
チケット
# プロジェクト トラッカー ステータス 優先度 題名 担当者 更新日

3124 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 今すぐ タスク 企画部 2023/05/22 18:10

3123 互換性テスト 機能 新規 通常 単独  2023/05/22 15:30

3122 互換性テスト 機能 新規 通常 単独  2023/05/22 15:30

3121 互換性テスト 機能 新規 通常 後  2023/05/22 15:30

3120 互換性テスト 機能 新規 通常 前  2023/05/22 15:30

3119 テスト実験計画 機能 新規 通常 テスト②実験 水口 崇 2023/05/22 11:28

3118 テスト実験計画 機能 新規 通常 テスト②サンプル作製 水口 崇 2023/05/22 11:27

3117 テスト実験計画 機能 新規 通常 第2四半期  2023/05/22 11:28

3116 テスト実験計画 機能 新規 通常 2023年第1四半期  2023/05/22 11:21

3115 テスト実験計画 機能 新規 通常 サンプル材料準備 水口 崇 2023/05/22 10:51

3114 テスト実験計画 機能 新規 通常 テスト①まとめ＋報告資料作成 水口 崇 2023/05/22 11:21

3113 テスト実験計画 機能 新規 通常 テスト①実験 水口 崇 2023/05/22 15:08

3112 テスト実験計画 機能 新規 通常 テスト①サンプル作製 水口 崇 2023/05/22 11:20

3111 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 テスト①サンプル作製 冨田 健司 2023/05/22 10:25

3110 互換性テスト サポート 新規 通常 Lycheeシリーズの影響テスト 林 美琴 2023/05/22 04:11

3109 互換性テスト バグ 新規 通常 Ruby 2.3.1の動作確認 冨田 健司 2023/05/22 04:11

3108 互換性テスト サポート 新規 通常 Redmine2.5の動作確認 末永 文 2023/05/22 04:11

3107 UI・UXデザイン サポート 新規 通常 コメント欄の折り返し機能 大橋 宏行 2023/05/22 04:11

3106 UI・UXデザイン サポート 新規 通常 ツールチップに項目追加 冨田 健司 2023/05/22 04:11

3105 UI・UXデザイン 機能 新規 通常 ボタンデザイン修正 冨田 健司 2023/05/22 04:11

3101 ECサイト構築 タスク 新規 通常 マニュアル作成 水口 崇 2023/05/22 04:11

3100 ECサイト構築 タスク 新規 通常 マスタデータ登録 冨田 健司 2023/05/22 04:11

3099 ECサイト構築 タスク 新規 通常 テスト実施 米田 雛子 2023/05/22 04:11

3098 ECサイト構築 タスク 新規 通常 テスト仕様書作成 水口 崇 2023/05/22 04:11

3097 ECサイト構築 タスク 新規 通常 テスト観点作成 水口 崇 2023/05/22 04:11

3096 ECサイト構築 タスク 新規 通常 機能系開発 大橋 宏行 2023/05/22 04:11

3095 ECサイト構築 タスク 新規 通常 ステージングサーバ構築-ステージングサーバ構築-ステージングサーバ構築-ステー
ジングサーバ構築

冨田 健司 2023/05/22 13:40

3094 ECサイト構築 タスク 新規 通常 本番サーバ構築 冨田 健司 2023/05/22 04:11

3093 ECサイト構築 タスク 新規 通常 画面系開発  2023/05/22 04:11

3080 ECサイト構築 タスク 新規 通常 エラーログ出力設計 安井 久雄 2023/05/22 04:11

3079 ECサイト構築 タスク 新規 通常 アクセスログ出力設計 安井 久雄 2023/05/22 04:11
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3078 ECサイト構築 タスク 新規 通常 サーバ詳細設計  2023/05/22 04:11

