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１．DoorsOfficeについて 

1 ログイン画面 

①ユーザＩＤを入力します。 
  
②パスワードを入力します。 
 
③「ログイン」ボタンをクリックします。 
 
※パスワードを連続５回間違えると、ロックがかかります。システム管理者にロック解除を依頼し
て下さい。 
　　 

① 

② 

③ 
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２ デスクトップ画面 

①ログインユーザの名前が表示されます。 
  
②メニューが表示されます。 
 
③メニューごとのアイコンが表示されます。 

１．DoorsOfficeについて 
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② 
③ 

① 



　2.【利用者】こんな時は？ 

1 伝言を伝えたいとき 

必要な項目を入力するだけで、伝言内容をメンバーに伝えることができます。 
また、急ぎの場合は、各個人で設定をしているメールアドレス宛に伝言内容をメールで 
お知らせすることもできます。 

メールで送信したい場合は「緊急」をクリックしてください。 

①

②

緊急 
※宛先のメンバーがメール送信の設定をしている場合のみ送信されます。 7 を参照 
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伝言メモ 

※宛先はここから変更が可能です。 

①



　2.【利用者】こんな時は？ 

2 社内のメンバーとメールの送受信をおこないたい（メール） 

DoorsOfficeに登録をされているメンバー間でのみメールの送受信ができます。 
DoorsOfficeからは、外部メール（e-mail）の送受信はできません。 

グループメール 

②から返信や転送を選択します。 
矢印の部分をクリックすると自動的に「全員に返信（履歴なし）」になります。 
▼の部分をクリックすると返信方法を選択できます。 
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「メール」・・・▼をクリックするとCc、Bccが表示されます。 

内容確認、返信等 

①新規作成 

①内容確認、返信等 

②

赤枠の範囲のどこかをクリック 

メンバー選択する場合は、「To、Cc、Bcc」の文字部分をクリックするとメンバーの選択画面が 
表示されます。 
青枠部分に氏名やかなの一部を入力しエンターキーを押すとメンバーの候補が表示されます。 



　2.【利用者】こんな時は？ 

2 社内のメンバーとメールの送受信をおこないたい（メッセージ） 

DoorsOfficeに登録をされているメンバー間でのみメールの送受信ができます。 
DoorsOfficeからは、外部メール（e-mail）の送受信はできません。 

グループメール 

※1　最初のメッセージの内容に対して「いいね！」や返信をする場合はこちらを選択　（入力→返信の流れは②→③） 
※2　個別のメッセージに対して「いいね！」や返信をする場合はこちらを選択　（入力→返信の流れは②→③） 
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メッセージを入力 

①新規作成 

①内容確認、返信等 

② 

赤枠の範囲のどこかをクリック 

メンバー選択する場合は、「To」の文字部分をクリックするとメンバーの選択画面が表示されます。 
青枠部分に氏名やかなの一部を入力しエンターキーを押すとメンバーの候補が表示されます。 

「メッセージ」・・・Toしか設定できません。 

※1 

※2 

③ 



　2.【利用者】こんな時は？ 

3 スケジュールを活用したい 
（予定の内容までは公開したくない） 

スケジュール 
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「詳細登録」にチェックをつけると「公開」方法の設定項目が表示されます。 

「非公開」にチェックをつけると「メンバ選択」で選ばれている人以外は、「予定あり」と表示されます。 

登録者から見たスケジュール 
青枠部分のマークが表示されます。 

他のメンバーから見たスケジュール 



　2.【利用者】こんな時は？ 

3 スケジュールを活用したい 
（予定そのものを公開したくない） 

スケジュール 
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「詳細登録」にチェックをつけると「公開」方法の設定項目が表示されます。 

「非公開」にチェックをつけると「メンバ選択」で選ばれている人以外は、「予定あり」と表示されます。 

登録者から見たスケジュール 
青枠部分のマークが表示されます。 

他のメンバーから見たスケジュール 
何も表示されない 



　2.【利用者】こんな時は？ 

3 スケジュールを活用したい 
（特定のメンバーのみ公開したい） 

スケジュール 

10	

「詳細登録」にチェックをつけると「公開」方法の設定項目が表示されます。 

「非公開」または「隠す」にチェックをつけ、公開したいメンバーを「メンバ選択」から選択をします。 
選択されたメンバー以外からは、「予定あり」またはスケジュールそのものが表示されません。 
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　2.【利用者】こんな時は？ 

