールで⼀⽉
分の予定を俯瞰して確認できます。 

 

 
 

 予定に添付ファイル 
Salesforce 標準のカレンダーで添付したファイルが mitoco のカレンダーでは⾒られませんでした。今回の機能拡

張により、Salesforce カレンダー添付したファイルの参照もできるようになります。もちろん、mitoco で予定を作成す
る場合にファイルを添付することも可能になります。 

注意事項 1︓コミュニティでのご利⽤の際は、添付ファイルを付けることが出来ません。 

注意事項 2︓予定に添付できるファイルは、1 ファイル当たり 25MB までで、1 回の操作で合計 40MB まで添付
できます。 
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 Lightning コンポーネント︓私の予定  
Salesforce Lightning アプリケーションビルダー*でも利⽤可能な「当⽇から指定した⽇数の私の予定をリスト形

式で表⽰するコンポーネント」を提供します。Salesforce Lightning アプリケーションビルダーを利⽤し、ホームペー
ジに埋め込む事で mitoco のアプリケーションを起動せずに、⾃分の予定を確認する事ができるようになります。 

 

 

【商談ページを開きながら確認が可能】 

 
【Salesforce Lightning アプリケーションビルダーでホームページをカスタマイズした画⾯で利⽤】 
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*:「Salesforce Lightning アプリケーションビルダー」をご利⽤になる為には、mitoco のライセンス以外に

Salesforce のライセンスも必要になります。 

 

 ハイパーリンク数式項⽬に設定された値をリンク形式で表⽰ 
mitoco でご提供のレイアウトではなく、Salesforce で作成した画⾯レイアウトをご利⽤になられているお客様に

朗報です。V4.0 までは、ハイパーリンク数式項⽬であってもリンク形式とならず、ただのテキスト情報として表⽰され
ていましたが、このバージョンからはリンク形式として表⽰されるようになります。 

注意事項︓本機能は Salesforce レイアウトをご利⽤の場合のみ有効となります 

 

 関連先や名前項⽬を設定した時に「読込中」のままとなってしまう事象の解消 
Salesforce Spring ʻ18 のリリース以降、関連先や名前項⽬に値を設定しても、その情報が表⽰されず、「読

込中」のままとなっておりました。今回のリリースで、関連先や名前項⽬を設定した場合、当該情報の名称が表⽰
されるように改修されます。 

【v4.0 までは“読込中”のままとなっておりました】 
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【v5.0 では、名称が表⽰されるようになります】 

 
 

 
4. ⽂書管理 

 既読管理設定機能 
V4.0 までは、既読管理機能は必ず有効になっていました。ユーザ数が多い環境では、当該機能が不要であって

も、その分のデータ量増加を回避する事ができませんでした。今回のリリースで、既読機能の有効化は任意に選択
できるようになります。 

注意事項︓V5.0 へバージョンアップしますと、当該機能は、すべての環境において、無効状態となります。既読管
理をされたい場合はお⼿数ですが、有効化して頂く必要がございます。 
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5. ワークフロー 
 回覧機能  

回覧機能とは、承認⾏為は不要だが申請情報の確認をして欲しいときに利⽤する機能です。承認⾏為を必要と
しないので、承認プロセスは回覧先の確認を待つことなく、進んでいきます。 

申請時に申請者が、承認時に承認者が回覧先のユーザを指定する事ができます。 
回覧先に指定されたユーザには、通知が届き、回覧⼀覧から“確認した“という証跡やコメントを付けることができます。
もちろん、申請者や承認者の⽅はその回覧先の確認状況やコメントを⾒ることができます。 

 

【回覧の確認画⾯】 
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モバイル版 新規機能追加 

6. モバイル カレンダー(iOS 版) 
 テキストのクリッカブル対応 

詳細欄の⽂字列が、URL/電話番号/住所と判断される場合。ブラウザ/電話/地図・ブラウザのアプリが起動しま
す。 

注釈参照 *1  

 

 
 

 デスクトップ通知設定の連動 
デスクトップのアプリケーション設定で設定した通知の on / off が、モバイル通知にも反映されるようになります。 
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 Salesforce レイアウトの利⽤  
モバイルアプリでも Salesforce レイアウトを⽤いた画⾯表⽰ができるようになります。 

この対応に伴い、Salesforce レイアウトをご利⽤頂ければ、関連先情報の登録や参照、繰り返し予定の作成など
デスクトップ mitoco で出来ている登録ができるようになります。 

 

 添付ファイル利⽤ 
今回のバージョンアップによって、デスクトップ版で追加される予定に添付が可能になる機能はモバイル版でも利⽤

可能になります。 

 
 

 起動時の当⽇指定及び、予定同期の⾃動実⾏ 
アプリケーションを起動した際、当⽇が指定された状態で起動します。また、予定の同期実⾏が⾃動で実⾏され、

最新の情報を取得します。本バージョンより以前のバージョンではアプリ終了時に指定されていた⽇が表⽰されており
ました。また、予定の同期も画⾯から⼿動で実⾏する必要がありました。 

※起動時とは、アプリケーションが起動してない状態から起動した場合のことを指します。バックグラウンドで起動状
態にあるものを利⽤する場合は対象外となります。 
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 同期期間外に召集された予定が表⽰されない不具合の対応 
更新ボタンをタップ（同期処理の実⾏）した時、”オプション”で設定されている「同期する予定の期間」より未来の

