
多彩な機能と高い拡張性で、
ノーコード開発の常識を変える。



ノーコードの力で、
すべての組織にDXを。
JUST.DBは、業種・業界を問わず、

企業に求められるあらゆる業務システムを

プログラミングの知識やスキルがなくとも構築できる

クラウドデータベースです。

標準で提供される数多くの機能を組み合わせ、

各部門の取り組みをすばやくデジタル化。

ノーコード開発の常識を変える、高いカスタマイズ性で

組織のDXを強力にサポートします。
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JUST.DBのコアとなる機能

JUST.DBのサービスの特長

完全ノーコードだから
超かんたん・高速開発スキル不要

特長

01
繰り返し作業や複雑な処理も
RPA不要で自動実行高い拡張性

特長

02
ワークフロー、帳票出力など
高度な機能を標準搭載多彩な機能

特長

03
同時ログインライセンスで
全社利用でもコストを抑制コスト抑制

特長

04

アウトプット
データ活用や再利用

データベース
データの蓄積・共有

ワークフロー
業務プロセスのデジタル化

データ処理フロー
データ処理の自動化

3



JUST.DBは、業務に必要なシステムをノーコードで簡単に開発し、カスタマイズが可能。
案件管理、問い合わせ管理、不具合管理、社内稟議システムなど、幅広い用途に対応します。

※ページ上部イメージ内の画像に表示されている、パネルの種類を選択する画面は、「SFAオプション」契約時のものです。

完全ノーコードで
かんたんに業務を改善
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多くの情報を
一画面で見やすく管理
取引先情報と案件情報など、複数の異なる情報
を自由に並べて配置でき、情報量が多く視認性
が高い画面で利用できます。
また、配置したパネル同士のデータは「パネル間
連携」で連動させることができます。 例えば円
グラフのデータをクリックすると、その項目に関
連した情報にパネルのデータを絞り込み、内容
を表示できます。

表形式のファイルを
すばやくシステム化
CSVファイルを使って、パネルを作成する機能を
搭載。 列ごとのデータの型も自動的に判別するの
で、新しいパネルをすばやく作ることができます。
もともと使っていたExcelファイルや、他のシス
テムからエクスポートしたデータがある場合に
便利です。

マウス操作で画面を
自由にカスタマイズ
一覧に表示する項目の並びや、入力フォームの
設計は、マウス操作で簡単に行えます。 「文字列」
「数値」「ドロップダウン」など、多彩な部品から
必要なフィールドを選択してドラッグ＆ドロップ
するだけで構築できます。

多くの情報を一画面で

パネルを関連付けて情報を絞り込み

CSV

5



あらかじめ設定したデータ変換処理を、指定したタイミングで自動実行。
アイコンを配置するだけで高度な処理を実行でき、多様な業務に対応できます。

高度で複雑な処理も、
コーディング不要で自動実行
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ノーコードの限界を超えて
デジタル化を促進
プロコードやローコードによる開発は、要件の
難度によってコーディングが必要となり、メンテ
ナンスコストの増加や属人化の原因になります。 
一方で、ノーコード開発では要件に十分対応で
きないケースもありました。
JUST.DBが搭載する「データ処理フロー」を使
えば、高度で複雑な処理もコーディングなしで
自動的に実行できます。 これにより、スキル不要
で属人化を抑制しながら、幅広い要件にすばや
く対応することが可能です。

部品を組み合わせて
高度な処理を実現
「データ処理フロー」による自動処理は、パーツを
配置して、つなぎ合わせるだけの簡単操作。 処理の
流れをグラフィカルに確認しながら設定できます。
また、実際の処理結果をプレビューしながらフ
ローを修正することができるため、コーディング
に慣れた人も、そうでない人も、実現したいデー
タや処理の流れを確実に実現できます。

手作業や繰り返し処理を
RPA不要で自動化
JUST.DBに蓄積されたデータに対して、編集、
移動、複製、統合などさまざまな処理をパーツと
して用意しています。
データに新たな情報を付け加えたり、データを
条件によって別のデータテーブルに移動させる、
他のレコードと統合するなど、従来であれば手
作業やコーディング、バッチ処理で実施していた
手間のかかる作業を、RPAなどの外部ツール不
要で効率化できます。