3077 ECサイト構築 タスク 新規 通常 機能仕様書作成 大橋 宏行 2023/05/22 04:11

3076 ECサイト構築 タスク 新規 通常 エラーメッセージ一覧 末永 文 2023/05/22 04:11

3075 ECサイト構築 タスク 新規 通常 表示メッセージ一覧 末永 文 2023/05/22 04:11

3074 ECサイト構築 タスク 新規 通常 画面パーツ一覧 米田 雛子 2023/05/22 04:11

3073 ECサイト構築 タスク 新規 通常 画面パラメータ一覧 大橋 宏行 2023/05/22 04:11

3072 ECサイト構築 タスク 新規 通常 ログ出力設計 大橋 宏行 2023/05/22 04:11

3071 ECサイト構築 タスク 新規 通常 画面詳細設計書 大橋 宏行 2023/05/22 04:11

3070 ECサイト構築 タスク 新規 通常 機能詳細設計テスト  2023/05/22 11:36

3062 製造管理 バグ 進行中 通常 バグ: A202103-XX9 切断C 機械 2023/05/22 04:11

3061 製造管理 バグ 進行中 通常 バグ: A202103-XX8 切断B 機械 2023/05/22 04:11

3058 製造管理 機能 新規 通常 機能: A202103-XX5 切断A 機械 2023/05/22 04:11

3057 製造管理 機能 進行中 通常 機能: A202103-XX4 切断C 機械 2023/05/22 04:11

3056 製造管理 機能 進行中 通常 機能: A202103-XX3 切断C 機械 2023/05/22 04:11

3055 製造管理 バグ 進行中 通常 バグ: A202103-XX2 切断C 機械 2023/05/22 04:11

3054 製造管理 サポート 新規 通常 サポート: A202103-XX1 切断B 機械 2023/05/22 04:11

3053 製造管理 バグ 新規 通常 バグ: A202103-XX0 切断B 機械 2023/05/22 04:11

3052 SUB_PROJECT_01 機能 新規 通常 10 水口 崇 2023/05/22 04:11

3051 TEST02 機能 新規 通常 9 水口 崇 2023/05/22 04:11

3050 TEST02 機能 新規 通常 8 水口 崇 2023/05/22 04:11

3049 TEST02 機能 新規 通常 7 水口 崇 2023/05/22 04:11

3048 TEST02 機能 新規 通常 6 水口 崇 2023/05/22 04:11

3047 TEST02 機能 新規 通常 5 水口 崇 2023/05/22 04:11

3046 TEST02 機能 新規 通常 4 水口 崇 2023/05/22 04:11

3045 TEST02 機能 新規 通常 3 水口 崇 2023/05/22 04:11

3044 TEST02 機能 新規 通常 2 水口 崇 2023/05/22 04:11

3043 TEST02 機能 新規 通常 1 水口 崇 2023/05/22 04:11

3042 TEST01 機能 新規 通常 10 水口 崇 2023/05/22 04:11

3041 TEST01 機能 新規 通常 9 水口 崇 2023/05/22 04:11

3040 TEST01 機能 新規 通常 8 水口 崇 2023/05/22 04:11

3039 TEST01 機能 新規 通常 7 水口 崇 2023/05/22 04:11

3038 TEST01 機能 新規 通常 6 水口 崇 2023/05/22 04:11

3037 TEST01 機能 新規 通常 5 水口 崇 2023/05/22 04:11
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3036 TEST01 機能 新規 通常 4 水口 崇 2023/05/22 04:11

3035 TEST01 機能 新規 通常 3 水口 崇 2023/05/22 04:11

3034 TEST01 機能 新規 通常 2 水口 崇 2023/05/22 04:11

3033 TEST01 機能 新規 通常 1 水口 崇 2023/05/22 04:11

3032 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 リリース 平岡 厚吉 2023/05/22 04:11

3031 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 運用テスト 末永 文 2023/05/22 04:11

3030 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 結合テスト 川名 真里 2023/05/22 04:11

3029 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 単体テスト 米田 雛子 2023/05/22 04:11

3028 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 機能開発 安井 久雄 2023/05/22 04:11

3027 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 共通モジュール開発 米田 雛子 2023/05/22 04:11

3026 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 製造（開発） 川名 真里 2023/05/22 04:11

3025 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 テスト仕様書 安西 博満 2023/05/22 04:11

3024 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 DB仕様書 冨田 健司 2023/05/22 04:11

3023 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 共通モジュール仕様書 平岡 厚吉 2023/05/22 04:11

3022 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 画面仕様書 宮本 吉之助 2023/05/22 04:11

3021 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 開発ルールの作成 水口 崇 2023/05/22 04:11

3020 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 詳細設計 水口 崇 2023/05/22 04:11

3019 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 テスト設計 川名 真里 2023/05/22 04:11

3018 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 運用設計 末永 文 2023/05/22 04:11

3017 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 DB設計 平岡 厚吉 2023/05/22 04:11

3016 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 UI設計 林 美琴 2023/05/22 04:11

3015 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 システム設計 冨田 健司 2023/05/22 04:11

3014 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 基本設計 末永 文 2023/05/22 04:11

