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OPROARTS デザイナが提供する機能

OPROARTS Live

OPROARTS Connector for Salesforce

OPROARTS デザイナでは、下記のデザイン・出力機能を提供しています。ご購入のライセンス内容によって、ご利用可能な機能が
決定されます。

Webブラウザ上で動作するデザイナで帳票
レイアウトを設計し、CSV連携で様々なアプ
リケーションから帳票クラウドを利用できる
サービスです。

Webブラウザ上で動作するデザイナで帳票
レイアウトを設計し、セールスフォース・ドットコ
ム社が提供する「Sales Cloud /
Service Cloud / Force.com」と連携し
た帳票クラウドを利用できるサービスです。

デザイン (帳票レ
イアウト作 成)

マッピング
（CSV定義・
マッピング）

テンプレート管理
コンソール

配備
（サーバへのテンプ
レート配備）

呼び出しサンプル
画面Th成

APIサンプルコード
Th成

デザイン (帳票レ
イアウト作 成)

マッピング
（SF連携マッピン

グ）

テンプレート管理
コンソール

配備
（サーバへのテンプ
レート配備）

SF連携プレビュー
呼び出しサンプル
コードTh成

3



ご利用イメージ（OPROARTS Live）

OPROARTS

Liveデザイナ TP

TP

配備

テンプレート

Webブラウザでデザイナにアクセス帳票デザイン・
マッピング

HTTP(S) I/F
運用 呼び出しアプリ

・各種クラウドサービス
・社内システム etc.

リクエスト

CSV

CSV

帳票エンジン

利用

帳票出力
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ご利用イメージ（OPROARTS Connector for Salesforce）

OPROARTS

Liveデザイナ TP

TP

配備

テンプレート

Webブラウザでデザイナにアクセス帳票デザイン・
マッピング

Connector
アプリ

運用
リクエスト 帳票出力帳票エンジン

連携

呼出
コード

CSV

CSV

連携
（データ取得等）

利用

呼出
コード
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以下のURLにアクセスして[今すぐ入手]ボタンをクリックします。
※以前OPROARTS Connectorをインストールされている方は上書きイ
ンストールを行ってください。

https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listing 
Id=a0N30000008YEhhEAG

[AppExchangeにログインする]ボタンをクリックします。21

1. OPROARTS Connector のインストール

・パッケージのインストール

・認証情報の設定

パッケージのインストール

6
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パッケージインストールの詳細画面で[次へ]ボタンをクリックします。 指
示に従い操作を進めていきます。インストール完了のお知らせはメール
で通知されます。

OPROARTS Connectorをインストールする組織の管理者権限を持つ
ユーザでログインし、インストール先の組織を選択します。

インストールを確認画面で[私は利用規約を理解し、同意します。]に
チェックを入れて、[確認してインストール！]ボタンをクリックします。

認証情報の設定

4

5

3
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OPROARTSタブを開きます。7画面右上のアプリケーション一覧から[OPROARTS Connector]を選択
します。

6

まず、出力ユーザを登録します。 OPROARTS列のドロップダウンから[出
力(LA)]を選択し、CIDを入力し
て[追加]ボタンをクリックします。 CIDの確認
方法は、P5補足1をご覧ください。

98 [LA]を開きます。ユーザを選択し、UIDとUPWを入力し[追加]ボタンをク
リックします。これを出力するユーザ分繰り返します。

出力(LA)を選択します。 CIDを入力します。

① 帳票出力をするユー
ザを選択します。

②

ドキュメント出力
用UIDを 入力し

ます。

UPW
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次にデザイナーを使用するユーザを登録します。認証情報登録画面に戻
り、OPROARTS列のドロップダウンから[デザイン(LAD)]を選択し、CID
を入力して[追加]ボタンをクリックします。

1110 [LAD]を開きます。ユーザを選択し、UIDとUPWを入力します。
[追加]ボタンをクリックします。

デザイン(LAD)を選択し
ます。

CIDを入力しま
す。

① OPROARTS
Designerを使用する
ユーザを選択しま す

。

③

デザイナー用
UIDを

入力します。

UPW

補足1 CID、UIDはそれぞれ下記で確認します。 UPWは登録
時にお客様の設定したものを使用して下さい。

①

②

③

補足2ユーザの権限について。

登録ユーザに使用しているすべてのプロファイルに対して、カスタムオブジェ
クト[OPROARTS]と[OPROARTSユーザ]オブジェクトとそのすべての項
目への参照権限を与えてください。
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OPROARTS Designerへのアクセス