3 スケジュールを活用したい 
（会議の参加・不参加も同時に行いたい（登録方法）） 

スケジュール 
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「詳細登録」にチェックをつけると「仮予約」方法の設定項目が表示
されます。 

「仮予約」にチェックをし、参加予定メンバーを選択し登録します。 



　2.【利用者】こんな時は？ 

3 スケジュールを活用したい 
（会議の参加・不参加も同時に行いたい（メンバー側）） 

スケジュール 
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「参加」「不参加」等をクリックすると承認の欄に反映されます。 
特に登録ボタンはないため、画面の「×」ボタンで閉じてください。 



　2.【利用者】こんな時は？ 

3 スケジュールを活用したい 
（例：毎月第一月曜日でスケジュール登録したい） 

スケジュール 
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①「繰り返し」にチェックをし、②必要な範囲を選択をし登録をします。 
会議などの予定を繰り返し登録したい場合は、参加メンバーや施設を選択して 
登録することで、簡単に定例会議のスケジュールを登録できます。 

① 

② 

「仮予約」と組み合わせるとそれぞれのスケジュールごとに参加・不参加の確認がとれ
ます。 



　2.【利用者】こんな時は？ 

4 会議室や社有車の予約をしたい 

施設予約 
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「新規作成」または施設の名称、日にちの枠部分をクリックすると登録画面が表示され
ます。 

登録方法は、スケジュールと同じ方法で登録が可能です。 
「メンバ選択」や「施設選択」を行い登録して下さい。 
期間指定で「毎月第一月曜日」や「詳細登録」にチェックをすると「仮予約」で参加・不参加の
確認設定も行えます。 



　2.【利用者】こんな時は？ 

5 出欠や同意の確認をしたい場合（作成方法） 

回覧板 
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確認をした日時や証が必要な連絡事項や参加・不参加の確認を含めた案内などは 
回覧板を利用すると管理がとても楽になります。 

回覧をまわすメンバーを選
択 

回覧のタイトルを入力 

回答ボタンの選択 

回答の本文を入力 

※1 

※1　監視について 
監視を設定した場合、お知らせBOXに表示されますが、気づきとして自分あてのメールにも送信
したい場合は、　　を参照してくだい。別途設定が必要です。 



　2.【利用者】こんな時は？ 

5 出欠や同意の確認をしたい場合（回答方法） 

回覧板 
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確認をした日時や証が必要な連絡事項や参加・不参加の確認を含めた案内などは 
回覧板を利用すると管理がとても楽になります。 

「回答する」をクリックすると選択ボタンとコメントの入力枠に切り替わ
ります。 

「回覧状況」タブで回答状況が確認でき
ます。 
 
「談話」タブに談話を入力するとメン
バーの 
お知らせBOXに「未読の談話」として表
示 
されます。 



　2.【利用者】こんな時は？ 

6 案内や情報を広く伝えたい場合 

掲示板 

17 

既読の確認や証は必要ない案内や情報共有は掲示板を利用すると簡単に 
発信することができます。 

「掲示カテゴリ」に登録されているカテゴリごとに掲示閲覧範囲を指定することができます。 
カテゴリの作成や閲覧範囲の設定は、管理者権限を持たれているメンバーのみ可能です。 
【管理者】の　　　を参照してください。 3

「掲示期間」に設定された期間中は、デフォルトで一覧に表示されます。 
期限を超えた場合は、「期日超過」（※1）ボタンをクリックすることで 
超過掲示も一覧に表示されます。 

※1 



　2.【利用者】こんな時は？ 

7 外出時に登録されたことをメールで気づきたい 

個人設定 

回覧板や、伝言メモの登録やグループメールの受信の気づきとして各個人の 
スマホやe-mailアドレスにお知らせメールを送信させることができます。 

画面右上の「三」（三本線）から「個人設定」－
「個人共通設定」－「メールお知らせ設定」で設定
ができます。 

「お知らせ先メールアドレス」・・・送信させたいe-mailアドレスを入力（例：スマホのアドレ
スなど） 
 
お知らせをしたい項目内の「お知らせメールを送信する」にチェックをつけて、どのアドレスに
送信を 
させるかをチェックまたは設定を行います。 
「お知らせ先メールアドレスに送信する」は①のアドレスになります。 
「アドレス帳メールアドレスに送信する」は、アドレス帳に登録されているアドレスになります。 
「グループメールアドレスに送信する」は、DoorsOfficeのグループメールに送信されます。 
「このメールアドレスに送信する」は、右側に入力されたアドレスになります。 

