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1. 概要 

1.1. 本書の対象者 

本書は、楽々Web データベースの「システム管理者」「管理者」を対象にします。 

ライトユーザーを使用する契約を締結していることを前提とします。 

 

1.2. ライトユーザーとは 

「ライトユーザー」は、アプリを使うことだけができるユーザーです。 

管理モードを使うことやアプリ・フォルダを作成することはできません。 

 

1.3. ライトユーザーの導入方法 

「ライトユーザー」を登録するには、プランとは別に契約が必要です。 

契約すると、「ライトユーザー」を登録できます。 

 

楽々Web データベースに登録可能なユーザー数は、「ユーザー」の契約数と「ライトユーザー」の契約数

を足した数です。 

  登録可能なユーザー数 = 「ユーザー」の契約数＋「ライトユーザー」の契約数 

 

ユーザーの種別は、自由に変更できます。種別「ユーザー」で登録したユーザーを、種別「ライトユーザ

ー」を変更することもできます。ただし、種別「ユーザー」の人数が「ユーザー」の契約数を超えること

はできません。 

  「ユーザー」契約数 >= 「ユーザー」登録数 

 



楽々Web データベース ライトユーザーガイド 

Copyright ©2021 Sumitomo Electric Information Systems Co., Ltd.        4 

～たとえば、「ユーザー」5 人 「ライトユーザー」5 人 合計 10 人で契約した場合～ 

＜例 1. ユーザー5 名 ライトユーザー5 名＞ 

登録できます。 

〇「ユーザー」「ライトユーザー」契約数の合計 10 人=「ユーザー」「ライトユーザー」登録数の合計 10 人

〇「ユーザー」契約数 5 人 = 「ユーザー」登録数 5 人 

ユーザー1 ユーザー 

ユーザー2 ユーザー 

ユーザー3 ユーザー 

ユーザー4 ユーザー 

ユーザー5 ユーザー 

ユーザー6 ライトユーザー 

ユーザー7 ライトユーザー 

ユーザー8 ライトユーザー 

ユーザー9 ライトユーザー 

ユーザー10 ライトユーザー 

 

＜例 2. ユーザー3 名 ライトユーザー7 名＞ 

登録できます。 

〇「ユーザー」「ライトユーザー」契約数の合計 10 人=「ユーザー」「ライトユーザー」登録数の合計 10 人

〇「ユーザー」契約数 5 人 > 「ユーザー」登録数 3 人 

ユーザー1 ユーザー 

ユーザー2 ユーザー 

ユーザー3 ユーザー 

ユーザー4 ライトユーザー 

ユーザー5 ライトユーザー 

ユーザー6 ライトユーザー 

ユーザー7 ライトユーザー 

ユーザー8 ライトユーザー 

ユーザー9 ライトユーザー 

ユーザー10 ライトユーザー 

 

＜例 3. ユーザー7 名 ライトユーザー3 名＞ 

登録できません。 

○「ユーザー」「ライトユーザー」契約数の合計 10 人=「ユーザー」「ライトユーザー」登録数の合計 10 人

×「ユーザー」契約数 5 人 < 「ユーザー」登録数 7 人 

ユーザー1 ユーザー 
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ユーザー2 ユーザー 

ユーザー3 ユーザー 

ユーザー4 ユーザー 

ユーザー5 ユーザー 

ユーザー6 ユーザー 

ユーザー7 ユーザー 

ユーザー8 ライトユーザー 

ユーザー9 ライトユーザー 

ユーザー10 ライトユーザー 

 

＜例 4. ユーザー3 名 ライトユーザー8 名＞ 

登録できません。 

×「ユーザー」「ライトユーザー」契約数の合計 10 人<「ユーザー」「ライトユーザー」登録数の合計 11 人

〇「ユーザー」契約数 5 人 > 「ユーザー」登録数 3 人 

ユーザー1 ユーザー 

ユーザー2 ユーザー 

ユーザー3 ユーザー 

ユーザー4 ライトユーザー 

ユーザー5 ライトユーザー 

ユーザー6 ライトユーザー 

ユーザー7 ライトユーザー 

ユーザー8 ライトユーザー 

ユーザー9 ライトユーザー 

ユーザー10 ライトユーザー 

ユーザー11 ライトユーザー 
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2. ライトユーザーの制限事項 

