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OPROARTS デザイナが提供する機能

OPROARTS Live

OPROARTS Connector for Salesforce

出力形式 Visualforce PDF/HTML

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。

OPROARTS Connector for 
Salesforceのテンプレートタイプの一つです。
デザイナで帳票レイアウトやフォームを設計し、
Visualforceページを作成できるサービスで
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
画面生成

VFページへの変
換・アップロード

APIサンプルコード
生成

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
コード生成

デザイン
(帳票・フォームレイ
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

SF連携プレビュー
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ご利用イメージ（OPROARTS Live）
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ご利用イメージ（OPROARTS Connector for Salesforce）
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ご利用イメージ（出力形式 Visualforce PDF/HTML）
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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

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。
https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?li
stingId=a0N30000008YEhhEAG

[ログイン]ボタンをクリックします。21
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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ます。

インストール先の組織環境を選択します。 インストールの詳細を確認画面で必須項目を記入し、[私は契約
条件を読み、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。

4

5

3

7

6 ライセンスの割り当て先を選択し、[インストール]ボタンをクリックしま
す。

その後、完了ボタンをクリックすると、インストール先組織の「インストール
済みパッケージ」画面に遷移します。



認証情報の設定
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9

OPROARTSタブを開きます。2画面左上の アプリケーションランチャーから
[OPROARTS Connector]を選択します。

1

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。

43 [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。

①

CIDを入力します。

② UPW

ドキュメント出力
用UIDを

入力します。

帳票出力をするユー
ザを選択します。
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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。

65 [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。

デザイナー用
UIDを

入力します。

③ UPW

CID、UID、UPWはご契約時、あるいはトライアル申込時に弊社からお
送りいたします認証情報をご確認ください。

補足1 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。

補足2

①

②

③ UPW

UPW



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。

レイアウトの作成
帳票デザインを作成すると共に、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。

配備
テンプレートをOPROARTSサーバに配備します。

Salesforce上でボタンの作成、設置

ドキュメント生成アクションのVisualforceページソース
の生成
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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、例えば当社で作成したテン
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。

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

[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。



A4縦のブランクテンプレートを作成

ここでは、[ブランク] タブでA4縦を選択します。
連携方法「Connector for Salesforce」、 出力形式「PDF/OPR」を選択してください。

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。
・使用できる文字は、英数字とアンダーバー
・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
・アンダーバーが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 コンポーネント
機能ごとのコンポーネント
のアイコンが表示されます。

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
中のコンポーネント」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。

エクスプローラー
レイアウトに配置さ
れたコンポーネント
がツリーで一覧表示
されます。

デザインビュー
ドキュメントデザイ
ンを縮小表示して全
体確認が行えるウィ
ンドウです。
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基本的な操作
コンポーネントを選択、配置し、プロパティを設定するという流れが基本になります。

コンポーネントを選択 配置 プロパティを設定

キーボードショートカット
覚えておくと便利なキーボードショートカットをいくつかご紹介します。

・Ctrl + 矢印キー：コンポーネントを1pxずつ移動します。
・Ctrl + Shift + 矢印キー：コンポーネントをグリッドの単位で移動しますので、
少しすばやい移動が可能です。
・Shift + 矢印キー：コンポーネントのサイズを1pxずつ変更します。

複数選択 / 整列 / サイズを揃える について
マウスで範囲選択、またはCtrlキーを押しながら選択することにより、コンポーネントを複数
選択することができます。
複数選択した場合、プロパティでの一括設定や、右クリックして「整列」「サイズを揃える」の
操作を行うことができます。
「整列」「サイズを揃える」は、右クリックした場所にあるコンポーネントが基準になります。
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「全般」プロパティについて
全てのコンポーネントには、共通の「全般」プロパティがあります。

名前：コンポーネント名が表示
されます。特に変更する必要は
ありませんが、「エクスプロー
ラー」ウィンドウや、マッピン
グ画面で一覧する際に分かりや
すい名前を付けておくことがで
きます。

