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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ユーザガイドを参照ください。 

 

ユーザガイド： https://doc.terrasky.com/display/MTCUG 

  

https://doc.terrasky.com/display/MTCUG
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デスクトップ版 新規機能追加 

1. カレンダー 

1.1. ポップオーバー画面のカスタマイズ 

予定にマウスを合わせるとポップオーバーする画面を、カスタマイズできるようになります。 

予定に関連先として商談や取引先を紐付けている場合、ポップオーバー画面に関連項目を追加すれば、詳細画

面を開かなくてもポップオーバー画面から該当のレコードにアクセスできます。 
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1.2. 「予定を調整」機能の拡張 

「予定を調整」機能で、絞り込み条件を指定できるようになります。 

mitoco の公開カレンダーで休日と登録した日を空き時間の候補外とする、「終日予定」は予定が入っていても空

き時間として候補に出すという２つのオプションが追加されます。 

これにより、今まで以上に柔軟な候補日の抽出ができるようになります。 

 

 
 

また、施設情報に利用可能時間が設定されていると、その時間が表示されるようになります。 
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1.3. 「私の予定」コンポーネントからのポップアップ表示 

ホームページに配置可能な「私の予定」コンポーネントで、対象予定をポップアップ画面で確認することができるよう

になります。これにより、ホームページに配置された他の情報を確認しながら予定確認ができるようになります。 

 

 
 

1.4. ユーザ選択や施設選択で「すべて取除く」機能を追加 

選択されているユーザや施設を一括で取除く機能を追加します。これは、以前のバージョンで廃止された機能です

が、要望が多かったため復活させたものです。 
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1.5. 「招集された予定」の表示改善 

「招集された予定」は、他人から招集された予定を確認し未返答の予定などを抽出することができる機能です。 

この招集された予定一覧を表示した際に、下記の表示が改善されます。 

・ これまでは当月の１日から表示されていたが、当日以降を表示に変更 

・ これまでは長い件名は途中までしか表示されなかったが、件名はすべて表示に変更 

・ 回答状況の表示位置を改善 
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1.6. 施設登録の簡便化 

Salesforce で作成したリソースを mitoco で施設として利用する場合、これまでは Salesforce のリソース ID を

入力する必要がありましたが、施設登録画面から選択できるようになります。 

 

 
 

1.7. その他の機能改善 

その他にも、下記の機能改善を行います。 

・ 複数添付ファイルの連続プレビュー 

➢ 複数ファイルが添付されている場合、連続して複数ファイルのプレビューができるようになります。 

・ ユーザや施設選択時の動作改善 

➢ カレンダー左のバーにあるユーザや施設をクリックして表示の ON/OFF を切り替える際、これまではクリック

する度に描画の完了を待つ必要がありましたが、描画の完了を待たずにクリックが可能になります。 

・ ミニカレンダーで日付選択時の挙動変更 

➢ 月表示や週表示のレイアウトで、ミニカレンダーで日付を選択すると、これまでは日表示に変更されてしま

いましたが、選択されている表示形式のまま選択した日付に移動できるようになります。 

・ 項目のデフォルト値対応の拡充 

➢ Salesforce レイアウトを利用している場合、項目に設定したデフォルト値の利用がテキスト系項目以外

も利用可能になります。 

・ 選択ユーザ名/ 施設名の改善（日表示） 

日表示で「ユーザ/施設」の名称が長い場合、これまでは名称が途切れていましたが、すべて表示されるようになりま

す。 
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2. 掲示板 

2.1. 掲示更新時の既読数リセットの挙動を変更 

掲示板を更新すると、これまでは自動的に既読数がリセットされましたが、リセットされなくなります。既読数をリセット

したい場合は、掲示の投稿者などがリセットできます。 

 

 
 

2.2. 「今日の掲示板」の既読化の変更 

ホームに配置可能なコンポーネント「今日の掲示板」をポップオーバー形式で開いた際、これまでは掲示の状態が

未読のままでしたが、掲示板アプリで掲示を開いた時と同様に自動で既読になります。 

 

2.3. 手動で未読/既読状態を変更 

掲示板を開くと自動的に既読の状態になりますが、ユーザが手動

でその状態を未読や、既読にすることができるようになります。 
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3. トーク 

3.1. ルーム作成でロールを利用したメンバー指定 

ルーム作成時にメンバーを指定した非公開ルームを作成する際に、ユーザ単位だけでなくロール単位での指定も可

能になります。 

 

 
 

3.2. ルームの一括既読化 

未読マークのついたルームで、ひとつひとつトピックを開くことなく、ルーム内の未読トピックを全て既読化できるようにな

ります。また、ルーム一覧の上部にある一括既読アイコンをクリックすることで、全ての未読ルームを一括で既読にで

きます。 
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4. ワークフロー 

4.1. 申請フォームのカテゴリ化 

申請フォームをカテゴリ分けして管理できるようになります。 

申請フォームを関連するカテゴリにグルーピングし、カテゴリ内での申請フォームの表示順を指定することで、ユーザが

任意のフォームを探しやすくなります。 

 