① 
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必ず画面左下の「更新」ボタンを押して登録を完了して下さい。 



　2.【利用者】こんな時は？ 

8 書式のひな型ファイルを版管理や共有したい 

ネットフォルダ 

様々な書式のひな型などは、ネットフォルダに保管することで、いつでもどこからでも 
共有利用が可能です。 
また、版数の管理も行えるので、常に最新のものを利用することができます。 
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赤枠部分をクリックすると
ファイルの内容や版数を表示
します。 

ファイルのダウンロードができ
ます。 

※「文書登録」されていた場合の表
示 

※「ファイル登録」されていた場合の表
示 

ファイルやフォルダの閲覧や登録、更新、削除は、管理者の方から権限が設定さ
れているメンバーのみ可能です。 
ネットフォルダの設定方法は　　　を参照して下さい。 9



　2.【利用者】こんな時は？ 

9 メンバーをグループ化して選択しやすくしたい 

個人設定 

スケジュールや回覧板、グループメールなど組織以外でメンバーをグルーピング化することで 
表示や選択を簡単にすることができます。 

20 

画面右上の「三」（三本線）から「個人設定」－
「個人共通設定」－「オリジナルグループ設定」で
設定ができます。 

「グループメンバ」・・・グルーピングしたいメンバーを選択してください。 
「公開メンバ」・・・作成したオリジナルグループを他のメンバーにも利用可能にする場合
は 
　　　　　　　　　　　メンバーを選択して下さい。 



　2.【利用者】こんな時は？ 

10 メンバーに依頼を出したいが、回答内容は依頼者のみにしたい 

ToDo/依頼 

依頼事項を行う場合、回覧板を利用することもできますが回覧板の場合、メンバーからの 
回答内容が、他のメンバーにも見えてしまいます。 
依頼の場合は、依頼方法や依頼後の管理は回覧板と似ていますが、回答内容は他のメンバーからは 
閲覧することができません。 
例えば、 

21 

「非公開」にすると他のメンバーの情報は表示されま
せん。 

「非公開」の場合（依頼されたメンバーの画面） 

「公開」の場合（依頼されたメンバーの画
面） 



　2.【利用者】こんな時は？ 

申請を出す 

ワークフロー 

22 

稟議書等の申請を出す場合、ワークフローメニューを表示します。 

11 

承認/決裁者は自動表示されます。 

各項目を入力し「申請」ボタンをクリックすると内容確認画面が表示されます。 
入力に間違いがないか確認の上で再度「申請」ボタンをクリックすると申請完
了です。 
決裁されるとお知らせBOXに通知されます。 



　2.【利用者】こんな時は？ 

承認状況を確認する 

ワークフロー 

23 

申請した内容が承認されたかどうかを確認できます。 

12 

承認状態欄に誰がいつ承認したかが表示されます。 

申請状況をクリックすると「申請中」カテゴリが選択状態
になります。 

承認済み 

未承認 



　2.【利用者】こんな時は？ 

承認/決裁する 

ワークフロー 

24 

承認/決裁する順番が回ってくるとお知らせBOXに通知されます。 
通常承認メニューをクリックしても同じ画面が表示されます。 

13 

申請内容を確認し、問題なければ「承認」ボタンをクリックします。 
「却下」ボタンをクリックすると申請者に差し戻されます。 



　2.【利用者】こんな時は？ 

14 ログインパスワードを変更したい 

個人設定 

25 

ログインパスワードは、初期設定から必ず変更をしてください。 
また、定期的な変更をお勧めします。 

画面右上の「三」（三本線）から「個人設定」－
「個人共通設定」－「パスワードの変更」で設定が
できます。 

2017年10月時点で、パスワードの最小桁数は「4」で設定されています。 
また、ログインエラーは連続5回までの設定となっています。 
ロックがかかった場合は管理者の方に伝え、ロックの解除を依頼して下さい。 