3013 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 ユースケースの作成 米田 雛子 2023/05/22 04:11

3012 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 ワイヤーフレームの作成 米田 雛子 2023/05/22 04:11

3011 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 機能一覧の作成 平岡 厚吉 2023/05/22 04:11

3010 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 既存（競合）サービスの調査 平岡 厚吉 2023/05/22 04:11

3009 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 コンセプトの検討 末永 文 2023/05/22 04:11

3008 WFサンプルプロジェク 機能 新規 通常 要件定義 宮本 吉之助 2023/05/22 04:11

3007 WF雛形 機能 新規 通常 リリース 安西 博満 2023/05/22 04:11

3006 WF雛形 機能 新規 通常 運用テスト 大橋 宏行 2023/05/22 04:11

3005 WF雛形 機能 新規 通常 結合テスト 宮本 吉之助 2023/05/22 04:11

3004 WF雛形 機能 新規 通常 単体テスト 冨田 健司 2023/05/22 04:11
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3003 WF雛形 機能 新規 通常 製造（開発） 宮本 吉之助 2023/05/22 04:11

3002 WF雛形 機能 新規 通常 詳細設計 川名 真里 2023/05/22 04:11

3001 WF雛形 機能 新規 通常 基本設計 安井 久雄 2023/05/22 04:11

3000 WF雛形 機能 新規 通常 要件定義 安西 博満 2023/05/22 04:11

2999 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_宮本 吉之助_30 宮本 吉之助 2023/05/22 04:11

2995 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_大橋 宏行_26 大橋 宏行 2023/05/22 04:11

2992 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_平岡 厚吉_23 平岡 厚吉 2023/05/22 04:11

2990 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_林 美琴_21 林 美琴 2023/05/22 04:11

2987 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_末永 文_18 末永 文 2023/05/22 04:11

2983 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_米田 雛子_14 米田 雛子 2023/05/22 04:11

2982 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_水口 崇_13 水口 崇 2023/05/22 04:11

2981 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_平岡 厚吉_12 平岡 厚吉 2023/05/22 04:11

2980 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_米田 雛子_11 米田 雛子 2023/05/22 04:11

2979 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_川名 真里_10 川名 真里 2023/05/22 04:11

2977 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_宮本 吉之助_8 宮本 吉之助 2023/05/22 04:11

2976 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_安井 久雄_7 安井 久雄 2023/05/22 04:11

2975 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_宮本 吉之助_6 宮本 吉之助 2023/05/22 04:11

2974 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_宮本 吉之助_5 宮本 吉之助 2023/05/22 04:11

2968 SUB_PROJECT_01 機能 進行中 通常 SUB_PROJECT_01_大橋 宏行_29 大橋 宏行 2023/05/22 04:11

2966 SUB_PROJECT_01 機能 進行中 通常 SUB_PROJECT_01_安西 博満_27 安西 博満 2023/05/22 04:11

2965 SUB_PROJECT_01 機能 進行中 通常 SUB_PROJECT_01_平岡 厚吉_26 平岡 厚吉 2023/05/22 04:11

2964 SUB_PROJECT_01 機能 進行中 通常 SUB_PROJECT_01_米田 雛子_25 米田 雛子 2023/05/22 04:11

2960 SUB_PROJECT_01 機能 進行中 通常 SUB_PROJECT_01_大橋 宏行_21 大橋 宏行 2023/05/22 04:11

2954 SUB_PROJECT_01 機能 進行中 通常 SUB_PROJECT_01_米田 雛子_15 米田 雛子 2023/05/22 04:11

2953 SUB_PROJECT_01 機能 進行中 通常 SUB_PROJECT_01_安井 久雄_14 安井 久雄 2023/05/22 04:11

2951 SUB_PROJECT_01 機能 進行中 通常 SUB_PROJECT_01_水口 崇_12 水口 崇 2023/05/22 04:11

2950 SUB_PROJECT_01 機能 進行中 通常 SUB_PROJECT_01_大橋 宏行_11 大橋 宏行 2023/05/22 04:11

2947 SUB_PROJECT_01 機能 進行中 通常 SUB_PROJECT_01_平岡 厚吉_8 平岡 厚吉 2023/05/22 04:11

2944 SUB_PROJECT_01 機能 進行中 通常 SUB_PROJECT_01_安西 博満_5 安西 博満 2023/05/22 04:11

2943 SUB_PROJECT_01 機能 進行中 通常 SUB_PROJECT_01_末永 文_4 末永 文 2023/05/22 04:11

2941 SUB_PROJECT_01 機能 進行中 通常 SUB_PROJECT_01_平岡 厚吉_2 平岡 厚吉 2023/05/22 04:11

2936 TEST02 機能 進行中 通常 TEST02_末永 文_27 末永 文 2023/05/22 04:11

2929 TEST02 機能 進行中 通常 TEST02_冨田 健司_20 冨田 健司 2023/05/22 04:11
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2928 TEST02 機能 進行中 通常 TEST02_冨田 健司_19 冨田 健司 2023/05/22 04:11