絞込

編集

結合

データ複製

データ移動データ加工

データ統合

プロコード ローコード ノーコード

要
件
難
度

高

低

コーディング

コーディング 対応
できない

データ
処理
フロー

スキル不要・生産性高

スキル必要・属人化する
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決裁書、購入申請など社内の稟議、決裁フローを現場の担当者が簡単に構築し、運用可能。
業務プロセスのデジタル化も、JUST.DBが強力に推進します。

業務プロセスのデジタル化で
ペーパーレス化を推進
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スマートフォンで
外出先からでも承認できる
JUST.DBは、モバイル用のインターフェースも用
意されています。
スマートフォンを使って、承認、却下、差し戻しな
どの処理が外出先からでも行えます。

直感的でわかりやすい
承認フロー設定
承認フローの設定は、承認者や分岐条件をマウ
スで配置し、つなぐだけの簡単操作。
グラフィカルに表示された画面で設定できるの
で、承認フロー全体を確認しながら作業を進め
ることができます。

全社の決裁・稟議システムから
部門単位のワークフローまで
承認、却下、差し戻しをはじめ、条件分岐やグ
ループ決裁、合議、代理承認など、多彩なパターン
に対応。
全社の決裁稟議システムとして、また部門単位
の簡易なワークフローとして幅広く活用できる
ため、業務プロセスのデジタル化を加速し、ペー
パーレス化を推進できます。

承認承認承認

承認

承認

20万円未満

課長
部長

20万円以上

条件分岐

グループ決裁

合議
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JUST.DBは、データをさまざまな形式のアウトプットで見える化し、分析やレポーティングを強力にサポート。
外部システムやサービスとの連携もスムーズに行え、より効率的なデータの管理・共有を実現します。

データの見える化や分析、
外部サービスとの連携にも対応
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外部システムやサービスとの
スムーズな連携を実現
JUST.DBと外部のシステムやサービスをAPIや
Webhookなどの手段を使って連携できます。
グループウェアで管理しているスケジュールと
同期したり、普段使っているメールやチャット
ツールにレコード更新を通知し気づきを促すな
ど、データ管理・共有の効率化を促進します。

定型のフォームに
帳票・レポート出力
見積書やレポートなど、データを定型のフォーム
に出力する「帳票出力」機能を搭載しています。
表計算ファイルやPDFへの出力に対応。 時間の
かかる煩雑な書類業務の負荷軽減に大きく寄与
します。

リアルタイムに集計、
すぐにチャートに反映
入力されたデータをリアルタイムに集計し、さま
ざまな形式のチャートで表示。
多角的な分析軸による分析を行うことで、課題
や改善できるポイントをすばやく把握できます。

フォームの設定はExcelでOK

その他サービス

データテーブル

チャットツール

グループウェア

メール
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運用をサポートするさまざまな機能

ホーム画面のカスタマイズ

ユーザーのホーム画面を自由にカスタマイズできます。
お気に入りの業務プレートや自身が関わる決裁の進捗
状況、業務をナビゲートする「業務メニュー」「おしらせ」
など、画面に表示する要素をユーザー自身が設定でき、
業務のスムーズな進行をサポートします。

ファイル・画像管理

データテーブルのレコードにファイルや画像を添付す
ることができます。
PDFやExcelファイル、プレゼンテーション、写真、ス
キャン画像など、各レコードに関連するデータを紐付け
て、効率的に管理できます。

通知機能

JUST.DBを利用するユーザーにメールで通知を行う
ことができます。
新たな案件の登録や期限の超過、ステータスの変更
など、重要な情報を条件として設定し、アラートを通知
することで見落としを防ぎます。

コミュニケーション

部内の活動報告や、登録された案件などに対して、細
やかなコミュニケーションが行える機能が充実して
います。 上長から部下に、あるいはベテランから新人
に対して、JUST.DB上での気軽なやりとりが行え、
メンバー間でのフォローを促進することができます。

差し込みたい
項目を指定できる

お気に入りの業務プレートや
決裁の状況など、
表示するアイテムを
ユーザーが自由に設定

チャット感覚で
使えるコメント機能

案件ごとに
リアクションできる

レコードにファイルや
画像を紐付けて管理

PDF XLSX JPEG
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組織管理

部門ごと、部署ごとなどで関連するオブジェク
トを管理するフォルダーや、業務の内容に応じ
たカテゴリーを自由に作成し配置することが
できます。
JUST.DBを社内の複数部署で利用する場合
も、それぞれのユーザーが目的のオブジェクト
に簡単にアクセスでき、必要な操作をスムーズ
に実行できます。

