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1. 前提 

本書では、楽々Web データベースのグループ管理機能について説明します。 

グループ管理機能を使用するには、楽々Web データベース グループ管理オプションをご契約いただく必

要があります。 

 

楽々Web データベースの URL（例 https://rakrak-webdb.net/お客様毎の ID/top/rkwaTop）にアクセス

し、ユーザーID（契約時の初期ユーザー）、パスワードを入力し、ログインします。 

 

  

ログイン画面 
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2. 事前準備：管理者を設定する 

この作業は、任意です。 

インストール時に、契約時の初期ユーザーが管理者に設定されています。 

契約時の初期ユーザーを管理者として使用する場合は、実施しなくても構いません。 

管理者として契約時の初期ユーザー以外のユーザーを使用したい、契約時の初期ユーザー以外のユーザ

ーを管理者に追加したい場合は、実施してください。また、管理者は、いつでも設定できます。 

 

管理者は、以下のことができます。 

・システムまたはサービスの運用担当者として各種環境設定を行う。 

・組織グループセット管理者を設定する。 

・TOP フォルダを作成し、TOP フォルダ管理者を設定する。 

 

(1) 管理者として設定するユーザーを 1 人登録します。 

HOME 画面の  > ユーザー管理 > 新規登録 をクリックします。 
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「ユーザーID」「氏名」「パスワード」を入力して「登録」ボタンをクリックします。 

 

 

(2)(1)で登録したユーザーを管理者に設定します。 

HOME 画面の  > 管理者設定 > 管理者設定 をクリックします。 

 

所属する「グループセット」「グループ」は

未設定のままで登録します。 

パスワードのルールは「4.ユーザーを

登録する」を参照してください。 
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「ユーザーID」の「参照」ボタンをクリックします。 

 

 

ユーザー選択ポップアップが開きます。 

「未所属ユーザー選択」をクリックし、(1)で登録したユーザーを選択します。 

 

 

「更新」ボタンをクリックします。 
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3. 作業手順 

楽々Web データベースを運用するために必要な作業を説明します。 

作業の流れと担当者は以下のとおりです。 

順序 作業 担当者 

4 ユーザーを登録する 

 

 

システム管理者
または管理者 

5 組織グループを登録する 

 

 

 

システム管理者
または管理者 

6 ユーザーを組織グループに所属させる 

 

 

 

システム管理者
または管理者 

ユーザーID,氏名,パスワード,メールアドレス,

電話番号 1,電話番号 2,備考 1,備考 2,備考 3 

 

住友電工情報システム（株） 

住友電工情報システム（株） 

管理本部 

第 2 
営業課 

第 1 
営業課 

情報システム部 東日本営業部 

営業本部 

西日本営業部 

第 3 
営業課 

第 4 
営業課 

東西営業部長 総務部 

グループ 

グループ 

グループ 

グループ グループ 

グループ 

グループ 

グループ グループ グループ グループ 

組織グループセット 

 

住友電工情報システム（株） 

住友電工情報システム（株） 

管理本部 

第 2 
営業課 

第 1 
営業課 

情報システム部 東日本営業部 

営業本部 

西日本営業部 

第 3 
営業課 

第 4 
営業課 

東西営業部長 総務部 

ユーザー 

ユーザー 

ユーザー 

ユーザー 

ユーザー 
ユーザー 

ユーザー 

ユーザー 

ユーザー ユーザー ユーザー 
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7 
組織グループセット管理者を設定する システム管理者

または管理者 

8 
TOP フォルダを作成し 

TOP フォルダ管理者を設定する 
システム管理者 

9 
TOP フォルダの利用者および 

業務グループセット管理者を設定する 
TOP フォルダ
管理者 

10 フォルダを作成しフォルダ管理者を設定する 
TOP フォルダ
管理者 

11 フォルダの利用者を設定する フォルダ管理者 

12 フォルダ内にアプリを作成し利用する 
フォルダ管理者
および一般ユー
ザー 

  

フォルダ 

アプリ 

楽々Web データベース 

組織グループセット 

 

 

 

 

 

 

 

TOP フォルダ 
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4. ユーザーを登録する 

HOME 画面の  > ユーザー管理 > 新規登録 で 1 人ずつユーザーを登録することができますが、 

HOME 画面の  > ユーザー管理 > CSV 登録 を使用すると、多人数のユーザーを一括で登録できます。 

システム管理者でログインし、HOME 画面の  > ユーザーCSV 一括更新 をクリックします。 

 

 