「OPROARTS」タブの [START]ボタンをクリックして、 OPROARTS  
Designerにログインします。
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テンプレート管理コンソール ・ヘルプ

・設定：表示言語（日本語/英語）を
切り替えることができます。

・ログアウト

・新規作成
・名前変更
・削除
・コピー

・マイフォルダ：現在ログインしているUID（ユーザID）で
作成したテンプレートが表示されます。

・ユーザフォルダ：同じCID（お客様の会社ごとに発行され
るID）配下の、別のUIDで作成したテンプレートが表示され
ます。

・クライアントフォルダ：開発支援パートナー様向けの設定
がされている場合に表示されます。

・購入済みフォルダ：将来的に、例えばft社で作成したテン
プレートをダイレクトにご提供できるようにするといった仕
組みを想定したフォルダですが、現在はお使いいただけませ
ん。

・更新ボタン：画面を最新の情報に
更新します。

・表示切替ボタン：画面の表示方法
（リスト表示 / タイル表示）を切り
替えます。

・配備解除 / 配備ボタン：配備済みの
テンプレートについて、ここで配備解
除 /配備が行えます。

・メモ：テンプレートに関するメモ
を保存できます。

・公開 ：公開にチェックが入っている場合、同じCID配下の他の
ユーザにサムネイルが公開されます。チェックが外れている場合、
鍵マークのサムネイルとなり、内容を見ることができません。

・共有：共有にチェックが入っている場合、同じCID配下の他のユー
ザがテンプレートをコピーすることができます。
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新規作成

[新規作成] をクリックすると、各タブが表示されます。

[ブランク] タブ
用紙サイズを選択し、白紙の状態のテンプレートを作成します。

[ビジネス]タブ
いくつかのサンプル帳票から選択し、変更して使用することができます。

[フォーム] タブ
Live for Visualforceのフォームページ用サンプルです。

[サンプル]タブ
フォントやバーコードなどの機能紹介サンプルです。

[メール] タブ
メールテンプレートを作成します。

[エクセル]タブ
エクセルをアップロードすることで、Live XLS for Salesforceを使用することが
できます。
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エクセルテンプレートをアップロードする。

[エクセル] タブでローカルに保存されているエクセルテンプレートをアップロードをします。
連携方法「Connector for Salesforce」 出力形式「Excel」を選択し、[参照]から予めデザインをしてあるエクセルをアップロー
ドしてください。 以下のルールに従って任意のテンプレート名を入力し、[作成] をクリックしてください。 作成後、コンソール画面か
ら[編集]をクリックして、デザイナー画面へ遷移します。

・アルファベット、数字、アンダースコアで構成されている
・先頭の文字はアルファベットである
・最後の文字がアンダースコアでない
・アンダースコアが2個以上連続していない

「マイフォルダ」以下のテンプレート
をダブルクリックするか、[編集] をク
リックして、デザイン画面を開きます。
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画面構成 メニュー
操作
よく使う操作のアイコン
が一覧表示されます。

プロパティ
「レイアウト」や選択中
のセルの設定を、確認・
編集するウィンドウです。

レイアウト
テンプレートのレイアウ
トを作成するウィンドウ
です。
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レイアウトのプロパティ
レイアウト（何も配置されていない場所）を選択した場合には、レイアウトのプロパティが表示されます。

「出力時に変更」にチェックをいれ
た項目は、マッピング時に項目の指
定が可能になります。

・非表示行を処理しない： チェックをいれ
ると、非表示 行が削除されて出力されます
。チェックを入れない場合は、元のテンプレ
ートのまま非表示行も出力されます。

・明細の出力行がない場合そのままにする：バ
ンドがない場合は設定変更不可。 チェックを入
れると、明細の出力行が0件の時、アップロード
されたファイルの状態のまま出力されます。
チェックをしない場合は、見出しだけ表示され
ます。
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・名前：
選択中のセル座標が表示されます。
変更可能ですが、出力ファイルへ反
映されません。

・タイプ：

選択中のセルを動的にするか静的に
するかを指定します。動的とは、デ
ータをSalesforceから取得すること
を意味します。コンポーネントと
Salesforce上の項目とのマッピング
は、マッピング画面で指定します。

・この行をバンドとする： 選択中
のセルの行を繰り返し領域として指
定します。1行のみ指定可能です。

・この行をグループヘッダ・フッタ
とする：
選択したセルを含めた領域をグルー
プヘッダ・フッタとして扱います。
広範囲の選択が可能です。デザイナ
上でヘッダは青、フッタは 緑で表
現されます。