 
 

 
 

対象の申請フォームを選択すると、申請データ作成画面に遷移します。 
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4.2. 回覧者にロールや公開グループを指定 

回覧者を自動的に割り当てる際、ロールや公開グループを指定できるようになります。 

 

4.3. 申請時や承認時のコメントを見逃さない改善 

承認者（申請者）のコメントがある場合、次の承認者がそのコメントを見逃さないように、アラート表示を追加しま

す。コメントがある場合は承認履歴タブにコメントアイコンが表示されます。直前のステップでコメントがついた場合は

メッセージが表示されるようになります。同様に、mitoco 通知内でも直前の承認者（申請者）のコメントの有無

が確認できるようになります。 

 

 
 

4.4. 承認済みステップの承認者表示の改善 

複数の承認者が指定され、承認条件で全員の承認が必要でない場合、これまでは承認済みステップに指定され

た全ての承認者が表示されていましたが、初期表示では承認操作を行った承認者のみが表示されるようになります。 

 

4.5. 未承認一覧のコンポーネント提供 

LEX のホームに配置可能な「未承認一覧」のコンポーネントを提供します。 

 

4.6. フロー図のポップアップ画面の改善 

承認履歴で承認フローの各ステップをクリックするとステップの設定内容を確認できますが、この表示をわかりやすく改

善しました。 

 

4.7. 複数ファイルのプレビュー対応 

1 つの申請データに複数の添付ファイルがある場合、複数ファイルを連続でプレビューできるようになります。 
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5. 全般 

5.1. LEXタブ化対応 

「カレンダー」、「掲示板」、「ワークフロー」、「トーク」、「ToDo」、「文書管理」アプリを、LEX 上でそれぞれタブとして

作成できるコンポーネントを提供します。 
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また、この対応に合わせて、mitoco 通知を独立したコンポーネントとして提供します。この通知コンポーネントは、

Salesforce のアプリケーションビルダーを利用しユーティリティバーとして配置することができ、Salesforce の他のア

プリケーションを開いていても、mitoco に通知がくると気付くことができるようになります。 

 

 
 

5.2. mitocoアプリケーション一覧コンポーネントの改善 

ホームに配置可能な mitoco アプリケーション一覧のコンポーネントにも、各アプリの未読数や未返答数などを示し

たバッジ数が表示されるようになります。 
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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/ Android 版) 

6.1. コピー機能 

予定のコピーができるようになります。 

 

6.2. 休日カレンダー対応 

デスクトップでは休日カレンダーが赤色で表示されていましたが、これまでモバイルには反映されていませんでした。 

今回のバージョンアップで、モバイルのアプリケーションでも同様に赤色で表示されるようになります。 

 

6.3. ユーザ選択の改善 

招集ユーザなどを選択する際、最近使ったユーザが初期表示されるようになります。 

また、デスクトップで作成したビューを指定して、招集ユーザを一括で選択できるようになります。 

 

6.4. 英語化 

モバイルの言語設定が日本語以外の言語設定の場合、モバイルアプリ上のラベルやメッセージが英語化されます。 

 

6.5. 「名前」「関連先」に、ライセンスの許可されたパッケージのカスタム

オブジェクトのみ表示させる対応 

これまでは、ユーザがアクセス権を付与されたカスタムオブジェクトがすべて表示されたため、例えば mitoco 以外の

AppExchange パッケージのカスタムオブジェクトがライセンスの許可、不許可に関わらず表示されていました。この

表示を改善し、ライセンスが許可されたパッケージのアクセス権を付与されたオブジェクトのみが表示されるようになり

ます。 
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7. モバイル トーク (iOS 版) 

7.1. 添付ファイルの横表示対応 

添付ファイルをプレビュー表示する際に、モバイルを横向きにすると添付ファイルも横表示されるようになります。 

 

7.2. 住所や電話番号をリンク形式に 

トークの会話の中で、住所や電話番号と判断できる表示は自動的にリンク形式になり、住所であれば地図系アプ

リで確認でき、電話番号は電話をかけることができるようになります。 

（お使いのデバイスの OS によって挙動が変わる可能性があります） 

 

 

8. その他 

8.1. 軽微なバグの対応 

以下のモバイルアプリで軽微な改修及びバグの対応を実施しています。 

また、あわせて今後の開発の参考になるよう、操作ログの収集を行うようにしております。（個人情報に関する情報

は一切取得しません） 

・ モバイル Board（iOS 版/Android 版） 

・ モバイル ToDo（iOS 版/Android 版） 

・ モバイルトーク（Android 版） 
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サービス提供終了機能のお知らせ 

下記の機能については、今回のバージョンアップからご利用頂けなくなります。 

＜カレンダー＞ 

カレンダー設定によって利用可能な「旧週表示」 

カレンダー設定によって利用可能な「月（複数人）表示」 

＜アプリケーション設定＞ 

アドレス帳 > 組織図 

 

以上 
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