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No. 区分 機能 概要 詳細

1 機能追加 全般 AppSuiteを搭載 (有償) カスタムメイド型 業務アプリ作成ツール「AppSuite」を搭載しました。

紙・メール・Excelベースで行われている様々な業務処理・管理を、ノンプログ

ラミングで誰でも簡単にWebシステム化、現場主導の業務改善を実現します。

desknet's NEOパッケージ版のライセンスをお持ちのお客さま、また

desknet's NEOクラウド版をライセンス持込型でご利用のお客さまは、最大5

ユーザーまで、無期限にAppSuiteをお試しいただけます。

2 機能追加 全般 全画面表示モード コンテンツ表示エリアを最大化する「全画面表示」モードを搭載しました。

右上の拡大アイコンをクリックすると全画面表示に切り替わります。また全画

面表示の際、設定ボタンにマウスを載せると切り替えボタンを再表示します。

全画面モードは、以下の機能で利用できます。

文書管理、インフォメーション、回覧・レポート、アンケート、電子会議室、

プロジェクト管理、AppSuite

3 機能追加 全般 ファイルのアップロード/ダウンロー

ド制限

ファイルのアップロード/ダウンロードを制限できるようになりました。

添付ファイルのアップロード/ダウンロードおよびCSVファイルのインポート/

エクスポートを、ネットワーク/IPアドレスごとに制限できます。（制限時は、

「添付ファイルの使用が制限されているため、アップロード・ダウンロードは

行えません」と表示されます）

4 機能改善 全般 ユーザー選択画面のサイズ拡大 ユーザー選択画面のウィンドウサイズを拡大し、より操作しやすくなりまし

た。

5 機能追加 ポータル 組織コンテンツの追加 組織ポータルの自由形式のコンテンツとして、「組織コンテンツ」を作成でき

るようになりました。

個々の「組織コンテンツ」に管理組織とアクセス権を設定することで、それぞ

れの組織が独自のコンテンツを作成・管理できるようになります。

6 機能追加 ポータル コンテンツの検索 ポータルデザイン画面から、自由形式のポータルコンテンツを検索・絞り込み

表示できるようになりました。

多くのコンテンツを作成している場合の操作性が向上します。

7 機能追加 ポータル サポート情報・障害情報コンテンツの

追加

自由形式コンテンツとして、desknet's NEOホームページで公開している「サ

ポート最新情報」「障害・メンテナンス情報」の情報を表示するコンテンツを

追加しました。

8 機能追加 ワークフロー 組織ごとの保存先フォルダ設定 申請完了時の文書管理の保存先として、申請者の組織ごとに異なるフォルダを

設定できるようになりました。

完了したワークフローの書類を、申請書ごと・組織ごとにフォルダ整理して保

管できます。

9 機能追加 ワークフロー 申請一覧の表示拡張と絞り込み表示 申請一覧の表示に「申請書」を追加し、申請書による並び替えが行えるように

なりました。

また、申請書による絞り込み表示にも対応しました。共通設定の「申請一覧で

の申請書表示対象」設定により、絞り込み対象の申請書を「アクセス権のある

申請書のみ」または「すべての申請書」から選択できます。

10 機能追加 ワークフロー 引き上げ承認 承認予定の申請に対して決裁作業（引き上げ承認）が行えるようになりまし

た。

何らかの理由で経路途中の担当者が決裁処理を行えない場合に、上位決裁者が

決裁経路をスキップして決裁処理を行えるようになります。

引き上げ承認の可否は、申請書ごとに設定可能です。
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11 機能追加 ワークフロー 決裁処理時の申請経路変更 決裁処理時に、自分以降の申請経路を変更できるようになりました。