セルのプロパティ(静的)
セルを選択した場合には、プロパティが表示されます。[タイプ]の選択によって設定できる内容が変わります。
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・高さの自動調整：
文字数にあわせてセルの高さを自動
調整します。等幅フォントのみ使用
可能ですので、予め等幅フォントを
指定したテンプレートをアップロー
ドください。

セルのプロパティ(動的)

・書き込みのデータ型：
エクセル上の書式設定を読み込んで、
データ型を指定しています。
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Salesforce.comから取得を指定した場合、以下のオブジェクトのいずれかに画像データを用意する必要があります。
・Documentオブジェクト(ドキュメント)
・Attachmentオブジェクト(メモ＆添付)
・StaticResourceオブジェクト(静的リソース)

更に、上記で登録した画像のレコードIDを格納するカスタム項目(テキスト型)を用意してください。

使用可能な画像は以下の形式です。
BMP／JPEG／PNG／GIF

指定内容は以下の通りです。

Salesforce.comから取得 ・・・ Salesforce.comに保存されている画像を挿入しま
す。
使用するフィールドはマッピング画面で指定します。

URL ・・・ 外部のサーバに保存されている画像を挿入します。挿入する画像のURLを指定
してください。

例：商談に画像ID項目を
作成

18

画像の挿入
予めテンプレートに画像を配置することで、静的・動的な画像の挿入をすることができます。 画像を[動的]にすると、
SalesforceまたはURL先から画像を取得することができます。



全体の流れ

OPROARTS Connectorでは、以下のような流れで帳票出力が可能になります。

テンプレートをアップロード
Excelテンプレートをアップロードし、動的項目

（Salesforce上から取得する項目）を決定します。

マッピング

レイアウト上の動的項目と、Salesforceの項目を紐づけ
ます。

ドキュメント生成ボタンのオンクリックJavaScript ソース の
生成

19

配備
サーバにテンプレートを配備します。

Salesforce上でボタンの作成、設置



Designer画面左上にある[新規作成]ボタンをクリックします。認証情報登録画面で認証情報を設定したら、[START]ボタンを
クリックして、 OPROARTS Designerにログインします。

エクセル出力をする

OPROARTS Designerで設定を行う

・OPROARTS Designerで設定を行う

・オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置

・リストビューページに出力ボタンを配置

2

20
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テンプレート選択ダイアログの[エクセル]タブのテンプレート[アップロード]をク
リックします。連携方法「Connector for Salesforce」出力形式
「Excel」を選択します。

Excelファイルをアップロードして、[作成]します。
※エクセルタブがみあたらない場合は、 license_admin@jp.opro.net 

へお知らせください。

Designer画面中央の[編集]ボタンをクリックします。

43

5参考 右上のマークでサムネイル表示とリスト表示を切り替えられます。

21
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設定が完了したら、[保存]をし、マッピング画面に進みます。

Salesforceからデータを取得したいセルを選択し、[タイプ]を[動的]にし
ます。

明細行を設定します。明細行にしたい行のセルを選択し、[この行をバンド
とする]にチェックをいれます。明細行は薄赤で表現されます。

マッピング画面の[現在のログイン状態を引き継ぐ]を選択して
[Login]ボタンをクリックします。

76

98

保存 マッピング画面へ

22



2ndから6thまでマッピングを行います。
今回は、以下の設定をします。

・2nd(親オブジェクトの選択) ・・・・[商談]オブジェクト

・3rd(子オブジェクトの選択) ・・・・[OpportunityLineItems]

・4th(明細オブジェクトの詳細) ・・・・設定なし

・5th(関連オブジェクトの選択) ・・・・設定なし

・6th(項目のマッピング) ・・・・右参照

※項目を探しづらい場合は、ブラウザの検索機能をご利用ください。
※マッピング設定の詳細は、P31以降に記載しています。

6 2nd

3rd 6thマッピングするコンポーネントを選択すると、[編集]画面が表示されま

す。編集画面の[データ]に、左画面のSalesforce項目をドラッグ
＆ドロップし、[適用]をクリックします。

項目を選択して、ドラッグ
＆ドロップする。
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6thまでマッピングが完了したら、[保存]ボタンをクリックします。7

レコードリストにチェックを入れ、[プレビュー]ボタンをクリックすると、
Excelがダウンロードされます。

ドキュメント配備ウィザードダイアログの[配備]ボタンをクリックします。8

9
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10

1211 表示されたソースをコピーします。

ドキュメント配備ウィザードダイアログの[Th成]ボタンをクリックします。
※今回は商談情報をマッピングしているので、商談に出力ボタンを
設置します。

Salesforceの [設定]> [カスタマイズ] > [商談]の[ボタンとリン
ク]をクリックし、[カスタムボタンとカスタムリンク]の[新規]ボタンをクリッ
クします。

オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置
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1514

13

[設定]> [カスタマイズ] > [商談]の[ページレイアウト]をクリックし、
ボタンを表示させたいページレイアウトの[編集]リンクをクリックします。

下記のように設定して[保存]ボタンをクリックします。

レイアウト編集画面の左上のボタンメニューをクリックし、13で作成
したボタンをカスタムボタンセクションにドラッグ＆ドロップします。

表示ラベル
入力例：見積書発行

名前
入力例：Quotation

表示の種類
詳細ページボタン を指定

動作
JavaScript を実行 を指定

内容
11 でコピーした内容を貼り付ける
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17

18

16 [保存]ボタンをクリックしてレイアウトを保存します。 商談詳細ページにボタンが表示されていることを確認します。

ドキュメント配備ウィザードダイアログのリストページを指定して[Th成]  
ボタンをクリックし、表示されたソースをコピーします。

リストビューページに出力ボタンを配置

27



2120 設定> カスタマイズ>商談の[検索レイアウト]をクリックし、商談リス
トビューの[編集]リンクをクリックします。

19 で作成したボタンを選択して[追加]ボタンをクリックし、保存しま
す。

19 13 の手順でカスタムボタンまたはカスタムリンクの編集画面へアクセスし、下記のように設定して[保存]ボタンをクリックします。

にチェック

表示ラベル
入力例：見積書一括発行

名前
入力例：QuotationPackage

表示の種類
リストボタン を指定 チェックボックスの表示(
複数レコード選択用)

動作
JavaScript を実行 を指定

内容
18 でコピーした内容を貼り付ける

28



リストビューページにボタンが表示されていることを確認します。22
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1 [1st] Salesforce組織へログインします。

マッピング設定の詳細説明

テンプレートのマッピングは、1st ～ 6th の6段階に分かれ

ています。 ここでは、サンプルとして各ステップごとのマッピン

グ設定をご 紹介します。

1st：Salesforce.comへのログイン

2nd：トップレベルオブジェクトの選択

3rd：明細で使用する子オブジェクトの選択

4th：明細の抽出条件、並び順の指定

5th：明細以外の子オブジェクトの選択、抽出条件、並び

順の指定

6th：マッピング

2 [2nd]使用するトップレベルオブジェクトを指定します。ボタンの表

示オブジェクトを指定してください。 ここでは商談オブジェクトを指
定しています。
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43 [3rd]明細に使用する子オブジェクトを指定します。
ここではOpportunityLineItemsを指定しています。

[4th]明細データの表示順や抽出条件を指定します。 ここでは
明細の並べ替えで、商品コードの昇順を指定しています。

5 [5th]関連リストの指定をします。 明細以外の子オブジェクトの選
択、抽出条件、並び順の指定が可 能です。ここでは指定してい
ません。

6 [6th]マッピングします。 次ペ
ージで詳しく記載します。

[並べ替え]にチェックを入れ、並べ替え
たい項目をドラッグし、昇順「ASC」降
順「DESC」を指定します。カンマ「,」で
区切って複数項目指定することも可能
です。

表示したい項目を[データ]にドラッグし
ます。
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デザイン作成画面でコンポーネント名を指定でき
ます。

Salesforceからデータを取得する
場合は動的にチェックを入れます。

コンポーネント名を指定する
と、マッピング時にわかりやす
いです。

関数をドラッグして条件を付けたり連結することがで
きます。
※直接入力も可能です。

参考

[6th]では、デザイン作成画面で動的に指定したセルと、マッピング
ウィザードで選択したオブジェクトの項目とのマッピングを行います。

サンプルテンプレート(見積書2)でのマッピング内容は、次ページに記
載します。
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参考

その他マッピング例

固定文言です。固定文言の設定もできます。

集計が必要な項目は、マッピング操作をすると、関数を選択する画面
が表示されます。
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集計値の表示 大まかな流れの項で省略した、[5th]関連リストの
指定を行います。

明細データ以外の関連リストの値を使用する場合は、複数あるレコードの
中から1つに絞る必要があります。

カスタマイズ例
これから取引先責任者の役割の中から、主取引先責任者を1人抽出し
て会社名の下に表示させます。

ここでは、カスタマイズ例の一部を紹介します。

・集計値を表示する

・バンド内の罫線を設定する

・明細行を集計する

- (1)集計対象行が飛び飛びになる場合

- (2)集計対象を範囲指定したい場合
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21 主取引先責任者を追加させたいセルに、[高さの自動調整]を設定
します。
※セル自体を追加したい場合は、新規でアップロードする必要があるため、
既存のセルに結合する形をとります。