アクセス権管理

JUST.DBは、フォルダーやデータテーブル、業務プ
レート、パネルなどさまざまな要素に対して、アクセス
できるユーザー・グループを設定することができます。
適切なアクセス制御により、セキュリティを強化し、
データ保持の安全性を高めます。

セキュリティ

二要素認証
ID／パスワード＋ワンタイムパスワードに
よる認証の設定が可能です。

IPアドレス制限
JUST.DBにアクセスできる端末を、IPアド
レスで制限することができます。

ISMS取得
情報セキュリティマネジメントシステム認証
を取得しています。

パスワードポリシー
文字種や文字数、過去の使用履歴や有効
期限など、詳細に設定できます。

監査ログ取得
利用状況や不正アクセスの有無など、システム
セキュリティに関わるログを取得できます。

JUST.DBを安心してご利用いただく
ために、さまざまなセキュリティ機能
をご提供します。

公開

非公開

アクセス権の一括設定
複数の要素に対してアクセス権を一括で設定することも可能。 
JUST.DBを多くの部署や全社規模で活用する場合に、人事
異動や組織改編があっても、設定変更の手間を削減できます。

複数の要素に
アクセス権を一括設定

フォルダーで部門・部署ごとに
オブジェクトを管理

業務をカテゴリーで分類し
必要な操作をスムーズに実行
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同時ログインライセンスで、全社利用でもコストを抑制

オプション

サンドボックス（検証環境）
JUST.DBのサンドボックスは、実際の運用環境を維持
したまま、オブジェクトや設定の追加・変更を行うため
に作成する運用環境のコピーです。
作業者はサンドボックス上で作業を行い、追加・変更
内容をリスクなく運用環境に一括適用できます。

SFAオプション
ルートカレンダーやプロセス管理、名刺管理サービス
との連携、法人名の名寄せなど、営業活動を支援する
機能が充実したオプション。
JUST.DBの標準機能と組み合わせて、顧客管理、案件
管理、活動管理、予実管理など、営業部門に求められる
あらゆる業務を強力にサポートします。

JUST.DBは、同時ログイン可能なユーザー数の
上限で決まるライセンス形態を採用しています。
企業内すべての社員がJUST.DBを利用する場合
でも、同時にログインするユーザーが少ない間は
費用は変わりません。 スモールスタートから
全社展開まで実際の利用度合いに応じた、費用
対効果の高いラインナップでご提供します。

全文検索
登録データだけでなく添付ファイル
の内容まで、JUST.DB内にある情報
を全文検索できます。

スケジュール連携
JUST.DB内のスケジュール情報と、
Googleカレンダー、Microsoft 365®
などを同期させることができます。

名刺管理
名刺管理サービス「名刺バンク」にスキャナー＊1、スマート
フォン＊2 で撮影した名刺画像をアップロード。 データ化され
た名刺情報をJUST.DBのデータテーブルに取り込みます。
＊1 TWAIN ドライバ対応スキャナーまたはScanSnapと対応する
　　アプリケーションを使用します。
＊2 「名刺バンク」アップロード用のアプリケーションを使用します。

運用環境 サンドボックス

変更を運用環境へ安全に反映

運用環境をコピー

サンドボックス環境で変更内容を検討・構築

14



最新情報やセミナー、動作環境などをご案内しています。
https://www.justsystems.com/jp/products/justdb/ JUST.DB

＊記載された会社名、製品名などは各社の登録商標もしくは商標、または弊社の商標です。　＊記載された内容および製品の仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。 2022年8月現在　JUST-DB-C02

JUST.DB 機能一覧

データテーブル

業務プレート

パネル

一覧・単票パネル

入力フォーム

フィールド

レコード
通知
Webhook設定
重複禁止設定

名寄せ

ソート設定
レコード更新履歴
コミュニケーション
定義情報

データ処理フロー実行

サイト参照パネル
データ処理フロー管理

データ処理フロー構築

保存時アクション
承認フロー設定
承認ルート
承認ライン
公開設定
申請承認操作
ホーム画面
業務用メニュー
フォルダー
メール通知設定
ユーザー管理
グループ管理
組織管理
役職管理
組織所属ユーザー設定
アクセス権管理
ロール管理
シングルサインオン設定
システム利用制限
IPアドレス制限
ログイン設定
API連携設定
通貨設定
日時関連設定
カレンダー利用設定
承認フロー
利用量管理
監査ログ
地図連携設定
その他設定
表示言語
業務プレート
承認フロー
名刺管理
タブレットモード
モバイル利用設定
ユーザー管理
グループ管理
レコード管理
組織管理
役職管理
組織所属ユーザー管理
パスワード管理
プロキシパスワード管理
アーカイブ集計パネル
ルートカレンダーパネル
プロセス管理
名刺管理連携（Sansan）