2923 TEST02 機能 進行中 通常 TEST02_川名 真里_14 川名 真里 2023/05/22 04:11

2921 TEST02 機能 進行中 通常 TEST02_林 美琴_12 林 美琴 2023/05/22 04:11

2919 TEST02 機能 進行中 通常 TEST02_米田 雛子_10 米田 雛子 2023/05/22 04:11

2916 TEST02 機能 進行中 通常 TEST02_平岡 厚吉_7 平岡 厚吉 2023/05/22 04:11

2914 TEST02 機能 進行中 通常 TEST02_大橋 宏行_5 大橋 宏行 2023/05/22 04:11

2911 TEST02 機能 進行中 通常 TEST02_安井 久雄_2 安井 久雄 2023/05/22 04:11

2910 TEST02 機能 進行中 通常 TEST02_平岡 厚吉_1 平岡 厚吉 2023/05/22 04:11

2909 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_安井 久雄_30 安井 久雄 2023/05/22 04:10

2907 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_安西 博満_28 安西 博満 2023/05/22 04:10

2903 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_米田 雛子_24 米田 雛子 2023/05/22 04:10

2901 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_水口 崇_22 水口 崇 2023/05/22 04:10

2899 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_冨田 健司_20 冨田 健司 2023/05/22 04:10

2897 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_米田 雛子_18 米田 雛子 2023/05/22 04:10

2896 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_安井 久雄_17 安井 久雄 2023/05/22 04:10

2895 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_冨田 健司_16 冨田 健司 2023/05/22 04:10

2893 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_安井 久雄_14 安井 久雄 2023/05/22 04:10

2891 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_米田 雛子_12 米田 雛子 2023/05/22 04:10

2888 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_安西 博満_9 安西 博満 2023/05/22 04:10

2886 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_宮本 吉之助_7 宮本 吉之助 2023/05/22 04:10

2885 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_米田 雛子_6 米田 雛子 2023/05/22 04:10

2884 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_平岡 厚吉_5 平岡 厚吉 2023/05/22 04:10

2882 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_米田 雛子_3 米田 雛子 2023/05/22 04:10

2880 WFサンプルプロジェク 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_大橋 宏行_1 大橋 宏行 2023/05/22 04:10

2879 パフォーマンス検証用 機能 進行中 通常 パフォーマンス検証用_安西 博満_30 安西 博満 2023/05/22 04:10

2878 パフォーマンス検証用 機能 進行中 通常 パフォーマンス検証用_林 美琴_29 林 美琴 2023/05/22 04:10

2876 パフォーマンス検証用 機能 進行中 通常 パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_27 平岡 厚吉 2023/05/22 04:10

2872 パフォーマンス検証用 機能 進行中 通常 パフォーマンス検証用_林 美琴_23 林 美琴 2023/05/22 04:10

2870 パフォーマンス検証用 機能 進行中 通常 パフォーマンス検証用_冨田 健司_21 冨田 健司 2023/05/22 04:10

2866 パフォーマンス検証用 機能 進行中 通常 パフォーマンス検証用_川名 真里_17 川名 真里 2023/05/22 04:10

2865 パフォーマンス検証用 機能 進行中 通常 パフォーマンス検証用_大橋 宏行_16 大橋 宏行 2023/05/22 04:10

2863 パフォーマンス検証用 機能 進行中 通常 パフォーマンス検証用_米田 雛子_14 米田 雛子 2023/05/22 04:10

2861 パフォーマンス検証用 機能 進行中 通常 パフォーマンス検証用_末永 文_12 末永 文 2023/05/22 04:10
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2859 パフォーマンス検証用 機能 進行中 通常 パフォーマンス検証用_大橋 宏行_10 大橋 宏行 2023/05/22 04:10