保存してからマッピング画面へ進み、[5th]関連リストの指定をしま
す。 ここではOpportunityContactRolesを選択し、「主担ftに
チェック が入っているレコード」を抽出条件に指定しています。
※並べ替えの設定をすることも可能です。

他にも、先頭のレコードを1件取得したり、合計値を取得したりする
ことも可能です。それらの指定は[6th]で行います。

文字数が多い場合に、自動的に幅を調整します。

「= true」は直接入力しま
す。
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43 [6th]に進み、マッピング項目を指定します。 関連オブジェクト
→OpportunityContactRoles→取引先責任 者IDの順で展
開し、「氏名」を[データ]にドラッグします。

関連オブジェクトの値をマッピングする場合は、集計関数ダイアログが
表示されます。
ここではTOPを指定し、 「主担ftにチェックが入っているレコードの中
から、最初に抽出されたレコードの値を出力」するようにします。

他にも、合計値や最大値、条件付きの合計値などを出力することも
可能です。
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65 名前の後に‘様’などを付けて、マッピングデータを保存します。
データは以下のように入力しています。

Opportunity.Account.Name || CHAR(10) ||  
TOP(OpportunityContactRoles.Contact.Name) || '様'

・「||」は結合の演算子です。
・「 CHAR(10) 」は改行の関数です。

主取引先責任者名が表示されていることを確認します。

[適用]ボタンをクリックしないと、マッピング
情報が保存されないので注意してください。
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1 バンド内にグループヘッダ・フッタとは異なる罫線を引きたい場合(下
図)のエクセルテンプレートの設定をします。

2 グループヘッダ・グループフッタの間に空行を作ります。挟んだ表は非
表示に設定します。

バンド内の罫線を設定する

明細行を集計する (1)集

計対象行が飛び飛びになる場合
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1 以下のように明細行内を集計する式を出力したい場合の設定をし
ます。

2 以下のように関数の引数として、集計対象箇所を指定して下さい。
このように指定する事で、集計対象セルが飛び飛びになっている場
合であっても、上記出力例のように式を補正して出力できます。

1 範囲指定で集計対象を設定したい場合の設定をします。

明細行を集計する
(2)集計対象を範囲指定したい場合
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2 以下のように、集計対象範囲を指定します。他方を絶対参照、他
方を相対参照で記載して下さい。
・グループフッタ内で範囲指定した場合、属するグループのバンド内
が集計の対象になります。
・グループ外で範囲指定した場合、グループ全体が集計の対象にな
ります。
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1 [この行をバンドとする]にチェックを入れ、薄赤色になった行は、明細
行となります。 明細行は、Salesforceの子オブジェクトから情報を
取得し、繰り返 し表示される行です。

[バンド]は明細行を表示する場合に必要になるコンポーネントです。
レイアウト上に複数のバンドの設定をすることはできません。 ここでは
、バンドとグループヘッダ・フッタの動作を説明いたします。

2 マッピング画面の3rdで指定した子オブジェクトが表示されます。

バンド解説
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3 グループヘッダ・フッタについて グループヘッダ・・・バンドの上部にグル
ープ毎に表示される領域です。 グループフッタ・・・バンドの下部にグ
ループ毎に表示される領域です。

[この行をグループヘッダ・フッタとする]にチェックをいれると、自動的に領域を指定します。

グループヘッダ
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グループフッタ



商品ファミリなど、グループキーとなる項目を指定します。上記の黄
色部分です。

グループフヘッダに集計データを表示する場合は、グ
ループ毎の集計になります。

グループ１

グループ2
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4
マッピング画面に[グループキー]が表示されるので、グループキーを設定します。



5
[グループフッタで改ページ]を設定すると、グループ毎に印刷範囲が設定されます。
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設定> [インストール済みパッケージ]をクリックし、OPROARTS  
Liveパッケージの[アンインストール]リンクをクリックします。

パッケージのアンインストール画面で[はい。このパッケージをアンインス
トールして、すべての関連コンポーネントを永久に削除します]にチェッ
クを入れて、
[アンインストール]ボタンをクリックします。
削除完了後にメールが届きます。

2
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1

OPROARTS Connector のアンインストール

パッケージのアンインストール

・パッケージのアンインストール
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