
カレンダー連携ソリューション for Garoon

設定ガイド

2019/7/8　株式会社ノベルワークス



目次

はじめに

・kintone での設定（１）

　外部連携設定

　利用ユーザーの設定

・Garoon での設定（１）

　管理設定での設定

　ポートレットの設定

　カスタマイズの設定

・kintone での設定（２）

　アプリの設定

　プラグインの設定

・Garoon での設定（２）

　認証の設定

1

P4 ～ P6

P7 ～ P8

P2 ～ P3

P9 ～ P10

P11 ～ P16

P17

P18 ～ P20

P21 ～ P25

P26 ～ P27



はじめに

ご用意いただくもの

連携に際しての事前注意事項

・kintone アカウント（管理者権限のあるアカウント）

・Office365 アカウント

・設定ファイル（弊社からお送りしているファイル）

　- Garoon-Office-App_beta1.0.5.zip

　- Garoon-Office-plugin_beta1.0.5.zip

　- Garoon-Office-custom_beta1.0.5.js

・本ソリューションはβ版です。必ずテストデータでご利用下さい。

当ソリューションは「サーバレスアーキテクチャ」にて稼働しており、 Garoon や Office との通信は

全て暗号化通信（https) を利用しております。 

また、個人情報が含まれるデータはDBに保持しておりません。 

起動用の一部情報や、個人認証情報（Token）が DBに保持されますが、 DBは外部からのアクセス

を一切受け付けず、データ自体が暗号化されております。 

・本ソリューションにデータ復元機能はございません。

　事前にバックアップを取得してお試し下さい。

・Office365 ユーザーのアカウントは、連携を行う他ユーザーと　同一のビジネス IDでのみ

　利用が可能です。

・kintone と Garoon は同一ドメインでご利用ください。

　※別途ドメインでの運用の場合はご連絡ください
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サーバーのセキュリティに関して



はじめに
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連携対応スケジュール

通常予定　/　期間予定　/　繰り返し予定　/　予定を調整する (Garoon） 

※Garoon での仮予定の”仮の予定”は同期されません。確定となったスケジュールが同期対象です。

過去スケジュール：登録日から過去 1か月分

未来スケジュール：登録日から未来１か月分

スケジュールの同期期間範囲

連携項目

Garoon

Office365

日時 / タイトル / 予定メニュー / 参加者 / 会社情報：住所 / メモ

日時 / タイトル / 分類 / 連絡先（ユーザーの追加） / 場所または会議室 / メモ

・予定メニュー（分類）を同期する際、あらかじめOffice365 カレンダー側の分類にGaroon の

　予定メニューと同項目の分類をご準備ください。

・Office365 から登録された”期間予定”は、Garoon では”通常予定”として連携されます。

・ 繰り返しスケジュールは、登録は全てのスケジュールを同期、変更、削除分は登録日から未来１か月分

　が同期対象となります

・ 同じ同期タイミングでGaroon、Office365 から操作された同一スケジュールに関しては、Garoon

　での操作内容が優先され同期されます。

・Office365 から登録された”繰り返し予定”は、Garoon では通常スケジュールとして連携されます。

　Office365 から登録された繰り返し予定をGaroon 側で変更した場合、繰り返し予定の全体変更は

　行えません。

注意事項



外部連携の設定（kintone）

①「Cybozu.com共通管理設定」を開き、左メニュー内にある「外部連携」を選択

②「高度な連携を設定する」欄にある緑色ボタン「OAuth クライアントの追加」

ボタンをクリック
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※cybozu.com提供の oAuth 認証はβ版でのご提供となります。



外部連携の設定（kintone）

③設定に必要な項目を入力します。入力箇所は以下２か所です・

・クライアント名：分かりやすい名前

・リダイレクトエンドポイント：
https://ir8jn8x8k6.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com/stg/auth-garoon

④入力が完了したら、「保存」ボタンをクリック
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外部連携の設定（kintone）