「ライトユーザー」は、以下のことができません。 

・ 管理モード 

・ フォルダの作成、編集 ※「全てのアプリ」にアプリを整理するためのフォルダは作成できます。 

・ アプリの作成、編集 

・ アプリのデータを Excel ファイル、CSV ファイルでダウンロードする（「一覧ダウンロード（EXCEL）」

「一覧ダウンロード（CSV）」） 

・ アプリに Excel ファイル、CSV ファイルでデータを登録する（「一覧登録（EXCEL）」「一覧登録（CSV）」） 

 

ライトユーザーが使用できる機能 

機能    使用可 

管理機能 利用状況   × 

 お知らせ設定   × 

 ログイン停止   × 

 バージョンアップ   × 

 組織管理 ユーザー管理  × 

  ユーザーCSV 一
括登録 

 × 

  グループ管理  × 

  グループ CSV 一
括更新 

 × 

  CSV 一括更新動
作設定 

 × 

 リソース管理 アプリ管理  × 

  フォルダ管理  × 

  TOP フォルダ作
成 

 × 

  ジョブ管理  × 

 システム設定 管理権限設定 システム管理者設定 × 

   管理者設定 × 

   組織グループセット管理
者設定 

× 

  表示設定 プロフィール設定 × 

   ユーザー選択設定 × 

  セキュリティ設 接続元 IP アドレス × 
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定 

HOME 全てのアプリ 初期表示に設定  〇 

  検索  〇 

  ソート  〇 

  フォルダ 
（個人用フォル
ダ） 

作成 〇 

   遷移 〇 

   情報表示 〇 

   設定 〇 

   初期表示に設定 〇 

   お気に入りに追加 〇 

   削除 〇 

  アプリ 実行 〇 

   情報表示 〇 

   設定 × 

   メンテナンス中に設定 × 

   所属フォルダに遷移 〇 

   （個人用フォルダへの）
移動 

〇 

   お気に入りに追加 〇 

   アプリ削除 × 

 お気に入り 初期表示に設定  〇 

  検索  〇 

  ソート  〇 

 TOP フォルダ、フ
ォルダ内 

お気に入りに追
加 

 〇 

  検索  〇 

  ソート  〇 

  初期表示に設定  〇 

  フォルダ 作成 × 

   遷移 〇 

   情報表示 〇 

   設定 × 

   初期表示に設定 〇 

   お気に入りに追加 〇 

   削除 × 

  アプリ 実行 〇 

   情報表示 〇 

   設定 × 

   メンテナンス中に設定 × 

   所属フォルダに遷移 〇 

   （個人用フォルダへの） 〇 
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移動 

   お気に入りに追加 〇 

   アプリ削除 × 

アプリ 検索   〇 

サブアプリ 登録   〇 

アプリ（表付き） 一括登録   〇 

 一覧登録（EXCEL）   × 

 一覧登録（EXCEL）   × 

 単票登録（EXCEL）   〇 

 データ取り込み   × 

 検索結果一覧   〇 

 一括更新   〇 

 一覧ダウンロード
(EXCEL) 

  × 

 一覧ダウンロード
(CSV) 

  × 

 グラフ   〇 

 1 件照会   〇 

 1 件更新   〇 

 1 件削除   〇 

 データコピー   〇 

 単票ダウンロード
(EXCEL) 

  〇 

 単票ダウンロード
(PDF) 

  〇 

 帳票出力   〇 

コレクトアプリ 検索   〇 

 検索結果一覧   〇 

 グラフ   〇 

 一覧ダウンロード
(CSV) 

  × 

リンクアプリ 検索   〇 

 検索結果一覧   〇 

 単票ダウンロード
(PDF) 

  〇 

ジョインアプリ 検索   〇 

 検索結果一覧   〇 

 グラフ   〇 

 一覧ダウンロード
(EXCEL) 

  × 

 一覧ダウンロード
(CSV) 

  × 

クロス集計 検索   〇 

 検索結果一覧   〇 
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3. ライトユーザーの登録方法 

ユーザーは、管理モード - 組織管理 -  ユーザー管理で登録します。 

ユーザーは画面で登録する以外に、Excel、CSV でも登録できます。 

登録時に種別「ユーザー」「ライトユーザー」を選択します。 

 

3.1. ライトユーザーを登録する 

・ ユーザー管理：新規登録 

「種別」で『ライトユーザー』を選択します。 

 

 

・ ユーザー管理：一覧登録（EXCEL） 

「種別」列に『1』を指定します。 

0:ユーザー 

1:ライトユーザー 
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・ ユーザーCSV 一括更新 

「種別」列に『1』を指定します。 

0:ユーザー 

1:ライトユーザー 

 