予定が作成されている場合、同期する予定の期間内になって更新を実⾏しても、”条件”に該当する予定が、取得
されない不具合が解消されます。 

 

7. モバイル カレンダー(Android 版) 
 テキストのクリッカブル対応 

6-1 をご参照ください。 

注釈参照 *1 、 *2 
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 デスクトップ通知設定の連動 
6-2 をご参照ください。 

 

 Salesforce レイアウトの利⽤  
6-3 をご参照ください。 

注釈参照 *3 
 

 添付ファイル利⽤ 
6-4 をご参照ください。 

 

 
 

 起動時の当⽇指定及び、予定同期の⾃動実⾏ 
6-5 をご参照ください。 
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 同期期間外に召集された予定が表⽰されない不具合の対応 
6- 6 をご参照ください。 

 

 予定数が多い場合の同期処理でエラーが発⽣する不具合の対応 
同期処理を実⾏時、同期する予定数が⼤量になる場合でもエラーが発⽣しないよう対応を実施します。 

 

 ⽇本以外のタイムゾーンで保存した予定が⽇本時間で保存される問題の対応 
本対応により、表⽰する時点でのタイムゾーンが考慮された時間で表⽰されます。予定を作成すると、GMT（標

準時間）で保存されます。表⽰時にお使いのデバイスのタイムゾーンに変換し表⽰します。 
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8. モバイル ToDo(iOS 版) 
 デスクトップ通知設定の連動 

6-2 をご参照ください。 

 

 起動時タスク同期の⾃動実⾏ 
アプリケーションを起動した際、タスクの同期実⾏が⾃動で実⾏され、最新の情報を取得します。本バージョンより

以前のバージョンでは、画⾯から⼿動で実⾏する必要がありました。 

※起動時とは、アプリケーションが起動してない状態から起動した場合のことを指します。バックグラウンドで起動状
態にあるものを利⽤する場合は対象外となります。 

 

 関連項⽬の表⽰編集機能  
関連先、名前項⽬の表⽰編集ができるようになります。また、本対応により、繰り返しタスクの作成もできるように

なります。 
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9. モバイル ToDo(Android 版) 
 デスクトップ通知設定の連動 

6-2 をご参照ください。 

 

 起動時タスク同期の⾃動実⾏ 
8-2 をご参照ください。 

 

 関連項⽬の表⽰編集機能  
8-3 をご参照ください。 

注釈参照 *3 
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10. モバイル Board(iOS 版) 
 コメント欄のクリッカブル対応 
詳細欄の⽂字列が、URL/電話番号/住所と判断される場合、 
ブラウザ/電話/地図・ブラウザのアプリが起動します。 
 

 デスクトップ通知設定の連動 
6-2 をご参照ください。 

注釈参照 *4 
 

 掲⽰情報詳細で画像が⾒切れる不具合の対応 
掲⽰情報内に⼤きいサイズの画像がある場合、⾒切れてしまっていました。今回の対応により、画⾯サイズに合わ
せ画像がリサイズされるように対応します。 
 

 レビュー者による掲⽰公開の場合、公開を実施したユーザのアイコンが表⽰されてい
た不具合の対応 

レビューがない掲⽰と同様に、作成者のアイコンが表⽰されるようになります。 
 

11. モバイル Board(Android 版) 
 コメント欄のクリッカブル対応 
10-1 をご参照ください。 
 

 デスクトップ通知設定の連動 
6-2 をご参照ください。 

注釈参照 *4 
 

 掲⽰情報詳細で画像が⾒切れる不具合の対応 
10-4 をご参照ください。 
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12. モバイル Talk(iOS 版) 
 デスクトップ通知設定の連動 
6-2 をご参照ください。 
 

13. モバイル Talk(Android 版) 
 デスクトップ通知設定の連動 
6-2 をご参照ください。 
 

 メンション機能追加  
メンションの指定ができるようになります。 

注釈参照 *5 
 

注釈（モバイル関連） 
注意事項 1︓次回のリリースでは、利⽤可能な Android OS は、 5.0(Lollipop)以上のみとなります。 

注意事項２︓モバイル（iOS/Android 共に）テキストのクリッカブル対応で判定される住所、URL、電話番号は OS の処
理に依存するため、想定された⽂字が認識されない場合もあります。 
 
*1︓Salesforce レイアウトをご利⽤になる場合は、“説明“項⽬に記載された住所や電話番号はクリッカブルになりません。
但し、カスタム項⽬の形式が電話番号の項⽬は、クリッカブルになります。⼀⽅、Salesforce レイアウトをご利⽤にならない
場合は、“説明“項⽬に記載された住所や電話番号はクリッカブルになります。 
 
*2︓⽇本の住所はクリッカブルになりません。 
 
*3︓v5.0 へのアップデート後、再ログインが必要となります。Salesforce レイアウトを利⽤される場合は OS version 5.0
以上のみ利⽤可能となります。5.0 未満の場合、正常に表⽰されません。 
利⽤する際にはオプションで「Salesforce レイアウトを使う」を On にする必要があります。 
 
*4︓通知の「受け取る」・「受け取らない」の設定を反映するには、アプリの再起動が必要です。 
 
*5︓メンションの挿⼊位置は、iOS 版と異なり常に⽂章の末尾になります。(iOS 版は常に⽂章の先頭に挿⼊されます。） 

以上 
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