●「テンプレートのダウンロード」をクリックすると、CSV ファイルの雛形をダウンロードできます。 

user.csv 

処理区分,登録言語,ユーザーID,氏名,パスワード,メールアドレス,電話番号 1,電話番号 2,備考 1,備

考 2,備考 3,初期表示言語 

 

項目 
説明 

使用できる文字 上限(※1) 必須(※2) 

U I D T 

処理区分 

行データを処理するための区分
です。処理区分は必ず指定して
ください。未指定の行は処理さ
れません。 

U: 更新 

I : 登録 

A: 更新登録自動判定 

D: 削除 

T: 多言語情報登録 

U / I / A / D / T 1 バイト 

○ 

登録言語 

どの言語に登録するかを指定し
ます。 

0: 日本語 

1: English 

2: 中文 

0 / 1 / 2 1 バイト 

○ ○  ○ 
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ユーザーID 
ユーザーID です。 

重複するユーザーIDは設定できま
せん。 

制限なし 256バイト 
○ ○ ○ ○ 

氏名 ユーザーの氏名です。 制限なし 80 バイト ○ ○  ○ 

パスワード 

パスワードです。 

パスワードのルールにしたがっ
て、パスワードを登録してくださ
い。(※3) 

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVW
XYZ 

0123456789 

!"#$%&'()*+,–.⁄:;<
=>?@[¥]^_`{|}~ 

20 文字 

○ ○   

メールアドレス 
メールアドレスです。 

メールアドレスとして使用できな
い文字列は登録できません。 

制限なし 256バイト 
    

電話番号 1 電話番号です。 制限なし 30 バイト     

電話番号 2 電話番号です。 制限なし 30 バイト     

備考 1 備考です。 制限なし 256バイト     

備考 2 備考です。 制限なし 256バイト     

備考 3 備考です。 制限なし 256バイト     

初期表示言語 

初期表示する言語の言語区分で
す。 

0: 日本語 

1: English 

2: 中文 

0 / 1 / 2 1 バイト 

○ ○   

※1. 半角文字は 1 バイト、全角文字は 3 バイトです。 

※2. 処理区分「U」「I」「D」「T」によって必須の項目が異なります。 

※3. パスワードのルールは以下のとおりです。 

設定項目 設定値 

必要なパスワードの長さ 6 

英字を含める 必須 

数字を含める 必須 

記号を含める 必須 

記号と判定する文字 !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ 

 

●CSV ファイルの例は「添付資料 A ユーザー登録 CSV ファイルの例」を参照してください。 

 

●注意 

・CSV ファイルの雛形は、文字コード「UTF-8」で出力します。文字コードが「UTF-8」の CSV ファ

イルを Microsoft Excel で開くと文字化けします。CSV ファイルは文字コード「UTF-8」を扱えるエ

ディタで編集してください。 
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5. 組織グループを登録する 

組織グループセットは、インストール時に作成されます。 

組織グループセット内に、組織グループを作成します。 

システム管理者でログインし、HOME 画面の  > グループ CSV 一括更新 をクリックします。 

 

 

●「テンプレートのダウンロード」をクリックすると、CSV ファイルの雛形をダウンロードできます。 

rkgpugroup.csv 

処理区分,グループコード,上位グループコード,グループ名,表示順,代表グループ名 

 

項目 
内容 

使用できる文字 上限※ 必須 

U I D T 

処理区分 

行データを処理するための区分で
す。処理区分は必ず指定してくだ
さい。未指定の行は処理されま
せん。 

U: 更新 

I : 登録 

A: 更新登録自動判定 

D: 削除 

T: 多言語情報登録 

U / I / A / D / T 1 バイト 

○ 

グループコード グループコードです。 制限なし 128バイト ○ ○ ○ ○ 

上位グループコ
ード 

上位グループコードです。 
制限なし 128バイト 

    

グループ名 グループ名です。 制限なし 255バイト ○ ○  ○ 
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表示順 表示順です。昇順で表示します。 
整 数 値 、 0 以 上
2147483647 以下
の数値 

30 バイト 
    

代表グループ名 
グループの代表者を示す名前を
指定します。 

制限なし 255バイト 
○ ○  ○ 

※半角文字は 1 バイト、全角文字は 3 バイトです。 

 

●CSV ファイルの例は「添付資料 B グループ登録 CSV ファイルの例」を参照してください。 

 

●注意 

・CSV ファイルの雛形は、文字コード「UTF-8」で出力します。文字コードが「UTF-8」の CSV ファ

イルを Microsoft Excel で開くと文字化けします。CSV ファイルは文字コード「UTF-8」を扱えるエ

ディタで編集してください。 
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6. ユーザーを組織グループに所属させる 

