
⼀元管理と使い⼼地で
業務にジャストフィット。

ノーコードで本格的なWebアプリを開発できるフォーガンシーのご紹介

業務
システムは



グレープシティ株式会社

グレープシティ株式会社が開発・販売するノーコードWebアプリ開発＆運⽤プラットフォームです。
複数のシステムと直接接続して参照・更新が⾏えるデータ管理機能と、Excel感覚でレイアウトができる画⾯デザイン機
能に加え、作成したWebアプリの運⽤基盤も提供。⾼度なWeb業務アプリを柔軟に構築できます。

Forguncyとは

Excel感覚・ノーコードでアプリ開発 開発したアプリをWebブラウザーで利⽤

Webアプリ開発ツール 運⽤基盤



Forguncyはこんな IT 課題を解決します

A

システムを内製したいが
IT⼈材がいない︕

業績を⼀元的に把握したい
がデータが連携していない

AccessやExcelの
置き換え先に困っている

業務にフィットした
サービスやソフトがない︕

システム難⺠ IT⼈材不⾜ レガシーIT問題 システム分断



システム
難⺠ Forguncyは、画⾯もデータベースも

⾃由に作れるから、業務にジャスト
フィットしたシステムを構築できます。
機能も豊富でワークフローや帳票にも
対応。業務に変更があってもすぐに対
応できます。

IT⼈材
不⾜Forguncyは、Excel感覚でアプリを開

発できるノーコードツール。画⾯デザ
インから機能設定、運⽤まですべて設
定ベースだから、プログラミングがで
きなくても、使いこなせます。

レガシー
IT問題

Forguncyは、既存のExcelやAccess
からアプリを作る機能があります。最
⼩限の⼯数で、レガシーITを最新の
Webシステムに移⾏できます。

システム
分断

Forguncyは、基幹システムと直接接
続できるので、⽣産管理システムや
販売管理システムなどと連携し、
データを⼀元管理できます

解決

解決

解決

解決



Forguncyの４つの特⻑

1 Excel感覚の
開発ツール

2 データを
連携できる

3 多様なレイアウト
でデータを表現

4 複雑なレイアウト
の帳票を出⼒

Forguncyアプリケーション
• ⾒積書
• 請求書
• タック紙

Forguncyで開発したWebアプリケーション



Excel感覚の開発ツール１
Excelと同じ操作性でアプリの画⾯をデザインできるので思い通りの画⾯を作成

Excelのようなシート上でセル結合や
罫線を使って画⾯レイアウトを作成

書式設定や条件付き書式、数式など
Excelと同じ機能が使える

書式設定や条件付き書式、数式など
Excelと同じ機能が使える

画⾯レイアウトは
⾃由⾃在

Excelと同じ操作性で
使いやすい

Excelを読み込んで
画⾯作成



データを連携できる２

多種多様なデータ連携。複数のシステムのデータの組合せ可能



多様なレイアウトでデータを表現３
グラフや多段明細など、業務シーンに適したレイアウトでデータを表現

Excelライクな⼀覧表⽰ 多段明細・繰り返しフォーム

グラフ スケジュール表⼊⼒



複雑なレイアウトの帳票を出⼒４

Excel帳票を作るのと同じ感覚で帳票デザインができる
請求書（可変明細） ⾒積書（ページ単位のレイアウト） タック紙（繰り返しフォーム）

給与明細（単票形式）



製品構成 開発ツールと運⽤環境を提供

アプリ開発ツール

Forguncy Builder
アプリ運⽤環境

Forguncy Server

アプリケーションをノーコードで開発 開発したアプリケーションカンタン運⽤

開
発

運
⽤



Forguncyの機能

アプリ開発と開発したアプリの運⽤、それぞれに必要な機能をすべて提供。監査ログやアクセス
制御などセキュリティにも配慮しています。

画⾯作成 帳票作成／
帳票出⼒

データ
ベース

データ
インポート

ワークフロー グラフメール
送信 API

ドキュメント
⾃動⽣成

アプリ
発⾏

ユーザー管理 ユーザー認証 監査ログ アクセス制御 バックアップ

●開発環境

●運⽤環境



Forguncyによるアプリ開発から運⽤までの流れ

1 アプリを開発 2 運⽤環境を準備 3 アプリを運⽤

データベース設計
テーブルを作成する

外部システム ・外部DBとデータ連携可能

画⾯・業務ロジックの作成

画⾯を作成する ノーコードで業務ロジックを作成

内部DB

外部DB

Excel・Access
データを
インポート可能

Forguncy Server

アプリの発⾏

××アプリ

○○アプリ

アプリをサーバーに配置

Forguncy Builder

作成したアプリ
を発⾏

Forguncy Server

アプリの運⽤管理

アプリの利⽤

サーバーでアプリを運⽤

アプリ管理

ユーザー管理

Webブラウザー
でアプリを利⽤



Forguncyの活⽤例



予実管理システム

l 基幹システム（販売管理）の実績データをForguncy
の外部データ連携機能で参照

l 予算データは、Forguncy内のテーブルに格納
l 予算⼊⼒画⾯はForguncyで作成

l 予算データはExcelからの取り込みもできる
l Forguncyのビュー（SQL）で達成率などを集計
l Forguncyのチャート機能で結果をダッシュボード化