名刺管理連携（名刺バンク）
サンドボックス管理
カレンダー連携設定
全文検索

集計パネル

カレンダーパネル

タスクチャートパネル

帳票
検索

データテーブルの新規作成／一覧／参照／編集／削除／基本設定／公開設定／基本情報表示／インポート／エクスポート／CSV取り込みによるデータテーブル・
パネル作成／テンプレートによるデータテーブル・パネル作成
文字列（1行）／文字列（複数行）／リッチテキスト／文字列結合／数値／通貨／ドロップダウン（文字列）／ドロップダウン（数値）／複数選択リスト／チェックボックス／
日付時刻／時間量／スケジュール／ユーザー（単数）／ユーザー（複数）／組織／採番／枝番／画像／ファイル／電話番号／メール／住所／URL／地図／比較ステータス／
変動ステータス／数値計算／数値集計／通貨計算／通貨集計／時間量計算／時間量集計／日時計算／日時集計／見出し／明細／レコードID／ルックアップ／システム
レコードの新規作成／複製／一覧／ソート／検索／閲覧／情報／編集／一括編集／削除／インポート／エクスポート／パーマリンク
レコード新規作成通知／更新通知／削除通知／フィールド値変更通知／リマインダー通知
レコード新規作成／更新／削除タイミングにおけるWebhook送出設定
単一ユニークキー設定／複合ユニークキー設定