ユーザーを組織グループに所属させます。 

システム管理者でログインし、HOME 画面の  > グループ CSV 一括更新 > 所属登録 をクリックしま

す。 

 

 

●「テンプレートのダウンロード」をクリックすると、CSV ファイルの雛形をダウンロードできます。 

rkgpugpmem.csv 

グループコード,グループ名,ユーザーID,氏名,本務,表示順 

 

項目 内容 使用できる文字 上限※ 必須/任意 

グループコード グループコードです。 制限なし 128バイト 必須 

グループ名 グループ名です。 制限なし 255バイト 必須 

ユーザーID 存在するユーザーID です。 制限なし 256バイト 必須 

氏名 ユーザーの氏名です。 制限なし 80 バイト 任意 

本務 
本務の所属先(グループ)を｢Y｣と
指定します。 

Y 1 バイト 任意 

表示順 表示順です。昇順で表示します。 
整 数 値 、 0 以 上
2147483647 以下
の数値 

30 バイト 任意 

※半角文字は 1 バイト、全角文字は 3 バイトです。 

 

●CSV ファイルの例は「添付資料 C 所属登録 CSV ファイルの例」を参照してください。 
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●注意 

・CSV ファイルの雛形は、文字コード「UTF-8」で出力します。文字コードが「UTF-8」の CSV ファ

イルを Microsoft Excel で開くと文字化けします。CSV ファイルは文字コード「UTF-8」を扱えるエ

ディタで編集してください。 
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7. 組織グループセット管理者を設定する 

組織グループセット管理者を設定します。 

組織グループセット管理者とシステム管理者を兼任することも可能です。 

 

組織グループセット管理者は、以下のことができます。 

・組織グループセットのメンテナンスを行う。 

・組織グループセット内のグループおよびユーザーのメンテナンスを行う。 

 

システム管理者でログインし、HOME 画面の  > 管理者設定 > 組織グループセット管理者設定 をク

リックします。 
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「ユーザーID」の「参照」ボタンから組織グループセット管理者に設定するユーザーを選択し、「更新」

ボタンをクリックします。 
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8. TOP フォルダを作成し TOP フォルダ管

理者を設定する 

TOP フォルダ（最上位のフォルダ）を作成し、TOP フォルダ管理者を設定します。 

TOP フォルダ管理者は、以下のことができます。 

・TOP フォルダを利用できるグループおよびユーザーを設定し、権限を設定する。 

・TOP フォルダごとに作成される業務グループセットに業務グループセット管理者を設定する。 

・TOP フォルダ配下のフォルダに、フォルダ管理者を設定する。 

 

システム管理者でログインし、HOME 画面の  > TOP フォルダ作成 をクリックします。 
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各項目を入力し、「作成」ボタンをクリックします。 

 

項目 内容 

フォルダコード 

フォルダを識別するためのコードです。他のフォルダと同じコードを付ける
ことはできません。最大 128 文字まで入力できます。 

使用可能な文字は以下のとおりです。 

半角英字(大文字)：ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

半角英字(小文字)：abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

半角数字：0123456789 

記号：_（アンダーバー） 

フォルダ名 
TOP フォルダの名前です。最大 255 文字まで入力できます。 

使用可能な文字の制限はありません。 

管理者グループ  

 
グループコード TOP フォルダの管理者権限を与えるグループを設定します。 

グループに所属するユーザーは、TOP フォルダ管理者となります。 

 グループ名 グループの名称を表示します。 

 
下位展開 下位グループのユーザーに、TOP フォルダの管理者権限を与えるかを設定し

ます。チェックすると、下位グループのユーザーは TOP フォルダ管理者と
なります。 

管理者ユーザー  

 
ユーザーID TOP フォルダの管理者権限を与えるユーザーを設定します。 

ユーザーは、TOP フォルダ管理者となります。 

 ユーザー名 ユーザーの名称を表示します。 

「管理者グループ」「管理者ユーザー」は、 

両方、またはどちらか 1 つの設定が必要です。 
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9. TOP フォルダの利用者および業務グル

ープセット管理者を設定する 

TOP フォルダの利用者および業務グループセット管理者を設定します。 

TOP フォルダの業務グループセット管理者は、以下のことができます。 

・TOP フォルダごとに運用する業務グループを管理する。 

・業務グループのメンバーを設定する。 

 

TOP フォルダ管理者でログインし、HOME 画面の  > フォルダ管理 をクリックし、TOP フォルダの

フォルダコードをクリックします。 
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「利用者設定」をクリックし、TOP フォルダの利用者とその権限を設定し、「更新」ボタンをクリックし