実績データ（基幹システム）

拠点 科⽬ 実績

東北
売上 80,052

販売費 22,543

⾸都圏
売上 168,130

販売費 51,400

関東
売上 53,286

販売費 15,985

名古屋 売上 102,353

予算データ（Forguncy）

予算 達成率 差異

107,000 74.8% 26,948

18,000 79.8％ 4,543

266,000 63.2% 97,870

60,000 85.6％ 8,600

68,200 78.1% 14,914

39,000 40.9％ 23,015

123,150 83.1% 20,797

実績値を
直接参照 予算⼊⼒画⾯

部⾨:

科⽬:

予算:

予実分析画⾯

集計値

Forguncy内部
データベース

販売管理システム

予実管理システム システムのポイント



⾒積書作成システム

l 基幹システムの商品マスタ／取引先マスタとデータ連携
l ⾒積⼊⼒画⾯をForguncyで作成
l ⾒積データはForguncyの内部データベースに格納
l Forguncyで⾒積書をデザイン。既存のExcel⾒積のデザイ
ンをそのまま取り込むことも可能

l ForguncyのPDFエクスポート機能で、⾒積書をPDFにし
て出⼒

商品マスタ

取引先マスタ
⾒積書出⼒

PDF

⾒積書作成システム

⾒積⼊⼒画⾯

商品:

個数:

アプリのポイント



品質管理システム

l 基幹システムの製品マスタをForguncy内
の製品マスタと定期的に同期

l 同期が完了するとTeamsのチャネルに⾃
動投稿

l 検査依頼フォームをForguncyで作成
l 検査対象の製品情報は基幹システムの製
品マスタと同期しているため常に最新

l ステータスを変更するとTeamsのチャネ
ルに⾃動投稿

アプリのポイント



Excel⼯事台帳のシステム化

l Excelの⼯事台帳をForguncyに取り込み、そのままWeb⼊⼒画⾯にする
l Forguncy内に必要なテーブルを作成
l 契約⾦額、原価、⼊⾦⾦額はビュー（SQL）や数式フィールドなどで集計／計算可能
l 台帳⼀覧画⾯から⾒たい台帳を検索できるようにする

アプリの
ポイント



ピックアップ機能



Excel・Accessからアプリを作成

複数のExcelファイルからページとテーブルを⾃動⽣成

l ページ

l テーブル

同じレイアウトであれば複数のExcelから
データを抽出しテーブルを⽣成

⼀覧ページ

登録・編集ページ

Excelファイル
l ページ

l テーブル

Accessファイル

Accessのフォームとテーブルをインポート

l ビュー

l フォーム

l テーブル

l クエリ

Excelシートから作成 Accessデータベースから作成



Excelライクな操作性のデータ⼀覧画⾯作成

キーボード操作 コピー＆ペースト

Enterキー、Tabキー、
⽮印キーによるセル
の移動

複数⾏、複数列の
セルを範囲指定して
コピー＆ペースト

データベースのデータをExcelライクなUIで表現できるリストビュー
ソートフィルター列固定集計⾏

条件付き書式

セル⾃動結合

同じ値のセルを⾃動
で結合表⽰可能

集計⾏を表⽰
（先頭⾏／最下⾏）

Excelと同じフィルター
や並べ替え

条件付き書式で値を
視覚的に表現

データの⼀括⼊出⼒

CSV／Excelファイル
でのデータ⼊出⼒
• データを⼀括⼊⼒
• ⼀覧データの出⼒



業務ロジックの設定

ページ操作 ページ遷移、ポップアップウィンドウの表⽰、ポップアップ
ウィンドウの終了、メッセージの表⽰

データ操作
テーブルデータの更新、クエリー、並べ替え、レコードの移動、
リストビューデータの更新、リストビューデータの受け渡し、
ストアドプロシージャーの呼び出し

⼊出⼒

Excelエクスポート(ページ)、Excelエクスポート(リスト
ビュー)、PDFエクスポート、Webブラウザー印刷、ファイル
ダウンロード、Excelインポート、CSVインポート／エクス
ポート

制御 セルプロパティの設定、条件分岐、繰り返し、フォーカス設定、
サーバーサイドコマンドの呼び出し

カスタム処理 JavaScriptコードの実⾏

その他 メール通知の登録、メール送信、進捗インジケーターの表⽰／
終了、リストビュー列のカスタマイズ

ボタン等のセル型やページロード時にアプリケーションの動作を設定

ノーコードで業務ロジックを定義できるコマンド



ジョブ管理

サーバー側で⾃動実⾏できるサーバーサイドコマンドによる業務⾃動化

Forguncy
アプリケーション

コマンド

Forguncy
Server

コマンドを実⾏

サーバーコンピュータの
リソースにもアクセス可能

スケジュール実⾏

コマンド⼀覧

サーバーサイドコマンドの活⽤例
l 他システムとのCSVファイルを介したデータ連携
l 在庫管理システムで在庫発注点でのアラート送信
l データ処理のためのバッチプログラムを夜間実⾏