※マッピング済みのコンポーネ
ント名を変更すると、マッピン
グ情報がクリアされますので、
ご注意ください。

座標：コンポーネント左上の頂
点の座標を示します。（単位は
ピクセル）

サイズ：コンポーネントの高さ
と幅を示します。（単位はピク
セル）

可視：可視のチェックが外れて
いると、帳票上に表示されませ
んのでご注意ください。

ドラッグ禁止：マウスの誤操作
を防止します。チェックを入れ
ると、コンポーネントの右下に
鍵マークが表示され、マウス操
作による移動やリサイズができ
なくなります。
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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。

・名前：テンプレート名が表示されます。

・グリッド：[グリッドスナップ] は、コンポーネ
ントのマウス操作時、背景グリッドに位置がス
ナップされる機能です。なお、「表示」メニュー
で「補助線」のチェックがついている場合、グ
リッドスナップは無効になります。

テンプレートの用紙サイズ、方向を変更でき
ます。

帳票ファイルのセキュリティを設定します。

・操作の許可：印刷や内容のコピーができな
い帳票を作成することができます。

・閉じたときに文書を削除：帳票ファイルを
閉じた時、または印刷後にアプリケーション

で使用したドキュメントを削除します。※
OPR 形式のみのサポートとなります。PDFで
は利用できません。

・パスワード（マスタ）：帳票ファイルの権
限変更を可能にするには、マスタ・パスワー
ドを設定する必要があります。 ドキュメン
トを開くときにこのパスワードが入力された
場合、フルアクセス権限が与えられます。

・パスワード（ユーザ）：帳票ファイルを開
く際のパスワードを設定します。「動的」に
設定した場合は、パスワードをSalesforceか
ら取得することができます。Salesforce項目
とのマッピングは、マッピング画面で行いま
す。
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動的項目について
Label、Image、Barcode等では、データのタイプを「動的」に設定できます。これは、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。

マッピング画面
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コンポーネント紹介

レイアウト作成に使用するコンポーネント一覧を紹介をしま

す。

詳細は下記ページをご覧ください。

https://s.oproarts.com/help/contents/ja/desi

gner.html#designer_liveff

1 Line・・・ラインを描画します。

スタイルは5種類、向きは6方向を指定でき
ます。
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3 Circle・・・円・楕円を描画します。2 Rectangle・・・長方形・正方形を描画します。

スタイルが変更できるのはライン幅1pxの場合のみ
です。

スタイルが変更できるのはライン幅1pxの場合のみ
です。
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4 Label・・・文字を表示します。

固定文言の編集をするにはダブ
ルクリックします。

静的：固定文言を表示する場合
動的：CSVからデータ取得する場合

ハイパーリンクの設定をします。静的の場合はテキストボックスにURLを入力します。
動的の場合はマッピング画面でマッピングします。

スタイルセット：データの条
件によって表示方法を変更す
る場合に使用します。複数の
スタイルを作成し、マッピン
グ画面で条件を設定します。

フレーム：コンポーネントの
枠線を設定します。

フォント：フォントの種類、大きさ、色、文字飾りを設定
します。
※フォントサイズは手動で入力しないでください。

アライン：コンポーネントの枠内の、どこに文字を表
示するか（中央寄せ、右寄せ等）を設定します。

自動サイズ：文字の内容に合わせてコンポーネントサイズを変更します。
折り返し：文字を自動的に折り返します。
縦書き：縦書きにします。
縮小して全体を表示：コンポーネントサイズに合わせてフォントサイズを縮小します。

行間隔：行の間隔を設定します。
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5 Image・・・画像を挿入します。

縦横比を保持して伸縮：画像を歪め
ずに大きさを変更することができます。

自動サイズ：オリジナルの大きさで表
示します。

枠に合わせて表示：コンポーネントの
サイズに合わせて画像を表示します。
但し、縦横の比率によっては画像が歪
んで表示されます。

Imageコンポーネントを配置すると、「画像の指定」ウィンドウ
が表示されます。指定可能な画像形式は、BMP、JPEG、
PNG、GIFです。

アップロード：ローカルフォルダから
画像を選択し、アップロードします。

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指定：画像のURLを指定
します。「動的」に設定した場合
は、マッピング画面でマッピングし
ます。