2857 パフォーマンス検証用 機能 進行中 通常 パフォーマンス検証用_林 美琴_8 林 美琴 2023/05/22 04:10

2854 パフォーマンス検証用 機能 進行中 通常 パフォーマンス検証用_末永 文_5 末永 文 2023/05/22 04:10

2852 パフォーマンス検証用 機能 進行中 通常 パフォーマンス検証用_米田 雛子_3 米田 雛子 2023/05/22 04:10

2848 新規開発プロジェクト(Issue Set) 機能 進行中 通常 新規開発プロジェクト(Issue Set)_宮本 吉之助_29 宮本 吉之助 2023/05/22 04:10

2845 新規開発プロジェクト(Issue Set) 機能 進行中 通常 新規開発プロジェクト(Issue Set)_米田 雛子_26 米田 雛子 2023/05/22 04:10

2843 新規開発プロジェクト(Issue Set) 機能 進行中 通常 新規開発プロジェクト(Issue Set)_平岡 厚吉_24 平岡 厚吉 2023/05/22 04:10

2837 新規開発プロジェクト(Issue Set) 機能 進行中 通常 新規開発プロジェクト(Issue Set)_末永 文_18 末永 文 2023/05/22 04:10

2835 新規開発プロジェクト(Issue Set) 機能 進行中 通常 新規開発プロジェクト(Issue Set)_水口 崇_16 水口 崇 2023/05/22 04:10

2833 新規開発プロジェクト(Issue Set) 機能 進行中 通常 新規開発プロジェクト(Issue Set)_安西 博満_14 安西 博満 2023/05/22 04:10

2830 新規開発プロジェクト(Issue Set) 機能 進行中 通常 新規開発プロジェクト(Issue Set)_安西 博満_11 安西 博満 2023/05/22 04:10

2827 新規開発プロジェクト(Issue Set) 機能 進行中 通常 新規開発プロジェクト(Issue Set)_平岡 厚吉_8 平岡 厚吉 2023/05/22 04:10

2826 新規開発プロジェクト(Issue Set) 機能 進行中 通常 新規開発プロジェクト(Issue Set)_宮本 吉之助_7 宮本 吉之助 2023/05/22 04:10

2825 新規開発プロジェクト(Issue Set) 機能 進行中 通常 新規開発プロジェクト(Issue Set)_安西 博満_6 安西 博満 2023/05/22 04:10

2824 新規開発プロジェクト(Issue Set) 機能 進行中 通常 新規開発プロジェクト(Issue Set)_安井 久雄_5 安井 久雄 2023/05/22 04:10

2820 新規開発プロジェクト(Issue Set) 機能 進行中 通常 新規開発プロジェクト(Issue Set)_宮本 吉之助_1 宮本 吉之助 2023/05/22 04:10

2819 行政ポータルサイトの改良(LRM3) 機能 進行中 通常 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_冨田 健司_30 冨田 健司 2023/05/22 04:09

2818 行政ポータルサイトの改良(LRM3) 機能 進行中 通常 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_川名 真里_29 川名 真里 2023/05/22 04:09

2813 行政ポータルサイトの改良(LRM3) 機能 進行中 通常 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_川名 真里_24 川名 真里 2023/05/22 04:09

2811 行政ポータルサイトの改良(LRM3) 機能 進行中 通常 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安西 博満_22 安西 博満 2023/05/22 04:09

2809 行政ポータルサイトの改良(LRM3) 機能 進行中 通常 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_宮本 吉之助_20 宮本 吉之助 2023/05/22 04:09

2808 行政ポータルサイトの改良(LRM3) 機能 進行中 通常 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安井 久雄_19 安井 久雄 2023/05/22 04:09

2806 行政ポータルサイトの改良(LRM3) 機能 進行中 通常 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_末永 文_17 末永 文 2023/05/22 04:09

2801 行政ポータルサイトの改良(LRM3) 機能 進行中 通常 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_水口 崇_12 水口 崇 2023/05/22 04:09

2798 行政ポータルサイトの改良(LRM3) 機能 進行中 通常 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安井 久雄_9 安井 久雄 2023/05/22 04:09

2796 行政ポータルサイトの改良(LRM3) 機能 進行中 通常 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安井 久雄_7 安井 久雄 2023/05/22 04:09

2791 行政ポータルサイトの改良(LRM3) 機能 進行中 通常 行政ポータルサイトの改良(LRM3)_宮本 吉之助_2 宮本 吉之助 2023/05/22 04:09

2789 行政アプリの開発(Critical Path) 機能 進行中 通常 行政アプリの開発(Critical Path)_平岡 厚吉_30 平岡 厚吉 2023/05/22 18:50