申請経路に含まれない直上の上司や担当者を経路に追加するなど、より柔軟な

運用が行えるようになります。

申請経路の変更可否は、申請書ごとに設定可能です。

12 機能追加 ワークフロー 決裁処理時の添付ファイル追加 決裁処理時に、添付ファイルを追加できるようになりました。

決裁者による資料の追加や、担当者による作業報告書など、申請処理で発生し

た一連の資料をまとめて管理・保管できるようになります。

添付ファイルの追加可否は、申請書ごとに設定可能です。

13 仕様変更 ワークフロー 「差戻」の追加と「否認」の仕様変更 申請の決裁作業を行う際、新たに「差戻」ボタンを追加し、「否認」ボタンの

仕様を変更しました。

・差戻：申請を1つ前の決裁作業者または申請者まで差戻します。（従来の

「否認」の動作）

・否認：申請を否認し、申請者に通知します。

14 機能追加 ワークフロー 申請者による文書管理の保存先フォル

ダ変更

申請者による申請の作成時に、文書管理の保存先フォルダを変更できるように

なりました。

管理者ではなく申請者により保存先フォルダを設定させたい場合に利用できま

す。

保存先フォルダの変更可否は、申請書ごとに設定可能です。

15 機能追加 ワークフロー アクセス権のない文書管理フォルダへ

の保存

申請完了時の文書管理の保存先フォルダとして、申請書の作成者がアクセス権

を持たないフォルダも指定できるようになりました。

共通設定の「申請書設定での保存フォルダ選択対象」から、「すべての文書

フォルダ」または「アクセス権のある文書フォルダのみ」のいずれかを設定で

きます。

16 機能改善 スケジュール 自分と組織を除いた絞り込み表示 組織一日、組織週間、選択ユーザー予定表示画面で絞り込み表示を行う際、自

分や組織を除外して絞り込めるようになりました。

絞り込みを表示する対象をチェックし、「チェックをつけたユーザーと組織で

絞り込み」をクリックすることで、選択した組織/ユーザーのみ絞り込み表示を

することができます。

17 機能追加 スケジュール アクセス権の拡張 スケジュールのアクセス権として、「時間のみ公開」と「時間と予定のみ公

開」を追加しました。

すべての予定を非公開にするのではなく、予定が入っている時間、また予定の

タイトルだけ共有したい場合に利用できます。

・時間帯のみ公開：予定が入っている時間帯に「予定あり」と表示されます。

・時間と予定のみ公開：予定の時間帯と件名だけ表示されます。予定の内容や

参加者は参照ができません。

18 機能追加 スケジュール 参照アクセス権なし時の表示 組織週間・組織1日表示において、参照アクセス権がないユーザーに「アクセ

ス権なし」と表示するようになりました。

19 機能追加 スケジュール 予定重複時の表示改善 個人週間表示において、同一時間の予定が5件以上存在する場合の表示を変更

しました。

同一時間帯に5件以上の重複予定がある場合、「予定あり」と表示します。

（予定をクリックすると「個人１日」画面に遷移します）

20 機能追加 交通費・経費 交通費明細への経由駅表示 交通費・経費一覧や交通費・経費の追加の明細表示において、交通費の発駅と

着駅の間に経由駅も表示するようになりました。

21 機能追加 交通費・経費 交通費の科目設定とCSV出力 交通費・経費において、交通費を追加する際に任意の科目を指定できるように

なりました。

また、CSVエクスポートおよびワークフロー申請時に添付されるCSVファイル

において、科目コードとログインIDが出力されるようになりました。
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22 機能追加 設備予約 仮予約削除時の通知メッセージ入力 本予約が制限されている（予約に承認が必要な）設備に登録された仮予定を設

備管理者が削除する際、予定の所有者と登録先にそれぞれ異なるメッセージを

入力できるようになりました。

23 機能追加 設備予約 印刷用表示(日)の追加 サブウィンドウに「印刷用表示(日)」を追加しました。

1日の予約内容をテキスト形式で一覧表示・印刷できます。

24 機能追加 ウェブメール 特定の送信メールサーバーにおける性

能改善

送信メールサーバー(SMTP)の設定に、「認証の一部を省略する」オプション

を追加しました。

本オプションを有効にすることで、メール送信時の通信の保護に

「STARTTLS」または「STARTTLS (証明書の検証なし)」を使用する特定の

メールサーバー（Office 365など）において、通信速度が改善される場合があ

ります。

個人・共有アカウント設定のインポート、エクスポート時の項目にも、

「STARTTLS通信時の認証省略設定」が追加されます。

25 機能追加 回覧・レポート コメント履歴の表示順変更 回覧のコメント履歴を、氏名順・確認日時順に並べ替えできるようになりまし

た。

26 機能追加 回覧・レポート 全員に返信・転送機能を追加 受信した回覧・レポートに対して、「全員に返信」、「転送」が行えるように

なりました。

・全員に返信：自分を除くすべての通知先に対して、回覧・レポートを新規作

成します。

・転送：通知先が空の状態で、回覧・レポートを新規作成します。

27 機能追加 回覧・レポート 通知メール本文へのアクセスURL追加 回覧・レポート受け取り時の通知メール、また未確認者への通知メールの本文

に、対象の回覧・レポートを開くアクセスURLを追加しました。

管理者設定のシステム設定に新設された「URL設定」から、本文に埋め込むア

クセスURLを設定します。

28 機能追加 タイムカード 勤務体系へのタイムゾーン追加 共通設定の通常勤務体系、また勤務体系設定で登録するそれぞれの勤務体系

に、タイムゾーンを設定できるようになりました。

29 機能追加 安否確認 一斉配信時の安否確認状況の初期化 一斉配信画面に「配信対象ユーザーの安否状況確認情報をクリアする」設定を

追加しました。

複数の防災管理者から安否確認を一斉配信する可能性がある場合、この設定を

有効にして配信します。

30 仕様変更 管理者設定 アクセスURL設定の統合 安否確認の共通設定にあった「社内からのアクセスURL」「社外からのアクセ

スURL」設定を廃止し、管理者設定に新設される「URL設定」から設定を行う

よう変更されました。

31 機能追加 管理者設定 ユーザー選択画面での一部機能制限 ユーザー選択画面で「(すべてのユーザー)」のリンクを非表示にできるように

なりました。

32 機能追加 管理者設定 パラメーター認証の予約語を追加 オプションメニューのパラメーター認証に利用できる予約語に、「ログイン

ID(大文字)」「事業所」「部署名１」「部署名２」を追加しました。

33 仕様変更 管理者設定 機能・アドオン使用有無設定の統合 各種アドオンの利用有無を設定する「アドオンの使用有無設定」を廃止し、

「desknet's NEOメニュー設定」から設定を行うよう変更されました。交通

費・経費およびAppSuiteの利用有無は、「desknet's NEOメニュー設定」から

設定できます。

34 機能追加 管理者設定 アクセスログ検索の応答待ち時間設定 アクセスログ検索に「検索の応答待ち時間」設定を追加しました。

指定された秒数が経過しても検索が終了しない場合、検索処理を中断します。

© 2017 NEOJAPAN Inc. PP412AA17100 3/3