画像の指定については、P.47にも記載がございます。
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7 Page Number・・・ページ番号を表示します。ページ番号は、コ
ンポーネントに記述された文字列中の「#」文字部に挿入されます。

6 Barcode・・・バーコードを挿入します。

静的：固定の内容を表示する場合
動的：Salesforceからデータ取得する場
合

バーコードの種類の指定や設定をし
ます。

ハイパーリンクの設定が可能
です。

ページ番号の割付方法を指定します。
テンプレート単位：テンプレート毎にページ番号
をカウントします。
ドキュメント単位：ドキュメント毎にページ番号を
カウントします。
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8 Total Page Number・・・総ページ数を表示します。総ページ
数は、コンポーネントに記述された文字列中の「#」文字部に挿入さ
れます。
※OPR形式でのみ利用可能です。PDFでは利用できません。

9 Dataset Table(Horizontal Dataset Table)・・・1ページ
内で、複数のレコードを表示したい場合、Dataset Tableを使用し
ます。Dataset Tableは、内部に Band（明細行）を持ち、これ
がレコードの数だけ繰り返して表示されます。
Dataset Tableには、Bandの他に「レポートヘッダ/フッタ」「カラム
ヘッダ」「グループヘッダ/フッタ」を付加することができます。

Dataset Table：縦方向に明細が伸びる
Horizontal Dataset Table：右方向に明細が伸びる

※次ページ以降で詳しく説明します。
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1 Dataset Tableは、バンドプロパティでバンドを追加することができま
す。
次項よりバンド別の機能を説明します。

Dataset Tableのバンド解説
Dataset Table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Dataset Tableを配置することはできません。

ここでは、 Dataset Tableの各バンドの用途について紹介します。

チェックを入れてバンドが追加し
ます。
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2 Band・・・繰り返しり返し領域(明細行)を描画するバンドです。
第2背景色を指定すると、明細行の背景色と交互に表示されます。 [高さの自動調整]にチェックすると、長いデータの場合に明細行の

高さを自動で広げることができます。

背景色と第2背景色
を交互に表示します。

高さを広げて、長文を途
切れさせずに表示できます。
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3 Report Header・・・最初に1度だけ描画されるヘッダです。

[空のヘッダを繰り返す]にチェックすると、改ページ後にヘッダの高さ
分を空けて表示します。

P1 P1

P2 P2
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4 Report Footer・・・最後に1度だけ描画されるフッタです。

[バンドから離れないようにする]にチェックすると、最上部にフッタが表
示されるような場合に、1つ前の明細を引き連れて改ページします。

P1

P2

チェックあり：
1つ前の明細を引き連れ
る

チェックなし：
改ページのタイミングに
よって、フッタが最上部に
来る
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5 Report Footerの続きです。
[下部に配置する]にチェックすると、明細数が少ない場合でも空明
細行を繰り返してフッタを最下部に表示します。

[空のフッタを繰り返す]にチェックすると、フッタの高さ分を空けて改
ページします。

チェックなし：
明細のすぐ下に表
示

チェックあり：
空明細を挿入して、フッ
タを最下部に表示

P1

P2
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6 Column Header・・・明細行の見出用として描画されるヘッダで
す。 Report Headerの下に表示されます。

P1

P2

P1

P2
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7 Group Header・・・グループ化した情報を描画するヘッダです。

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動的データを表示する場合は、集計関数で抽出したデータを表
示します。
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8 Group Footer・・・グループ化した情報を描画するフッタです。
グループキーの指定方法はGroup Headerと同様です。

集計関数で、グループキー以外の値を出すことも可能です。(グループフッタ
も同様)
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サンプルテンプレートを使ってPDFを出力

・OPROARTS Designerでテンプレートを作成

・オブジェクトの詳細ページに出力アクションを配置

・リストビューページに出力アクションを配置

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。

OPROARTS Designerでテンプレートを作成

21
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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。

テンプレート選択ダイアログの[ビジネス]タブのテンプレート[見積書
2]を選択し、[作成]ボタンをクリックします。

Designer画面中央の[編集]ボタンをクリックします。

編集画面のファイルメニューから、[マッピングへ進む]をクリックします。

43

5参考
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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、マッピングの復元ダイアログで[はい]をク
リックします。