⑤先ほど設定した連携が有効になっていることを確認します。

⑥再度、編集画面（鉛筆マーク）を開き、「クライアント ID」と

「クライアントシークレット」の値をコピーしておきます。（後で利用します）

コピーし、情報を残しておく
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利用ユーザーの設定（kintone）

①「Cybozu.com共通管理設定」内の「外部連携」設定内で、先程追加した

OAuth クライアント設定の「連携利用ユーザーの設定」をクリック　　

②Office 連携を行いたいユーザーにチェックを入れ、「保存」ボタンをクリック
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利用ユーザーの設定（kintone）

①Office 連携を行いたいユーザーの「グループ」を作成します。

「Cybozu.com共通管理設定」内の「グループ（ロール）」をクリックし、

「追加」ボタンをクリック、連携用のグループロールを作成します。

②連携を行うユーザーを選択、　追加し「保存」をクリック

8



管理設定での設定（Garoon）

①「Garoon システム管理」から、「基本システムの管理」タブ内にある「API」を選択

「プロキシAPI の設定」をクリック
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管理設定での設定（Garoon）

②2つの新しいプロキシを作成します。

■１つ目

ステータス：有効

プロキシコード：PostConfigGaroonOffice

メソッド：POST

URL：https://ir8jn8x8k6.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com/stg/setting

■２つ目

ステータス：有効

プロキシコード：GetConfigGaroonOffice

メソッド：GET

URL：https://ir8jn8x8k6.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com/stg/setting
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ポートレットの設定（Garoon）

ユーザーがOffice365 と Garoon の連携認証設定を行うため、HTMLポートレットを

設定します。

①Garoon の「システム管理」から「各アプリケーションの管理」タブを開き

ポータル部分から「HTMLポートレット」をクリック

②「HTMLポートレットを追加する」をクリック
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ポートレットの設定（Garoon）

③以下項目を設定し「追加ボタン」をクリック

ポートレット名：分かりやすい名前

Myポータル：「Myポータルでの利用を許可する」にチェック

ポートレットの内容：

「テキスト」を選択し　<div id = "garoon-office"> <div>　を入力
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ポートレットの設定（Garoon）

ポートレットをGaroon のポータル画面に設定します。

①Garoon の「システム管理」から「各アプリケーションの管理」タブ内「ポータル」

より、「ポータル一覧」をクリック

②一覧に表示されている「ポータル」をクリック
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ポートレットの設定（Garoon）

③作成したポートレットを任意の場所に追加します。

④ポートレットを設置後、ポートレットを「公開中」に変更し、歯車マークから

「アクセス権を変更」をクリック

公開中に変更

アクセス権の変更
をクリック
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ポートレットの設定（Garoon）

⑤セキュリティグループを「GRANT（許可の対象を選択する）」に変更するため

「変更ボタン」をクリック、セキュリティモデルを「GRANT」を選択し「変更する」

をクリック
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ポートレットの設定（Garoon）

⑥アクセス権の一覧からアクセス権一覧の「追加する」をクリック

⑦「ロール」のタブをクリックし、今回設定したグループロールを追加し、「追加する」

ボタンをクリック
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カスタマイズの設定（Garoon）

Garoon のスケジュールアプリに、連携カスタマイズを設定します。

①「Garoon システム管理」から、「各アプリケーションの管理」タブ内にある

「スケジュール」を選択、「Javascript/CSSによるカスタマイズ」をクリック

②各項目を設定し、「追加する」ボタンをクリック

カスタマイズ：適用する　を選択

カスタマイズグループ名：分かりやすい名前

運用対象：作成したグループロールを選択

Javascript カスタマイズ：garoon-customize.js をファイル追加
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アプリの設定（kintone）

kintone に連携設定を行うアプリと、プラグインを設定します。

①プラグインを kintone に読み込みます。

kintone に、プラグイン「Garoon - Office Staging Plugin.zip」をインストール

https://jp.cybozu.help/k/ja/admin/system_customization/add_plugin/plugin.html

kintone にプラグインをインストールする
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アプリの設定（kintone）