2788 行政アプリの開発(Critical Path) 機能 進行中 通常 行政アプリの開発(Critical Path)_冨田 健司_29 冨田 健司 2023/05/22 18:50

2787 行政アプリの開発(Critical Path) 機能 進行中 通常 行政アプリの開発(Critical Path)_宮本 吉之助_28 宮本 吉之助 2023/05/22 18:14

2785 行政アプリの開発(Critical Path) 機能 進行中 通常 行政アプリの開発(Critical Path)_水口 崇_26 水口 崇 2023/05/22 18:47

2758 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_平岡 厚吉_29 平岡 厚吉 2023/05/22 04:09
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2757 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_大橋 宏行_28 大橋 宏行 2023/05/22 04:09

2756 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_末永 文_27 末永 文 2023/05/22 04:09

2754 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_大橋 宏行_25 大橋 宏行 2023/05/22 04:09

2752 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_林 美琴_23 林 美琴 2023/05/22 04:09

2748 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_川名 真里_19 川名 真里 2023/05/22 04:09

2747 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_川名 真里_18 川名 真里 2023/05/22 04:09

2744 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_川名 真里_15 川名 真里 2023/05/22 04:09

2743 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_末永 文_14 末永 文 2023/05/22 04:09

2741 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_平岡 厚吉_12 平岡 厚吉 2023/05/22 04:09

2737 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_冨田 健司_8 冨田 健司 2023/05/22 04:09

2736 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安井 久雄_7 安井 久雄 2023/05/22 04:09

2735 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_平岡 厚吉_6 平岡 厚吉 2023/05/22 04:09

2733 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_水口 崇_4 水口 崇 2023/05/22 04:09

2732 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_川名 真里_3 川名 真里 2023/05/22 04:09

2731 携帯電話向けゲームアプリの開発(L
RM2)

機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_宮本 吉之助_2 宮本 吉之助 2023/05/22 04:09

2728 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_安井 久雄_29 安井 久雄 2023/05/22 04:08

2727 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_宮本 吉之助_28 宮本 吉之助 2023/05/22 04:08

2726 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_川名 真里_27 川名 真里 2023/05/22 04:08

2724 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_25 林 美琴 2023/05/22 04:08

2721 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_冨田 健司_22 冨田 健司 2023/05/22 04:08

2718 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_安西 博満_19 安西 博満 2023/05/22 04:08

2715 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_水口 崇_16 水口 崇 2023/05/22 04:08

2713 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_末永 文_14 末永 文 2023/05/22 04:08
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2712 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_冨田 健司_13 冨田 健司 2023/05/22 04:08

2711 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_水口 崇_12 水口 崇 2023/05/22 04:08

2706 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_末永 文_7 末永 文 2023/05/22 04:08

2705 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_川名 真里_6 川名 真里 2023/05/22 04:08

2704 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_川名 真里_5 川名 真里 2023/05/22 04:08

2703 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_4 林 美琴 2023/05/22 04:08

2702 新規事業アプリの開発(LRM1) 機能 進行中 通常 新規事業アプリの開発(LRM1)_末永 文_3 末永 文 2023/05/22 04:08

2696 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_安井 久雄_27 安井 久雄 2023/05/22 04:08

2693 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_宮本 吉之助_24 宮本 吉之助 2023/05/22 04:08

2692 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_水口 崇_23 水口 崇 2023/05/22 04:08

2691 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_大橋 宏行_22 大橋 宏行 2023/05/22 04:08

2689 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_冨田 健司_20 冨田 健司 2023/05/22 04:08

2687 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_安井 久雄_18 安井 久雄 2023/05/22 04:08

2686 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_林 美琴_17 林 美琴 2023/05/22 04:08

2685 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_大橋 宏行_16 大橋 宏行 2023/05/22 04:08

2684 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_林 美琴_15 林 美琴 2023/05/22 04:08

2683 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_水口 崇_14 水口 崇 2023/05/22 04:08

2681 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_林 美琴_12 林 美琴 2023/05/22 04:08

2680 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_水口 崇_11 水口 崇 2023/05/22 04:08

2678 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_米田 雛子_9 米田 雛子 2023/05/22 04:08

2676 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_安西 博満_7 安西 博満 2023/05/22 04:08

2672 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_水口 崇_3 水口 崇 2023/05/22 04:08

2671 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_平岡 厚吉_2 平岡 厚吉 2023/05/22 04:08