6

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。

マッピングの復元が完了したら、[保存]ボタンをクリックします。7

8 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、
PDFがダウンロードされます。

9
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1 [1st] Salesforce組織へログインします。

サンプルテンプレート(見積書2)のマッピング設定概要

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、サンプルテンプレート(見積書2)の各ステップごとの

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

[2nd] 使用するトップレベルオブジェクトを指定します。
ここでは商談オブジェクトを指定しています。

2
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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。

65 [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。

[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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参考

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。

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。

[フォーマット]で表示形式を指定します。
数値の場合、セミコロン「;」で区切った左側が正の
数、右側が負の数の時のフォーマットになります。

[6th]では、デザイン作成画面で動的に指定したLabel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

サンプルテンプレート(見積書2) のマッピング内容

固定文言です。データを共通化するために本サンプルで
は動的項目になっておりますが、デザイン作成画面側で
設定しても問題ありません。

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
サンプルテンプレートで飛ばした、[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。

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。

カスタマイズ例

ここでは、集計値の表示・画像の表示・条件分岐を付けて

フォントプロパティ情報を変更するなど、カスタマイズの一部

を紹介します。

・集計値を表示する

・画像を表示する

・条件によって文字の色を変更する

・用紙サイズの変更やPDFにパスワードを付与する
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21 主取引先責任者を表示させたい場所に、動的Labelを配置します。
書体やフォントサイズの指定はプロパティを変更します。

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、「主担当にチェック
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。

Labelからはみ出て印字が途切れてしまうような長いデータの
場合に、自動的にLabelの横幅に合わせてフォントサイズを縮
小します。 「= 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、 「主担当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。 プレビューで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画像の表示
画像の表示方法を用途に合わせて指定します。

画像を表示させたい場所に、Imageコンポーネントを配置します。
配置の際に画像の指定ポップアップが表示されるので、用途にあわ
せて指定します。
ここではSalesforce.com から取得を指定します。
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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

参考

指定内容は以下の通りです。

アップロード ・・・ 選択された画像ファイルをアップロードし、挿入します。

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。テキストボックスに挿入する画
像のURLを指定してください。

動的 ・・・ Salesforce.comに保存されているURLの値で取得された、外部のサーバに保
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。

例：商談に画像ID項目を
作成
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32 Imageプロパティを編集して保存します。 マッピング画面へ進み、[6th]で画像のレコードIDを格納している項
目を[データ]にドラッグします。

縦横比を保持して伸縮
・・・Imageコンポーネントのサイズをは
み出さないよう、縦横比を保持して元画
像を伸縮して表示します。

自動サイズ
・・・元画像のサイズ通りに表示します。
大きいものはレイアウト上からはみ出すこ
とがあります。

枠に合わせて表示
・・・Imageコンポーネントのサイズに合
わせて表示します。コンポーネントと元画
像の縦横比が異なる場合、画像が変形
します。

画像のレコードIDを格納するカスタム項目をマッピングし
ます。

水平位置=左・垂直位置=上の場合、右図のように
画像が左上方向に詰まって表示されます。
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1条件分岐を付けてフォントプロパティ情報を変更
Labelに複数のプロパティ情報を持たせ、条件に合わせて表示を切り替え
ることができます。

これから合計金額が￥1,000以下の明細のみ、金額のフォントカラーと書
体を変えて表示するように設定します。

表示切り替えを行うLabelを選択し、スタイルセットプロパティの[追
加]をクリックします。
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32 スタイル名に分かりやすい名前を付けて、フォントカラーなどを変更し
て保存します。

マッピング画面へ進み、[6th]で前記で付けたスタイル名を選択し、
[条件]に式を記載します。

分かりやすいように名前を付けま
す。

書体やフォントカラーを変更しま
す。

この場合、合計金額が1000以下の時にスタイル「1000
以下」プロパティ情報を使用して表示されます。
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1用紙サイズの変更やPDFにパスワードを付与する
用紙サイズをカスタマイズしたり、ドキュメントにセキュリティ設定をすることが
できます。