管理者設定メニューの表示方法 

管理者権限を持っているメンバーの方には、画面右上の「三」（三本線）内のメニューに 
「管理者設定」が表示されています。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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① 

② 

「2.【管理者】こんな時は？」の内容については全て「管理者設定」
メニュー内からの操作となります。 



１ ログインを失敗してロックがかかった場合 

ログイン時にパスワードを連続5回間違えるとロックがかかります。 
管理者権限をもつユーザで解除ができます。 

①メニューアイコンをクリックします。 
②管理者設定をクリックします。（管理者権限がなければ表示されません） 
③管理者システム設定をクリックします。 
③利用者設定をクリックします。 

2．【管理者】こんな時は？ 

③

① 

②

⑤

⑤該当者の名前の一部を入れてエンターキーを押下します。 

⑥

⑥名前のリンクをクリックします。 
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④

利用者設定 



⑦ログインエラー巣を0にします。 
 
⑧「更新」ボタンをクリックします。 
 
※ユーザがパスワードを忘れてしまい、管理者で変更する場合もこの画面から行
います。（パスワード、パスワード（確認用）項目に任意の値を入れます） 

⑦

⑧ 
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2．【管理者】こんな時は？ 

１ ログインを失敗してロックがかかった場合 

利用者設定 



2 予約ができる施設名を登録したい 

施設の登録や利用できるユーザーなどの設定を行います。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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① 

①「管理者グループウェア設定」内の「施設・・・・」
メニューから 
　　施設予約の各種利用設定を行っていきます。 

②施設カテゴリ利用設定 

施設カテゴリの登録や変更ができるメンバー区
分を選択できます。 

② 

施設カテゴリ利用設定 



2 予約ができる施設名を登録したい 

施設の登録や利用できるユーザーなどの設定を行います。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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① 

①「管理者グループウェア設定」内の「施設・・・・」
メニューから 
　　施設予約の各種利用設定を行っていきます。 

③施設カテゴリ設定 
　　「会議室」「社有車」などのカテゴリの作成
を行います。 

・「管理責任者」 
　この施設カテゴリの更新・削除ができます。 
 
・「アクセス権の設定」 
　この施設カテゴリ内の施設の登録・更新・
削除が 
　できます。 

③ 

施設カテゴリ設
定 



2 予約ができる施設名を登録したい 

施設の登録や利用できるユーザーなどの設定を行います。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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① 

①「管理者グループウェア設定」内の「施設・・・・」
メニューから 
　　施設予約の各種利用設定を行っていきます。 

④施設設定 
　　具体的な施設（第一会議室など）を設定しま
す。 

④ 

施設設定 

・「施設管理責任者」 
　この施設の更新・削除ができます。 
 
・「予約管理責任者」 
　この施設の全予約の更新・削除ができます。 
 
・「予約権限の設定」 
　この施設の予約登録・更新・削除ができま
す。 



2 予約ができる施設名を登録したい 

施設の登録や利用できるユーザーなどの設定を行います。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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施設設定 

通常は、デフォルト設定のままでご利用いただけます。 

・「連日予約」 
　日付をまたぐ予約や繰り返しの予約を可能にするかの設定 
 
・「施設予約可能日」 
　この施設を何日前から予約できるかを設定します。ただし、空白にすると無制限になりま
す。 
 
・「施設利用期限」 
　この施設の予約をいつまで取ることができるかを設定できます。 
 
・「予約可能時間帯」 
　この施設を予約できる処理(登録)時間帯を設定します。 

↓　登録画面の続き 



3 掲示板の閲覧範囲を設定したい 

掲示板カテゴリの登録や利用できるユーザーなどの設定を行います。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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① 

①「管理者グループウェア設定」内の「掲示板・・・」
メニューから 
　　掲示板の利用設定を行っていきます。 

② 

掲示板カテゴリ利用設
定 

②掲示板カテゴリ利用設定 

掲示板カテゴリの登録や変更ができるメンバー
区分を選択できます。 



3 掲示板の閲覧範囲を設定したい 

掲示板カテゴリの登録や利用できるユーザーなどの設定を行います。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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① 