2670 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_川名 真里_1 川名 真里 2023/05/22 04:08

2663 TEST01 機能 進行中 通常 TEST01_宮本 吉之助_24 宮本 吉之助 2023/05/22 04:08

2662 TEST01 機能 進行中 通常 TEST01_水口 崇_23 水口 崇 2023/05/22 04:08

2658 TEST01 機能 進行中 通常 TEST01_川名 真里_19 川名 真里 2023/05/22 04:08

2656 TEST01 機能 進行中 通常 TEST01_安西 博満_17 安西 博満 2023/05/22 04:08

2655 TEST01 機能 進行中 通常 TEST01_安井 久雄_16 安井 久雄 2023/05/22 04:08

2654 TEST01 機能 進行中 通常 TEST01_大橋 宏行_15 大橋 宏行 2023/05/22 04:08

2653 TEST01 機能 進行中 通常 TEST01_末永 文_14 末永 文 2023/05/22 04:08

2650 TEST01 機能 進行中 通常 TEST01_冨田 健司_11 冨田 健司 2023/05/22 04:08

2649 TEST01 機能 進行中 通常 TEST01_平岡 厚吉_10 平岡 厚吉 2023/05/22 04:08
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2641 TEST01 機能 進行中 通常 TEST01_末永 文_2 末永 文 2023/05/22 04:08

2639 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_宮本 吉之助_30 宮本 吉之助 2023/05/22 04:08

2633 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_宮本 吉之助_24 宮本 吉之助 2023/05/22 04:08

2632 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_林 美琴_23 林 美琴 2023/05/22 04:08

2628 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_冨田 健司_19 冨田 健司 2023/05/22 04:08

2627 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_林 美琴_18 林 美琴 2023/05/22 04:08

2624 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_安西 博満_15 安西 博満 2023/05/22 04:08

2621 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_米田 雛子_12 米田 雛子 2023/05/22 04:08

2619 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_安井 久雄_10 安井 久雄 2023/05/22 04:08

2618 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_宮本 吉之助_9 宮本 吉之助 2023/05/22 04:08

2616 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_林 美琴_7 林 美琴 2023/05/22 04:08

2615 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_安井 久雄_6 安井 久雄 2023/05/22 04:08

2614 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_冨田 健司_5 冨田 健司 2023/05/22 04:08

2613 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_冨田 健司_4 冨田 健司 2023/05/22 04:08

2612 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_米田 雛子_3 米田 雛子 2023/05/22 04:08

2609 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_大橋 宏行_30 大橋 宏行 2023/05/22 04:08

2608 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_末永 文_29 末永 文 2023/05/22 04:08

2605 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_安西 博満_26 安西 博満 2023/05/22 04:08

2601 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_川名 真里_22 川名 真里 2023/05/22 04:08

2600 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_冨田 健司_21 冨田 健司 2023/05/22 04:08

2599 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_宮本 吉之助_20 宮本 吉之助 2023/05/22 04:08

2597 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_末永 文_18 末永 文 2023/05/22 04:08

2596 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_林 美琴_17 林 美琴 2023/05/22 04:08

2591 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_川名 真里_12 川名 真里 2023/05/22 04:08

2589 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_水口 崇_10 水口 崇 2023/05/22 04:08

2588 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_安西 博満_9 安西 博満 2023/05/22 04:08

2587 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_大橋 宏行_8 大橋 宏行 2023/05/22 04:08

2586 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_水口 崇_7 水口 崇 2023/05/22 04:08

2582 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_宮本 吉之助_3 宮本 吉之助 2023/05/22 04:08

2581 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_米田 雛子_2 米田 雛子 2023/05/22 04:08

2580 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_安西 博満_1 安西 博満 2023/05/22 04:08

2578 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 Redmineプラグインの開発(LGC)_川名 真里_29 川名 真里 2023/05/22 04:07

2576 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 Redmineプラグインの開発(LGC)_川名 真里_27 川名 真里 2023/05/22 04:07
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2575 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 Redmineプラグインの開発(LGC)_平岡 厚吉_26 平岡 厚吉 2023/05/22 04:07

2573 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 Redmineプラグインの開発(LGC)_大橋 宏行_24 大橋 宏行 2023/05/22 04:07

2570 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 Redmineプラグインの開発(LGC)_宮本 吉之助_21 宮本 吉之助 2023/05/22 04:07

2569 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 Redmineプラグインの開発(LGC)_冨田 健司_20 冨田 健司 2023/05/22 04:07