無選択時のレイアウトプロパティで、用紙サイズやセキュリティ設定が
可能です。

定型サイズからカスタムサイズまで対応してい
ます。
カスタムサイズの場合は、高さと幅を指定し
ます。

PDFで出力したときのみサポートされ
ます。

ドキュメントファイルを閉じたときに、ファ
イルを削除します。
OPRで出力したときのみサポートされ
ます。

51



1 複数のレイアウトを配備し、マルチテンプレートするレイアウトを
Designer画面から1つ選択して、 [プレビュー]ボタンをクリックします。

複数のレイアウトを連結して表示(マルチテンプレート)

ここでは、複数のレイアウトを連結して出力する方法を紹介

します。

配備済
み

配備済
み
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32 テンプレート配備ウィザードダイアログの選択可能一覧リストに、まと
めて出力できる配備済のテンプレート名が表示されるので、適宜選
択します。[<]ボタンをクリックして選択済みリストに移動させます。

プレビューで確認し、問題なければボタンを生成します。
※[2nd]で指定したトップレベルのオブジェクトが異なるテンプレート
は、選択可能リスト一覧に表示されません。

このボタンで、レイアウトの表示順を変更できます。
最上部にあるテンプレートが1ページ目に表示され
ます。
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1

32 表示されたソースを全選択してコピーします。

テンプレート配備ウィザードの「出力アクションの作成」で[生成]ボタ
ンをクリックします。
※サンプルテンプレートは商談情報をマッピングしているので、商談に
出力アクションを設置します。

設定>カスタムコード>Visualforceページを選択します。

【Lightning画面の場合】

オブジェクトの詳細ページに出力アクションを配置

54

設定画面の左側にある
クイック検索で「vi」と検索
すると見つけやすいです。



[新規]ボタンをクリックし、下記のように設定して[保存]ボタンをクリックします。4

55

表示ラベル
入力例：見積

名前
入力例：mitumori

・「Lightning Experience～」に
チェックを入れます。

内容
2 でコピーした内容を貼り付ける
(※)次のページをご覧ください。



＜貼り付け時の注意＞

56

・1行目から「// ---- BEGIN  ----」までを削除してください。

・最終行を削除してください。

5

6 7アクションを設置するオブジェクトを選択して、設定の[オブジェク
トを編集]をクリックします。

[ボタン、リンク、およびアクション]を選択して、[新規アクション]
をクリックします。



109

8

設定> オブジェクトマネージャ> 商談画面に戻り、[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「モバイルおよびLightningのアクション」メ
ニューをクリックし、8 で作成したボタンを「Salesforce モバイルおよ
び Lightning Experience」セクションにドラッグ＆ドロップします。

アクション種別
カスタム Visualforce を指定

Visualforce ページ
4 で作成したVisualforceページ を指定

高さ
変更なし

表示ラベル
入力例：見積書発行

名前
入力例：Quotation
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12

1

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

テンプレー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[生
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。

【Lightning画面の場合】

リストビューページに出力アクションを配置
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43 設定> オブジェクトマネージャ> 商談画面の[検索レイアウト]をク
リックし、リストビューの[編集]リンクをクリックします。

2 で作成したアクションを選択して[追加]ボタンをクリックし、保存し
ます。

2 詳細ページの出力アクション2～6 の手順を行い、「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。

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) にチェック

動作
現在のウィンドウにサイバー付きで表示 を指定

内容
Visualforceページ を指定
コンテンツ→作成したVisualforceページを

59



リストビューページにアクションが表示されていることを確認します。
※「すべての商談」を選択してください。

5
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1

32 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[生成]ボタンをクリックします。
※サンプルテンプレート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。

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。

【Classic画面の場合】

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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4

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、4 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
2 でコピーした内容を貼り付ける
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8

1

7 [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[生成]
ボタンをクリックし、表示されたソースをコピーします。

【Classic画面の場合】

リストビューページに出力ボタンを配置
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43 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。

2 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。

2 詳細ページの出力ボタン2～3の手順を行い、「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。

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) にチェック

動作
JavaScript を実行 を指定

内容
1 でコピーした内容を貼り付ける



65

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。5



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

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。

21
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