ます。 

 

項目 内容 

グループ  

 
グループコード TOP フォルダの利用者権限を与えるグループを設定します。 

グループに所属するユーザーは、TOP フォルダを利用できます。 

 グループ名 グループの名称を表示します。 

 
下位展開 下位グループのユーザーに、TOP フォルダの利用者権限を与えるかを設

定します。チェックすると、下位グループのユーザーは TOP フォルダ利
用者となります。 

 権限設定 権限を設定します。 

 
 アプリの作成 アプリの作成権限を与えるかを設定します。 

チェックすると、TOP フォルダにアプリを作成できるようになります。 

 
 フォルダの作成 フォルダの作成権限を与えるかを設定します。 

チェックすると、TOP フォルダにフォルダを作成できるようになります。 

ユーザー  

 ユーザーID TOP フォルダの利用者権限を与えるユーザーを設定します。 

 ユーザー名 ユーザーの名称を表示します。 

「グループ」「ユーザー」は、両方、または

どちらか 1 つの設定が必要です。 

(設定例) 

営業本部に所属するメンバーは、HOME 画面およびフォルダツリー

に TOP フォルダは表示され選択できますが、TOP フォルダ直下に

「アプリの作成」および「フォルダの作成」はできません。 
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 権限設定 権限を設定します。 

 
 アプリの作成 アプリの作成権限を与えるかを設定します。 

チェックすると、TOP フォルダにアプリを作成できるようになります。 

 
 フォルダの作成 フォルダの作成権限を与えるかを設定します。 

チェックすると、TOP フォルダにフォルダを作成できるようになります。 

 

「業務グループセット管理者設定」をクリックし、業務グループセットに管理者として設定するグルー

プおよびユーザーを設定し、「更新」ボタンをクリックします。 

デフォルトでは、TOP フォルダ管理者に設定したグループおよびユーザーが、業務グループセット管理者に

も設定されています。 

 

  

「管理者グループ」「管理者ユーザー」は、 

両方、またはどちらか 1 つの設定が必要です。 
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10. フォルダを作成しフォルダ管理者を設

定する 

フォルダを作成しフォルダ管理者を設定します。 

 

TOP フォルダ管理者でログインします。 

フォルダツリーから TOP フォルダを選択し、「フォルダを作成」をクリックします。 

 

 

各項目を入力し、「作成」ボタンをクリックします。 

 

項目 内容 

フォルダコード 

フォルダを識別するためのコードです。他のフォルダと同じコードを付ける
ことはできません。最大 128 文字まで入力できます。 

使用可能な文字は以下のとおりです。 

半角英字(大文字)：ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

半角英字(小文字)：abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

半角数字：0123456789 

記号：_（アンダーバー） 

フォルダ名 
フォルダの名前です。最大 255 文字まで入力できます。 

使用可能な文字の制限はありません。 

TOP フォルダ管理者は、TOP フォルダの「利用者設

定」の設定に関わらず、TOP フォルダ直下にフォル

ダおよびアプリの作成ができます。 
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「管理者設定」をクリックし、フォルダの管理者を設定し、「更新」ボタンをクリックします。 

 

項目 内容 

管理者グループ  

 
グループコード フォルダの管理者権限を与えるグループを設定します。 

グループに所属するユーザーは、フォルダ管理者となります。 

 グループ名 グループの名称を表示します。 

 
下位展開 下位グループのユーザーに、フォルダの管理者権限を与えるかを設定しま

す。チェックすると、下位グループのユーザーはフォルダ管理者となります。 

管理者ユーザー  

 
ユーザーID フォルダの管理者権限を与えるユーザーを設定します。 

ユーザーは、フォルダ管理者となります。 

 ユーザー名 ユーザーの名称を表示します。 

 

  

「管理者グループ」「管理者ユーザー」は、 

両方、またはどちらか 1 つの設定が必要です。 
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11. フォルダの利用者を設定する 

フォルダの利用者を設定します。 

フォルダ管理者でログインし、HOME 画面の  > フォルダ管理 をクリックし、フォルダのフォルダコ

ードをクリックします。 

 

 

「利用者設定」をクリックし、フォルダの利用者とその権限を設定し、「更新」ボタンをクリックします。 

  

「グループ」「ユーザー」は、両方、または

どちらか 1 つの設定が必要です。 

(設定例) 

第 1 営業課に所属するメンバーは、フォルダ内に「アプリの作成」および「フォルダの作成」

ができます。 

第 2 営業課に所属するメンバーは、HOME 画面およびフォルダツリーにフォルダは表示され

選択できますが、フォルダ内に「アプリの作成」および「フォルダの作成」はできません。 
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項目 内容 