 

3.2. ユーザーの種別を変更する 

・ ユーザー管理：更新 

「種別」で『ライトユーザー』を選択します。 
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・ ユーザーCSV 一括更新 

「種別」列に『1』を指定します。 

0:ユーザー 

1:ライトユーザー 
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4. ユーザー数の変更方法 

ユーザーおよびライトユーザーの契約数は、「契約管理」で変更します。 

変更は、システム管理者で行います。 

ユーザー数、ライトユーザー数は、スタンダードプランのお客様だけが変更できます。 

 

契約数の変更は、次月から適用されます。 

使用料は、当月の契約数で計算されます。 

 

システム管理者でログインし、画面の上のユーザー名をクリックし、「契約情報」を選択します。 

 

 

契約情報画面で「契約変更はこちら」をクリックします。 

  



楽々Web データベース ライトユーザーガイド 

Copyright ©2021 Sumitomo Electric Information Systems Co., Ltd.        13 

「契約管理」が表示されます。 

契約内容変更画面で、ユーザーの契約数を変更します。 

ユーザーの契約枠は「ユーザー数」で、ライトユーザーの契約枠は「ライトユーザー数」で変更します。 
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＜利用可能な人数を増やすには＞ 

ユーザー・ライトユーザーの契約枠を増やします。 

 

＜利用可能な人数を減らすには＞ 

ユーザー・ライトユーザーの契約枠を減らします。 

契約枠を減らす前に必ず、管理モード - 組織管理 -  ユーザー管理 でユーザーを削除してください。 

 

以下の条件を満たす必要があります。 

ユーザー（契約数）＋ライトユーザー(契約数) ＞＝ 契約(登録数)＋ライトユーザー(登録数) 

スタンダード(契約数)＞＝スタンダード(登録数) 

 

契約数 「契約管理」で契約しているユーザー数、ライトユーザー数です。 

登録数 楽々Web データベースに登録しているユーザー数、ライトユーザー数です。 

管理モード - 組織管理 -  ユーザー管理 で確認できます。 

 

  



楽々Web データベース ライトユーザーガイド 

Copyright ©2021 Sumitomo Electric Information Systems Co., Ltd.        15 

改訂履歴 

Ver.1.0.0.0 (2020-12-21) 

・新規作成 

 

Ver.1.0.0.1 (2021-01-08) 

・2.ライトユーザーの制限事項 

冒頭説明を以下のとおり修正 

「Excel 登録(一覧)」「CSV 登録」 ⇒ 「一覧登録（EXCEL）」「一覧登録（CSV）」 

ライトユーザーが使用できる機能 の表を以下のとおり修正 

アプリ サブアプリ アプリ 

Excel 登録（一覧） ⇒ 一覧登録（EXCEL） 

CSV 登録 ⇒ 一覧登録（CSV） 

Excel 登録（単票） ⇒ 単票登録（EXCEL） 

ダウンロード Excel（一覧） ⇒ 一覧ダウンロード(EXCEL) 

ダウンロード CSV⇒ 一覧ダウンロード(CSV) 

ダウンロード Excel（単票） ⇒ 単票ダウンロード(EXCEL) 

ダウンロード（PDF） ⇒ 単票ダウンロード(PDF) 

コレクトアプリ 

ダウンロード CSV ⇒ 一覧ダウンロード(CSV) 

リンクアプリ 

ダウンロード（PDF） ⇒ 単票ダウンロード(PDF) 

ジョインアプリ 

ダウンロード Excel（一覧） ⇒ 一覧ダウンロード(EXCEL) 

ダウンロード CSV ⇒ 一覧ダウンロード(CSV) 

・3.1.ライトユーザーを登録する の画像を差し替え、「Excel 登録(一覧)」を「一覧登録（EXCEL）」に 
修正 

・3.2.ユーザーの種別を変更する の画像を差し替え 

 

Ver.1.0.0.2 (2021-07-26) 

・2.ライトユーザーの制限事項 

冒頭説明の誤記修正 

修正前：アプリのデータを Excel ファイル、CSV ファイルでダウンロードする 
（「一覧登録（EXCEL）」「一覧登録（CSV）」） 
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修正後：アプリのデータを Excel ファイル、CSV ファイルでダウンロードする 
（「一覧ダウンロード（EXCEL）」「一覧ダウンロード（CSV）」） 
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