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■変更履歴 

版数 変更日 変更内容 

1.0 2016/11/1 初版発行 

1.1 2017/8/1 データベース変更設定機能の追加 

他システム連携機能の追加 

イット builder 提供 API の追加 

1.2 2018/9/1 ガイドブックの構成変更 

1.3 2022/4/20 新規チュートリアルを追加 

1.4 2022/6/16 動作環境の改訂 
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1 はじめに 

1.1 本書の位置付 

想定読者：システム管理者、アプリ作成者 

本書は、イット builder の動作環境、マニュアル構成を示す。 

 

2 システム利用者 

2.1 システム管理者 

 システム管理者は、システム管理グループに属しており、グループの作成／削除、及びアプリ設定者

を追加／削除できる。また、イット builder の設定に関して、参照／更新できる。 

 

2.2 アプリ作成者 

 アプリ作成者は、いずれか 1 つのグループに属しており、アプリ、データベース、ユーザーマスター

を作成／変更／削除、及びユーザーマスターにユーザーを登録／削除できる。 

 

2.3 ユーザー 

 ユーザーは、アプリを利用できる。 
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システム利用者の全体図 

  

※ ：システム管理者ができること ：アプリ設定者ができること ：ユーザーができること
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3 動作環境 

3.1 システム管理者・アプリ設定者 

項目 バージョン等 備考 

OS Windows 8.1,10,11  

ブラウザ HTML5 が動作する一般的なブラウザ  

メモリ 1GB 以上（帳票作成の場合 2GB）  

ディスク 1GB 以上の空き  

導入アプリ iReport Designer(v5.6.0) PDF フォーム作成ツール 

画面サイズ 1024×768 以上 1024×768 に最適化した設定画面デザイン 

 

3.2 ユーザー 

項目 バージョン等 備考 

ブラウザ HTML5 が動作する一般的なブラウザ 作成するコンテンツに従う 

デバイス 

Windows HTML5 が動作する一般的なブラウザ  

Mac HTML5 が動作する一般的なブラウザ  

iphone HTML5 が動作する一般的なブラウザ  

Android HTML5 が動作する一般的なブラウザ  

各種タブレット HTML5 が動作する一般的なブラウザ  

動作確認デバイス環境 

Windows Microsoft Edge（最新パッチ）  

Chrome（最新パッチ）  

Android Chrome（最新パッチ）  

iOS(iphone) Safari（最新パッチ）  

ユーザー画面テンプレートが想定する画面サイズ 

PC 1024×768  

スマホ 1280×720  
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4 マニュアル構成 

4.1 ガイドブック 

番号 名称 対象 説明 

1-01 利用ガイドブック（はじめに

お読みください） 

システム管理者/ 

アプリ設定者 

イット builder ご利用前にお読みいただくためのガイド

ブック。（本書） 

1-02 基本操作ガイドブック システム管理者/ 

アプリ設定者 

イット builder ご利用における全般的な基本操作につい

てのガイドブック。 

1-03 システム管理者ガイドブッ

ク 

システム管理者 イット builder のシステム管理者にお読みいただくガイ

ドブック 

1-04 アプリ設定ガイドブック システム管理者/ 

アプリ設定者 

イット builder でアプリ設定をする際にお読みいただく

ガイドブック。 

1-05 データベース設定ガイドブ

ック 

システム管理者/ 

アプリ設定者 

イット builder でデータベースを設定する際にお読みい

ただくガイドブック。 

1-06 ユーザーマスター設定ブッ

ク 

システム管理者/ 

アプリ設定者 

イット builder でユーザーマスターを設定する際にお読

みいただくガイドブック。 

1-07 PDF 帳票作成ガイドブック  

 

システム管理者/ 

アプリ設定者 

イット builder で帳票を設定する際にお読みいただくガ

イドブック。 

1-08  
 

Excel データ出力ガイドブッ

ク  

システム管理者/  

アプリ作成者  

イット builder で Excel にデータ出力する際にお読みい

ただくガイドブック  

1-09  
 

API 利用ガイドブック  

 

Web／バッチ  

 

イット builder が提供する API を利用するためのガイド

ブック。  
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4.2 チュートリアル 

番号 名称 アプリ種別 説明 

2-01 アプリ作成チュートリアル

～作ってみよう名刺管理ア

プリ～ 

Web 名刺管理アプリの作成を通して、アプリ作成の 3 ステッ

プが理解できます。 

2-02 アプリ作成チュートリアル

～作ってみよう見積アプリ

～ 

Web 見積アプリの作成を通して、親子関係のあるデータベー

スの取り扱い、Excel 出力方法が学べます。 

2-03 アプリ作成チュートリアル

～名刺管理アプリ機能追加

編～ 

Web 「アプリ作成チュートリアル ～作ってみよう名刺管

理アプリ～」で作成した名刺管理アプリに機能追加をし

ながら、イット builder の多彩な機能が理解できます。 

2-04 アプリ作成チュートリアル

～設定してみよう計算式～ 

Web 四則演算、四捨五入などの関数利用、データベースの集

計方法（件数、平均など）が学べます。 

2-05 アプリ作成チュートリアル

～設定してみよう択一選

択・自動入力～ 

Web 択一選択のバリエーション、便利な自動入力機能につい

て学べます。 

2-06 データベース操作チュート

リアル～CSV で追加・更新・

削除してみよう 

Web CSV によるデータベース操作が学べます。 

2-07 アプリ作成チュートリアル

～作成してみようノウハウ

管理～ 

Web ノウハウ管理アプリを作成しながら、データ内容による

画面分岐、URL パラメータの利用など、複数の部品を

組み合わせたアプリ作成方法を学べます。 

2-08 アプリ作成チュートリアル

～作成してみようアンケー

トアプリ～ 

Web 作成済のアンケートアプリを修正して、新しいアンケー

トアプリを作成する手順が学べます。 

2-09 アプリ作成チュートリアル

～作成してみようバッチア

プリ～ 

バッチ メール配信するバッチの作成方法が学べます。 

 