グループ  

 
グループコード フォルダの利用者権限を与えるグループを設定します。 

グループに所属するユーザーは、フォルダを利用できます。 

 グループ名 グループの名称を表示します。 

 
下位展開 下位グループのユーザーに、フォルダの利用者権限を与えるかを設定し

ます。チェックすると、下位グループのユーザーはフォルダ利用者とな
ります。 

 権限設定 権限を設定します。 

 
 アプリの作成 アプリの作成権限を与えるかを設定します。 

チェックすると、フォルダにアプリを作成できるようになります。 

 
 フォルダの作成 フォルダの作成権限を与えるかを設定します。 

チェックすると、フォルダにフォルダを作成できるようになります。 

ユーザー  

 ユーザーID フォルダの利用者権限を与えるユーザーを設定します。 

 ユーザー名 ユーザーの名称を表示します。 

 権限設定 権限を設定します。 

 
 アプリの作成 アプリの作成権限を与えるかを設定します。 

チェックすると、フォルダにアプリを作成できるようになります。 

 
 フォルダの作成 フォルダの作成権限を与えるかを設定します。 

チェックすると、フォルダにフォルダを作成できるようになります。 
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12. フォルダ内にアプリを作成し利用する 

フォルダ内にアプリを作成し利用してみましょう。 

「11.フォルダの利用者を設定する」で「アプリの作成」権限を付与した一般ユーザーでログインし、フ

ォルダツリーの TOP フォルダをクリックします。 

 

 

TOP フォルダ内に作成したフォルダが、フォルダツリーおよび HOME 画面に表示されます。 

いずれか一方をクリックします。 

  

フォルダツリーに表示される

フォルダと同じものです。 
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「11.フォルダの利用者を設定する」で「フォルダの作成」権限および「アプリの作成」権限を付与して

いるので、「フォルダを作成」ボタンおよび「アプリを作成」ボタンが表示されます。 

「アプリを作成」をクリックします。 

 

 

アプリを作成し利用します。 

アプリの作成方法の詳細は、マニュアルトップ > ファーストステップガイド を参照してください。 

なお、ファーストステップガイドでは、会社名の TOP フォルダにアプリを作成しています。 

会社名の TOP フォルダを自身で作成した TOP フォルダに置き換えてアプリを作成してください。 

※ 会社名の TOP フォルダは、デフォルトで存在する TOP フォルダです。会社名の TOP フォルダ配

下に作成するアプリはすべてのユーザーが利用できます 
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13. こんな時はどうする？ 

13.1. ユーザーの登録／変更 

13.1.1. 追加 

●入社などでユーザーを追加する場合 

HOME 画面の  > ユーザー管理 > 新規登録 で各項目を入力し、「登録」ボタンをクリックします。 

 

 

  

所属する「グループセット」「グループ」は

未設定のままでも登録できます。 
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13.1.2. 変更 

●氏名、メールアドレス、電話番号などに変更があった場合 

HOME 画面の  > ユーザー管理 > ユーザー一覧 で変更するユーザーを選択し、更新します。 

 

  

変更するユーザーを

選択します。 

「更新」をクリック

します。 

値を変更したら、 

「更新」ボタンをクリックします。 
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13.1.3. 複数ユーザーの追加、変更 

HOME 画面の  > ユーザー管理 > EXCEL 登録(一覧) または HOME 画面の  > ユーザーCSV 一括

更新 で、複数ユーザーを登録できます。 

 

 

 

ユーザーCSV 一括更新では、処理区分に「A」を指定すると、登録済のユーザーは更新され、未登録のユ

ーザーは登録されます。 

 

 

手順の詳細は、「4.ユーザーを登録する」を参照してください。 
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13.2. 所属の登録／変更（配属、異動） 

●新規登録したユーザーをグループに所属させる(配属する)場合 

●すでにグループに所属しているユーザーの所属を変更する（異動する）場合 

13.2.1. ユーザーを選択してグループに登録する 

HOME 画面の  > ユーザー管理 > ユーザー一覧 でユーザーを選択し、所属を登録します。 

 

 

変更するユーザーのユーザーID

を選択します。 
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「所属グループ」は複数設定できます。 

兼務の場合は、複数の所属グループを設定します。 

  

「更新」をクリック

します。 

値を変更したら、 

「更新」ボタンをクリックします。 
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13.2.2. グループを選択してユーザーを登録する 