レコード追加時の重複チェック／既存レコードの重複検出／データテーブル全体での重複グループ検出／レコード統合

単一ソートキー設定／複合ソートキー設定
更新履歴保存期間設定
レコードコメント／レコードリアクション（いいね／みたよ）
データテーブル情報／業務プレート情報／承認ルート情報
業務プレートの新規作成／テンプレートから作成／一覧／参照／編集／削除／基本設定／業務メニュー設定／公開設定／帳票設定／集計レポート設定・出力／モバイル設定／基本
情報表示／インポート／エクスポート／パーマリンク／アクセス権一括設定／2ペイン化／レイアウト固定化／レイアウト共有／共通表示順設定／個人設定／絞り込みリセット／おしらせ
パネルの新規作成／CSVファイルから作成／テンプレートから作成／複製／一覧／参照／編集／削除／基本設定／公開設定／基本情報表示／別ウィンドウ・
タブでの表示／インポート／エクスポート／パネル間連携／パーマリンク／パネルグループ化
一覧単票構築／一覧単票設定／表示切り替え（一覧・単票／一覧のみ／単票のみ）／検索対象フィールド設定／フィルター設定／帳票設定・出力／モバイル設定／
アクションボタン設定／ツールバー設定／インライン編集／一覧表示の拡大率変更
フィールド作成／フィールド編集／フィールド削除／フィールド配置／フィールド表示順設定／フィールドコピー／ルックアップ設定／フィールド入力条件設定／
色設定/フィールド強調表示
テンプレート登録／一覧／削除／基本設定／公開設定／基本情報
全文検索／詳細検索／検索フォーム／フィールドダイレクト検索
集計設定／集計表表示／チャート表示／検索対象フィールド設定／フィルター設定／集計設定／階層構造設定
集計種類：集計表／ランキング表／折線／縦棒／積上げ縦棒／横棒／積上げ横棒／散布図／レーダー／円／複合グラフ（縦棒／折線）
カレンダー表示（月／週／週時／日／日時）／カレンダー設定／月・週・週時・日・日時単位表示／汎用予定／繰り返し予定／レコード予定／アクションボタン設定／
ツールバー設定／ハイライト表示設定／表示ユーザー・施設選択／Myグループ設定／Myグループ選択／予定の新規作成
タスクチャート表示／タスクチャート設定
デフォルト設定による外部サイト参照／パネル間連携による表示サイト切り替え／サイト参照設定
データ処理フローの新規作成／複製／一覧／参照／編集／削除／基本設定／公開設定／実行方式設定／実行完了時設定／基本情報／実行履歴
フロー設定／プレビュー／入力データ／出力データ／データ編集／フィールド選択／フィールド種別変更／グループ化／フィルター／重複排除／明細展開／明細作成／
レコード統合／テーブル結合／メモ
即時実行／スケジュール実行／承認完了時実行／再実行
データ保存時のデータ処理カスタマイズ
承認ルート設定／通知メール文面設定／通知先設定／代理申請／代理承認／申請者へのコメント
承認ルートの自動選択／グラフィカルなルート設定／承認者設定（ユーザー／グループ／役職）／条件分岐／合議承認／データ処理フロー実行
設定／上司の設定／インポート／エクスポート
承認ステータスごとの公開設定／管理者権限設定
承認ルート確認／承認者追加／通知先追加／申請／承認／却下／取り消し／差し戻し／引き戻し／コメント／一括承認
お気に入り／承認レコードの集約表示
業務プレートの階層メニュー作成／業務メニュー作成
フォルダーによるオブジェクトの階層管理
メール通知先／件名／通知条件
ユーザーの追加／一覧／参照／編集／無効化／削除／インポート／エクスポート／削除済みユーザーを表示
グループの追加／一覧／参照／編集／メンバー設定／削除／インポート／エクスポート
組織の追加／一覧／参照／編集／削除／インポート／エクスポート／削除済み組織を表示
役職の追加／一覧／参照／編集／削除／インポート／エクスポート／削除済み役職を表示／役職順位の設定
所属ユーザーの追加／一覧／参照／削除／インポート／エクスポート
参照/作成者に与えられるアクセス権／継承関係設定
ロールの追加／一覧／参照／編集／削除
SAML認証
リクエストの遮断／サービスの利用時間制限
IPアドレス制限
セッション設定／パスワードポリシー／パスワード有効期間／二要素認証
API Key管理／リクエスト実施数／Webhook管理
通貨の追加／編集／削除
休日設定／年度始まり／日時表示形式初期設定
汎用予定の表示名／通知設定／施設予約の排他制御／施設の追加／一覧／編集／削除／インポート／エクスポート
承認ライン設定／インポート／エクスポート
システム全体の利用量／テーブル別の利用量
監査ログの取得/監査ログ設定
APIキー設定
インポート・エクスポート設定／業務プレートバータブ数設定／パネル一覧表示形式設定／組織管理共通設定／ホーム画面利用設定
日本語／英語
一覧・単票パネル参照
承認操作
名刺データの反映
iPad
マイスケジュールの設定
ユーザー情報のインポート・エクスポート
グループ情報のインポート・エクスポート
レコードのインポート・エクスポート／ファイル・画像のインポート・エクスポート
組織情報のインポート・エクスポート
役職情報のインポート・エクスポート
組織所属ユーザー情報のインポート・エクスポート
パスワード管理
プロキシパスワード管理
集計設定／集計表表示／チャート表示／検索対象フィールド設定／フィルター設定／集計設定／集計データ即時取り込み／階層構造設定
閲覧モード／一括入力モード／ルートカレンダーフィルター／取引先設定／商談設定／目標訪問回数設定／取引先表示設定／取引先自動追加
プロセスチャート／プロセスの編集／プロセス詳細／プロセス刷新／プロセスフェーズ進行／プロセスフィールド／確度フィールド／データテーブルプロセス集計設定
Sansan連携設定／マスタテーブルへの自動反映設定／重複反映チェック／運用テーブル設定／フィールドの割当／取込履歴

名刺バンク連携設定／マスタテーブルへの手動反映／重複反映チェック／運用テーブル設定／フィールドの割当／取込履歴
サンドボックスの新規作成／バックアップ・リストア／適用待ち変更セット管理／適用履歴
PIMSYNCによる同期設定／同期履歴
レコードの検索／添付ファイル（Office文書、PDF、テキスト）の検索／検索条件設定／入力サジェスト／プレビュー／表記揺れ吸収／同義語設定

データ管理

データ入力・活用

自動処理

承認フロー

社内利用

運用管理

モバイル

コマンドラインツール

SFAオプション

名刺管理オプション
サンドボックスオプション
カレンダー連携オプション
全文検索オプション

中分類 機 能大分類

開発・販売・
お問い合わせ先

東 京 本 社 〒163-6017 新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー TEL.03-5324-7655
名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦1-11-11 名古屋インターシティ TEL.052-857-7778
大 阪 営 業所 〒530-0011 大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA TEL.06-6377-1850TEL.03-5324-7655法人専用インフォメーションセンター