②設定アプリを作成します。

アプリ作成画面から、「テンプレートファイルを読み込んで作成」をクリック

【補足】

Garoon 連携用のスペースを作成し、スペース内アプリの作成をお勧めします。

https://jp.cybozu.help/k/ja/user/create_app/app_csv/add_app_template_file.html

テンプレートファイルからアプリを作成する

https://jp.cybozu.help/k/ja/user/space/whats_spaceapp.html

スペース内アプリとは

https://jp.cybozu.help/k/ja/user/space/using_space/addapp_space.html

スペースにアプリを作成する
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アプリの設定（kintone）

③アプリテンプレート「Garoon - Office Staging App.zip」をインストール

アプリの作成が完了します。

インストールしたプラグインは自動的にアプリに設定されています。
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プラグインの設定（kintone）

作成したアプリのプラグイン設定を行います。

①歯車マークからアプリの設定画面を開きます

②設定タブ内から「プラグイン」をクリック

③「Garoon スケジュール連携設定」プラグインの設定歯車マークをクリック
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プラグインの設定（kintone）

①プラグインの試用を開始します。

「Email」にメールアドレスを入力し、「お試し開始」をクリック

②お試しが開始されると、プラグイン選択画面に遷移しますので、再度歯車マークの

「設定ボタン」をクリックしてください

※ご入力いただいたメールアドレスは、ご利用ユーザー様情報として管理いたしますので、
連絡が行えるメールアドレスのご入力をお願いします
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プラグインの設定（kintone）

②プラグインの設定を行います。

以下項目を設定し、「保存」ボタンをクリックしてください

■プラグインの設定画面

各項目の説明は次のページをご覧ください
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プラグインの設定（kintone）

プラグインの設定項目

● アクティベートキー

本サービスの有償契約時に、サービスを有償契約状態に設定するキーを入力します。

キーは有償契約時にお送り致します。

● クライアント IDを入力してください

P5 でコピーした「クライアント ID」を入力

● クライアントシークレットを入力してください

P5 でコピーした「クライアントシークレット」を入力

● 同期間隔を設定して下さい

Garoon / Office365 との同期時間を選択します。

5分、10分、15分、30分、60分から選択可能です。

● エラーメッセージ送信先を入力してください。

同期エラーや、設定エラー時に入力したメールアドレスへ通知メールが送信されます

● Garoon と Office 力レンダーで同期する項目を選択して下さい

Garoon カレンダー登録時の「予定メニュー」「参加者」「住所」「メモ」項目を

同期するか、選択できます。同期しない項目に関しては「---」を選択してください

● 連携済 GaroonUser と Office365User リスト 

Garoon 側で同期設定を行っているユーザーリストが表示されます。

「このユーザーを削除」にチェックを入れ「保存」すると、連携ユーザー情報が

削除されます。
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「保存」ボタンをクリックすると、設定画面に遷移します。

「アプリを更新」ボタンを必ずクリックし、設定の保存を確定してください。

kintone での設定は以上です

プラグインの設定（kintone）
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認証の設定（Garoon）

Garoon と Office365 の認証を行います。認証は連携を行うユーザー自身で行います。

①ポートレットに「Garoon 認証」「Office 認証」のボタンが表示されていることを

確認します。

※表示されるのは、P6で設定したグループロールに含まれているユーザーのみです

②「Garoon 認証」「Office 認証」の各ボタンをクリックし、連携を行う各ユーザー

アカウントで認証を行います。

認証が完了したら、「×」でポップアップウィンドウを閉じてください。
※ブラウザのポップアップを許可してください
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Office365 の連携先カレンダーを選択する場合は

「Office365 予定表名」欄に選択したいカレンダー名を入力し「確認する」ボタンを

クリックしてください。

Office365 側に該当のカレンダーが存在する場合は、以降は確認したカレンダーに

スケジュールが連携します。

認証の設定（Garoon）
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設定は
以上です