HOME 画面の  > グループ管理 > 検索 または グループ選択 で対象のグループを選択し、ユーザー

を所属させます。HOME 画面の  > グループ管理 > グループ選択 でグループセットを選択する場合

は、「区分」が『組織』のグループセットを選択してください。 

 

 

 

  

「区分」が『組織』

のグループセットを

選択します。 

所属するグループを

選択します。 

「メンバー更新」を

クリックします。 
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13.2.3. CSV ファイルで登録する 

HOME 画面の  > グループ CSV 一括更新 > 所属登録 で、複数のユーザーの所属を登録できます。 

大規模な組織改編があった場合など、大人数に一括して所属を登録・変更する場合は、CSV 登録が便利

です。 

 

手順の詳細は、「6.ユーザーを組織グループに所属させる」を参照してください。  

「参照」ボタンから所属させる

ユーザーを設定します。 

設定できたら「更新」ボタンを

クリックします。 



37 

13.3. ユーザーの削除 

●退職などでユーザーを削除する場合 

HOME 画面の  > ユーザー管理 > ユーザー一覧 でユーザーを選択し、削除します。 

 

 

「削除」ボタンをクリックします。 

削除するユーザー

を選択します。 

「削除」をクリック

します。 
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13.4. 部署の追加／変更（部署の新設） 

13.4.1. 追加 

●組織変更などで部署を追加する場合 

HOME 画面の  > グループ管理 > グループ選択 で、「区分」が『組織』のグループセットを選択し

ます。グループを作成し、ユーザーを所属させます。 

 

 

 

  

「区分」が『組織』

のグループセットを

選択します。 

「新規登録」を選択します。 

各項目を入力したら、 

「登録」ボタンをクリックします。 
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13.4.2. 変更 

●既存の部署の部署名を変更する場合 

HOME 画面の  > グループ管理 > 検索またはグループ選択 で対象のグループを選択し、編集しま

す。 

 

 

 

  

「区分」が『組織』

のグループセットを

選択します。 

変更するグループを

選択します。 

「更新」をクリック

します。 
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グループ名を変更し、 

「更新」ボタンをクリックします。 
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13.5. 部署の削除（部署の統廃合） 

●廃止する部署に所属しているユーザーを、別の(統合先の）部署に所属させる場合 

HOME 画面の  > グループ管理 >グループ選択 で統合先のグループを選択し、廃止する部署に所属

しているユーザーを統合先のグループに所属させます。所属させたら、廃止する部署を削除します。 

 

 

  

「区分」が『組織』

のグループセットを

選択します。 

統合先のグループを

選択します。 

「メンバー更新」を

クリックします。 



42 

 

 

 

  

「参照」ボタンから、廃止する

部署に所属しているユーザーを

設定します。 

設定できたら「更新」ボタンを

クリックします。 

「区分」が『組織』

のグループセットを

選択します。 

「切換」をクリックします。 
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TOPICS：ユーザーが所属したまま部署を削除してしまった場合 

ユーザーが所属したまま部署を削除すると、ユーザーの所属が無くなります。 

所属が無くなったユーザーは、HOME 画面の  > ユーザー管理 > ユーザー一覧 で、「所

属なし」の"なし"をチェックすると検索できます。 

 

廃止するグループを

選択します。 

「削除」をクリック

します。 
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所属が無くなったユーザーを別の(統合先の）部署に所属させる場合は、HOME 画面の  > 

グループ管理> グループ選択 で統合先のグループを選択し、メンバー更新 から所属が無

くなったユーザーを所属させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

統合先のグループを選択し、 

「メンバー更新」をクリックします。 

「参照」ボタンをクリックします。 

「未所属ユーザー選択」をクリック

し、未所属ユーザーを選択します。 
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13.6. プロジェクトチーム（組織を横断するグループ） 

 

TOPICS：「業務グループ」とは 

楽々Web データベースでは、プロジェクトチーム（組織を横断するグループ）のことを、

「業務グループ」と呼びます。「業務グループ」は「業務グループセット」内に作成します。

「業務グループセット」は、TOP フォルダを作成するごとに、"TOP フォルダ名_業務"とい

う名前で自動的に作成されます。（例：「営業本部」という TOP フォルダを作成すると、「営

業本部_業務」という業務グループセットが自動的に作成されます。） 

「業務グループ」を「業務グループセット」内に作成します。 

HOME 画面の  > グループ管理 >グループ選択 で「区分」が『業務』のグループセットを選択します。 

 

 

  

「区分」が『業務』

のグループセットを

選択します。 

「新規登録」をクリック

します。 
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各項目を入力したら、 

「登録」ボタンをクリックします。 

「メンバー更新」をクリック

します。 

「参照」ボタンから所属させる

ユーザーを設定します。 

設定できたら「更新」ボタンを

クリックします。 
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添付資料 A ユーザー登録 CSV ファイル