①「管理者グループウェア設定」内の「掲示板・・・」
メニューから 
　　掲示板の利用設定を行っていきます。 

③ 

掲示板カテゴリ設
定 

②掲示板カテゴリ設定 

・「管理責任者」 
　カテゴリの更新・削除ができます。 
 
・「アクセス権の設定」 
　作成可、閲覧可の設定ができます。 
　この機能を利用して閲覧可能なメンバーや組
織を 
　設定することで、掲示板の作成時にカテゴリ
で 
　閲覧範囲を設定することができます。 



4 回覧板の選択肢を登録できるメンバーを設定したい 

回覧板を作成するときに返信ボタン（選択肢）を作成できるメンバーを設定することができます。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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① 

①「管理者グループウェア設定」内の「回覧板・・・」
メニューから 
　　回覧板の利用設定を行っていきます。 

② 

回覧板返信ボタン 
作成可能メンバ設

定 

②回覧板返信ボタン作成可能メンバ設定 

権限を付与されたメンバーは、回覧板作成画面に「返信ボタン新規作成」ボタンが表示されま
す。 

■回覧板新規作成画面 



5 個人で設定する内容を一括または既定値として設定したい 

「個人設定」は各個人で設定を行いますが、管理者が各個人の設定を変更することができます。 
その際、各個人のある設定は既定値として全員に反映させることもできます。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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回覧板返信ボタン 
作成可能メンバ設

定 

「管理者一括設定変更」 
　　各個人の「個人共通設定」「個人グループウェア設定」内の設定を一括で変更することがで
きます。 
　　各個人で設定をしている内容はリセットされ、管理者が設定をした内容が適用されます。 
 
「管理者既定値設定変更」 
　　各個人の「個人共通設定」「個人グループウェア設定」内の設定を既定値として設定するこ
とができます。 
　　既定値は各個人で設定をしていない人に適用されます。 

「管理者個人設定変更」 
　　　各個人の「個人共通設定」「個人グループウェア設定」内の設定を管理者が変更すること
ができます。 

個人で設定する内容を管理者が個人に変わって設定する方法 

① 

② 

①メンバーを選択 
②設定をするメニューを選択 



6 行き先案内板の行き先選択肢を増やしたい 

デスクトップに表示されている「行先案内板」の行先設定をする際、行先の選択肢を変更、追加する方法。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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行き先案内板の 
行き先設定 

①「管理者グループウェア設定」 ① 

② 
②「行き先案内板の行き先設定」 

行き先名等を設定 

※表示順の変更は、順番の番号を入力し「ソート更新」をクリックすると変更され
ます。 



6 行き先案内板の行き先選択肢を増やしたい 

デスクトップに表示されている「行先案内板」の行先設定をする際、行先の選択肢を変更、追加する方法。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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行き先案内板の 
行き先設定 

■行き先案内板の入力画面 



7 スケジュールのタイトルパターンを増やしたい 

スケジュールを登録する際、タイトルを入力するのではなく、パターンからの選択方式が可能です。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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スケジュールタイ
トル 

選択肢設定 

①「管理者グループウェア設定」 ① 

② 
②「スケジュールタイトル選択肢設定」 

入力した内容が、選択肢＝タイトルとな
ります。 

■スケジュール登録画面 
※スケジュール登録時に赤枠部分の選択肢を選択するとタイトル（青枠部分）に反
映されます。 



8 全体スケジュールを利用できるよう設定がしたい 

スケジュールを登録する際、タイトルを入力するのではなく、パターンからの選択方式が可能です。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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全体スケジュール 
カテゴリ設定 

①「管理者グループウェア設定」 ① 

② ②「全体スケジュールカテゴリ設定」 

カテゴリごとに作成・閲覧の権限をつけることがで
きます。 

「一覧表示する」　 
　　　全体スケジュールの一覧に表示され、登録画面に
も 
　　　項目として表示されます。 
「スケジュールに表示する」　（一覧表示にすると併せ
て利用） 
　　　個人スケジュールに全体スケジュールの表示設定
を 
　　　した場合、タイトルや時間表示部分に表示されま
す。 