データ操作 テーブルデータの更新、トランザクション

⼊出⼒ Excelエクスポート(ページ)、PDFエクスポートCSVイン
ポート／エクスポート

制御
条件分岐、繰り返し、サーバーサイドコマンドの呼び出し、
リターン（コマンドの終了）、パラメーターの設定

カスタム処理 プログラムの実⾏

その他 メール送信

ユーザー操作なしで
コマンドを実⾏

サーバーサイドコマンド



データベース

内部データベース 外部データベース

複数のシステム間でデータを共有する際
は、外部データベースを利⽤。
外部データベースも内部データベースと
同じくノーコード開発

内部データベースと外部データベースの両⽅をサポート

データベースを内蔵。
ForguncyのほかにDBMSを⽤意しなくて
もデータ管理が可能

クラウドサービスとの連携
ODBCデータソース接続で、CData ODBCドライバー（※）を利⽤すると
クラウドサービスをはじめとするあらゆるデータに接続可能
※ CData ODBCドライバーはCData Software Japan社の製品です。

サポートデータべース
l Microsoft SQL Server
l Oracle Database
l MySQL
l ODBCデータソース (※)

※任意のデータソースに接続できますが、
データソースに依存して制限が存在

アプリ毎に
データベースを保持

外部データベース

アプリ

アプリ

クラウドサービス内部データベース

CData ODBC
ドライバー



帳票機能

改ページ

ページ毎に
異なるデザ
イン

繰返し
領域

ヘッダー
領域

複雑な帳票を作成できるデザイン機能とPDF出⼒
PDF出⼒複雑な帳票のデザイン機能

デザインした帳票をPDFにエクスポート可能



データエクスポート

帳票として作成した
画⾯をPDFまたは
Excel形式で出⼒

複数のデータを１つのPDFとしてエクスポート可能

PDF出⼒単ページの出⼒（単票）

Webアプリの画⾯を固定帳票としてPDF／Excelにエクスポート



ワークフロー

設定した承認ルートを遷移するワークフローを作成。
ユーザー管理機能の組織構造に従ったワークフローを実現できます。

承認処理を⾏うワークフローバー ワークフローの設計画⾯

アプリケーション実⾏時の承認処理を⾏うワークフローバーでは、
プロセスの状態を履歴として閲覧可能

ワークフローを設定してアプリ上で承認・決裁処理



グラフ／チャート

グラフ種

縦棒グラフ、横棒グラフ、
折れ線グラフ、円グラフ、
⾯グラフ、レーダーグラフ、
ドーナツ、散布図、バブル、
マップ、
縦棒と折れ線の複合グラフ

データを可視化できるグラフ機能



開発したアプリケーションの運⽤基盤

運⽤中アプリケーションの管理 バックアップ

Forguncy Serverによるアプリケーションの運⽤管理

Forguncy Serverに発⾏されたアプリケーションの状態
や運⽤の管理

スケジュール実⾏または⼿動によりアプリケーションを
バックアップ



ユーザー管理・ユーザー認証

運⽤環境におけるユーザー管理機能
ユーザー管理 ユーザー認証

Forguncyアプリケーションの利⽤ユーザーを管理
ユーザー情報のほか、ロールや組織情報も管理でき、ア
クセス権やワークフローの属性として利⽤可能

アプリケーションへの認証（ログイン）の仕組みを提供
l フォーム認証
Forguncy独⾃のユーザー管理

l Windows認証
Active Directoryのログイン認証

l 認証プロバイダー
他のアカウント管理サービスとユーザー情報を同期

サポートされる認証プロバイダー
l Active Directory

l Office 365

l SAML



アクセス権限設定

ログインユーザーに応じたアクセス権限の設定が可能

アクセス権の設定レベル
l ページ単位

l セル単位

l データ（バックエンドのデータベース）

l レコード単位

l フィールド単位



90⽇間無料で試せる評価版

lサンプルアプリ付き
l有償版と同⼀機能を利⽤可能
l運⽤環境の評価も可能

定期セミナーを随時開催中︕

https://www.forguncy.com/trial https://www.forguncy.com/seminar/

Forguncyの無料評価版とセミナー

https://www.forguncy.com/trial
https://www.forguncy.com/seminar/


https://www.forguncy.com/price/

https://www.forguncy.com/material/

▼ ライセンスと価格

▼ 機能別資料／製品カタログ

▼ 導⼊時のお問合せフォーム
https://www.forguncy.com/contact/inquiry-form

ライセンスと価格／お問い合わせ

https://www.forguncy.com/trial
https://www.forguncy.com/trial
https://www.forguncy.com/contact/inquiry-form


・GrapeCityはグレープシティ株式会社の登録商標です
・その他記載されている製品名は各社の登録商標または商標です
・本資料は2022年4⽉現在のもので記載内容は予告なく変更することがあります

導⼊に関するお問合せ
www.forguncy.com/contact/
グレープシティ株式会社 Enterprise Solutions事業部

本社︓仙台市泉区紫⼭3-1-4