の例 

HOME 画面の  > ユーザーCSV 一括更新 からユーザーを一括登録する際の CSV ファイルの例 

処理区分,登録言語,ユーザーID,氏名,パスワード,メールアドレス,電話番号 1,電話番号 2,備考 1,備考 2,備

考 3,初期表示言語 

I,0,aa010001,佐藤 大翔,aa010001!,demo-user@rakwf21.sei.co.jp,06-6012-3456,090-0012-

3456,20120401,,,0 

I,0,aa010003,高橋 陽向,aa010003!,demo-user@rakwf21.sei.co.jp,06-6012-3456,090-0012-

3456,20120401,,,0 

I,0,aa010007,山本 悠太,aa010007!,demo-user@rakwf21.sei.co.jp,06-6012-3456,090-0012-

3456,20150601,,,0 

I,0,aa050001,青木 大悟,aa050001!,demo-user@rakwf21.sei.co.jp,06-6012-3456,090-0012-

3456,20190401,,,0 

I,0,aa040002,小川 樹,aa040002!,demo-user@rakwf21.sei.co.jp,06-6012-3456,090-0012-

3456,20180401,,,0 

I,0,aa050010,斉藤 悠樹,aa050010!,demo-user@rakwf21.sei.co.jp,06-6012-3456,090-0012-

3456,20130901,,,0 

I,0,aa060009,中山 蒼,aa060009!,demo-user@rakwf21.sei.co.jp,06-6012-3456,090-0012-

3456,20180401,,,0 

I,0,aa100012,大泉 啓介,aa100012!,demo-user@rakwf21.sei.co.jp,06-6012-3456,090-0012-

3456,20100401,,,0 

I,0,aa100011,福元 岩男,aa100011!,demo-user@rakwf21.sei.co.jp,06-6012-3456,090-0012-

3456,20160601,,,0 
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I,0,aa100013,宮内 奈央人,aa100013!,demo-user@rakwf21.sei.co.jp,06-6012-3456,090-0012-

3456,20180701,,,0 

I,0,aa010002,鈴木 悠斗,aa010002!,demo-user@rakwf21.sei.co.jp,06-6012-3456,090-0012-

3456,20050401,,,0 

I,0,aa010005,渡辺 悠人,aa010005!,demo-user@rakwf21.sei.co.jp,06-6012-3456,090-0012-

3456,20040401,,,0 

I,0,aa010006,伊藤 颯太,aa010006!,demo-user@rakwf21.sei.co.jp,06-6012-3456,090-0012-

3456,20040401,,,0 
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添付資料 B グループ登録 CSV ファイル

の例 

HOME 画面の  > グループ CSV 一括更新 からグループを一括登録する際の CSV ファイルの例 

処理区分,グループコード,上位グループコード,グループ名,表示順,代表グループ名 

U,PRDV00001,,住友電工情報システム,0,社長 

I,PRDV10001,PRDV00001,営業本部,10,営業本部長 

I,PRDV10002,PRDV00001,管理本部,20,管理本部長 

I,PRDV10003,PRDV00001,テクニカル事業本部,30,テクニカル事業本部長 

I,PRDV20001,PRDV10001,東日本営業部,40,東日本営業部長 

I,PRDV20002,PRDV10001,西日本営業部,50,西日本営業部長 

I,PRDV20003,PRDV10002,総務部,60,総務部長 

I,PRDV20004,PRDV10002,経理部,70,経理部長 

I,PRDV20005,PRDV10002,購買部,80,購買部長 

I,PRDV20006,PRDV10003,技術開発部,90,技術開発部長 

I,PRDV20007,PRDV10003,製造部,100,製造部長 

I,PRDV30001,PRDV20001,第 1 営業課,110,第 1営業課長 

I,PRDV30002,PRDV20001,第 2 営業課,120,第 2営業課長 

I,PRDV30003,PRDV20002,第 3 営業課,130,第 3営業課長 

I,PRDV30004,PRDV20002,第 4 営業課,140,第 4営業課長 

I,PRDV30005,PRDV20005,購買企画課,150,購買企画課長 

I,PRDV30006,PRDV20005,購買管理課,160,購買管理課長 

I,PRDV30007,PRDV20007,伊丹工場,170,伊丹工場長 

I,PRDV30008,PRDV20007,宇都宮工場,180,宇都宮工場長 

I,PRDV30009,PRDV20007,横浜工場,190,横浜工場長 

I,PRDV40001,PRDV30006,国内調達係,200,国内調達係長 

I,PRDV40002,PRDV30006,海外調達係,210,海外調達係長 

I,PRDV40003,PRDV30007,第 1 部品製造係,220,第 1 部品製造係長 

I,PRDV40004,PRDV30007,第 2 部品製造係,230,第 2 部品製造係長 

I,RKGP50031,PRDV10002,情報システム部,105,情報システム部長 

I,RKGP50041,PRDV10001,東西営業部長,60,東西営業部長 

 