「選択肢」 
　　　スケジュール登録画面に選択肢として表示さ
れます。 



8 全体スケジュールを利用できるよう設定がしたい 

スケジュールを登録する際、タイトルを入力するのではなく、パターンからの選択方式が可能です。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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■全体スケジュール一覧画面 

■全体スケジュール登録画面 

※1 

※1 

※1 
「選択肢」項目を設定してい
た 
場合に表示されます。 

※2 

※2 

※2 
「一覧表示する」にチェック
をした場合表示されます。 

■個人スケジュール一覧表示画面 

※3 
「スケジュールに表示する」（一覧表示するにもチェック）にチェックをし、個人スケ
ジュールに全体スケジュールの表示をさせている場合に表示されます。 

※3 

全体スケジュール 
カテゴリ設定 



9 ネットフォルダの設定方法① 

ネットフォルダの利用ができるよう設定を行っておく必要があります。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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全体スケジュール 
カテゴリ設定 

①「管理者グループウェア設定」 ① 

② ②「ネットフォルダ設定」 

「詳細画
面」 

「文
書」 
「ファイ
ル」 

「文書」 「ファイル」 

添付ファイル数 複数可 １ファイルのみ 

添付ファイルダウンロード方
法 

文書名をクリックし 
詳細画面表示後 

添付ファイルをクリック 
タイトル名をクリック 
（タイトル名=ファイル名） 



9 ネットフォルダの設定方法② 

実際に利用できるフォルダを設定します。（閲覧、作成、削除などの権限もこちらから行います。 

2．【管理者】こんな時は？ 
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全体スケジュール 
カテゴリ設定 

①「管理者グループウェア設定」 ① 

③ ③「ネットフォルダのフォルダ設定」 

●「管理責任者」 
　　このフォルダとその下位フォルダの編集・更新・削除 
　　また該当するフォルダに属する全文書の 
　　登録・更新・削除が可能 

●「アクセス権」（作成可） 
　　このフォルダに文書を作成することがで
きます。 



10 利用者情報や組織、役職情報を変更したい 

2．【管理者】こんな時は？ 
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利用者設定 

①「管理者システム設
定」 

① 

組織の追加・変更 

役職の追加・変更 

利用者の追加・変更 

利用者の追加・変更、兼務、退職、休職の設定方法 

※1 
※2 

※3 

※4 

※1 
新規登録や検索等で登録画面を表示させます。 
 
※2 
退職者設定をしているメンバーを検索対象にし
たい場合はチェックをつけます。 
 
※3 
退職や休職扱いにする場合はチェックをつけま
す。 
過去に登録をされた情報は消えません。 
 
※4 
兼務の組織を選択します。 



10 利用者情報や組織、役職情報を変更したい 

2．【管理者】こんな時は？ 
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組織設定 

①「管理者システム設
定」 

① 

組織の追加・変更 

役職の追加・変更 

利用者の追加・変更 

組織の追加・変更の設定方法 

新規登録の場合は「新規登録」をクリックしてくだ
さい。 
変更の場合は、一覧から組織名をクリックしてくだ
さい。 

組織の並び順は、「管理コード」順ではありません。 
※1、※2の順で並び替えた順に全体に反映されます。 

※1 

※2 

並び順の数字を入力して「ソート更新」をクリックすると順番が反映さ
れます。 



10 利用者情報や組織、役職情報を変更したい 

2．【管理者】こんな時は？ 
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役職設定 

①「管理者システム設
定」 

① 

組織の追加・変更 

役職の追加・変更 

利用者の追加・変更 

役職の追加・変更の設定方法 

新規登録の場合は「新規登録」をクリックしてくだ
さい。 
変更の場合は、一覧から番号をクリックしてくださ
い。 

役職の並び順は、「管理コード」順ではありません。 
※1の順で並び替えた順に全体に反映されます。 

並び順の数字を入力して「ソート更新」をクリックすると順番が反映さ
れます。 

※1 



11 管理者権限メンバーを追加、変更したい 

2．【管理者】こんな時は？ 
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ロール設定 

①「管理者システム設
定」 

① 
② 

「グループウェア（管理者）」の「メンバ選択」からメンバの追加や変更を行ってくだ
さい。 変更後は、必ずクリックして登録をしてください。 



2017-11-01  初版 

　改訂履歴　 
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