50 

添付資料 C 所属登録 CSV ファイルの例 

HOME 画面の  > グループ CSV 一括更新 > 所属登録 から所属を一括登録する際の CSV ファイルの

例 

グループコード,グループ名,ユーザーID,氏名,本務,表示順 

PRDV00001,住友電工情報システム,admin,admin,, 

PRDV00001,住友電工情報システム,aa010001,佐藤 大翔,, 

PRDV10001,営業本部,aa010002,鈴木 悠斗,, 

PRDV10002,管理本部,aa010003,高橋 陽向,, 

PRDV20001,東日本営業部,aa010005,渡辺 悠人,, 

PRDV20001,東日本営業部,aa010007,山本 悠太,, 

PRDV20002,西日本営業部,aa010006,伊藤 颯太,, 

PRDV20002,西日本営業部,aa010007,山本 悠太,, 

PRDV20003,総務部,aa010007,山本 悠太,, 

PRDV30001,第 1 営業課,aa040002,小川 樹,, 

PRDV30002,第 2 営業課,aa050001,青木 大悟,, 

PRDV30003,第 3 営業課,aa050010,斉藤 悠樹,, 

PRDV30004,第 4 営業課,aa060009,中山 蒼,, 

RKGP50031,情報システム部,aa100012,大泉 啓介,, 

RKGP50031,情報システム部,aa100013,宮内 央人,, 

RKGP50031,情報システム部,aa100011,福元 岩男,, 

RKGP50041,東西営業部長,aa010006,伊藤 颯太,, 

RKGP50041,東西営業部長,aa010005,渡辺 悠人,, 
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添付資料 D グループ管理オプション解

約時の注意点 

グループ管理オプションを解約する前に、以下の設定を変更してください。 

 

アプリ 

⚫ グループ型項目を削除します。 

⚫ 項目のポップアップ設定に設定した管理アプリ「グループ選択」を削除します。 

⚫ メール通知設定に設定した宛先から、「グループ指定」の設定を削除します。 

⚫ 利用者設定から、グループの設定を削除します。 

@everyone は使用できます。@everyone を設定する場合は、「アプリ編集できない」「データ更新で

きる」「下位展開を含まない」を設定してください。 

⚫ 管理者設定から、グループの設定を削除します。 

 

TOP フォルダ 

⚫ 会社名の TOP フォルダ（フォルダコードが「RKWA_TOP_FOLDER」、サービス利用開始時に作成

されます）以外の TOP フォルダを削除します。 

⚫ 利用者設定から、グループの設定を削除します。 

@everyone は使用できます。@everyone を設定する場合は、「アプリ編集できない」「データ更新で

きる」「下位展開を含まない」を設定します。 

⚫ 管理者設定から、グループの設定を削除します。 

⚫ 業務用グループセット管理者設定から、グループの設定を削除します。 
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フォルダ 

⚫ 利用者設定から、グループの設定を削除します。 

@everyone は使用できます。@everyone を設定する場合は、「アプリ編集できない」「データ更新で

きる」「下位展開を含まない」を設定します。 

⚫ 管理者設定から、グループの設定を削除します。 

 

組織グループセット管理者設定 

⚫ 管理モード - 管理権限設定 - 組織グループセット管理者設定から、全てのユーザーを削除します。 
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改訂履歴 

Ver.1.0.0.0 (2021-08-05) 

・新規作成 

Ver.1.0.0.1 (2022-02-25) 

・2.事前準備：管理者を設定する のユーザー管理の画像を更新 

・4.ユーザーを登録する、5.組織グループを登録する、6.ユーザーを組織グループに所属させる の画像と

項目の一覧を更新 

・13.1.ユーザーの登録／変更 のユーザー管理画面の画像を更新 

・13.1.3.複数ユーザーの追加、変更 の記述を修正 

・13.2.1.ユーザーを選択してグループに登録する、13.3.ユーザーの削除、TOPICS：ユーザーが所属した

まま部署を削除してしまった場合 のユーザー管理の画像を更新 

・添付資料 A～C の CSV ファイルの例 を更新 
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