2568 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 Redmineプラグインの開発(LGC)_米田 雛子_19 米田 雛子 2023/05/22 04:07

2567 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 Redmineプラグインの開発(LGC)_冨田 健司_18 冨田 健司 2023/05/22 04:07

2565 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 Redmineプラグインの開発(LGC)_林 美琴_16 林 美琴 2023/05/22 15:34

2563 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 Redmineプラグインの開発(LGC)_末永 文_14 末永 文 2023/05/22 04:07

2561 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 Redmineプラグインの開発(LGC)_米田 雛子_12 米田 雛子 2023/05/22 04:07

2559 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 Redmineプラグインの開発(LGC)_安西 博満_10 安西 博満 2023/05/22 04:07

2556 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 Redmineプラグインの開発(LGC)_末永 文_7 末永 文 2023/05/22 04:07

2552 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 Redmineプラグインの開発(LGC)_宮本 吉之助_3 宮本 吉之助 2023/05/22 04:07

2545 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_米田 雛子_26 米田 雛子 2023/05/22 04:07

2544 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_水口 崇_25 水口 崇 2023/05/22 04:07

2543 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_米田 雛子_24 米田 雛子 2023/05/22 04:07

2541 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_末永 文_22 末永 文 2023/05/22 04:07

2539 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_米田 雛子_20 米田 雛子 2023/05/22 04:07

2538 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_安井 久雄_19 安井 久雄 2023/05/22 04:07

2537 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_平岡 厚吉_18 平岡 厚吉 2023/05/22 04:07

2536 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_安西 博満_17 安西 博満 2023/05/22 04:07

2535 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_平岡 厚吉_16 平岡 厚吉 2023/05/22 04:07

2534 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_宮本 吉之助_15 宮本 吉之助 2023/05/22 04:07

2532 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_宮本 吉之助_13 宮本 吉之助 2023/05/22 04:07

2531 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_安西 博満_12 安西 博満 2023/05/22 04:07

2530 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_林 美琴_11 林 美琴 2023/05/22 04:07

2529 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_大橋 宏行_10 大橋 宏行 2023/05/22 04:07

2523 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_水口 崇_4 水口 崇 2023/05/22 04:07

2522 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_平岡 厚吉_3 平岡 厚吉 2023/05/22 04:07

2519 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 在庫更新 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2518 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 パスワード再発行 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2517 商品管理システム(Kanban) バグ 新規 通常 利用者で検索できない 安西 博満 2023/05/22 04:04

2516 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 商品詳細表示 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2515 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 バーコード機能の見積り 大橋 宏行 2023/05/22 04:04
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2514 商品管理システム(Kanban) バグ 新規 通常 在庫管理画面 安西 博満 2023/05/22 04:04

2513 商品管理システム(Kanban) サポート 新規 通常 既存システムRedmine連携 平岡 厚吉 2023/05/22 04:04

2512 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 モック画面作成 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2511 商品管理システム(Kanban) タスク 新規 通常 工数管理システムの提案 平岡 厚吉 2023/05/22 04:04

2510 商品管理システム(Kanban) QA 新規 通常 パフォーマンス測定 川名 真里 2023/05/22 04:04

2509 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 Rails5移行検証  2023/05/22 04:04

2508 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 ツールチップUIの改善 安西 博満 2023/05/22 04:04

2507 商品管理システム(Kanban) サポート 新規 通常 Rails5移行見積  2023/05/22 04:04

2506 商品管理システム(Kanban) タスク 新規 通常 ヒアリング予定  2023/05/22 04:04

2505 商品管理システム(Kanban) QA 新規 通常 ご要望の検討  2023/05/22 04:04

2504 商品管理システム(Kanban) QA 新規 通常 ボリュームライセンスについて  2023/05/22 04:04

2503 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 パフォーマンス改善 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2502 商品管理システム(Kanban) サポート 進行中 通常 勤怠システム構築 平岡 厚吉 2023/05/22 04:04

2501 商品管理システム(Kanban) サポート 進行中 通常 Rubyバージョンアップ 平岡 厚吉 2023/05/22 04:04

2500 商品管理システム(Kanban) サポート 進行中 通常 DB移行作業 平岡 厚吉 2023/05/22 04:04

2498 商品管理システム(Kanban) QA 進行中 通常 チケット作成の仕様 川名 真里 2023/05/22 04:04

2497 商品管理システム(Kanban) QA 進行中 通常 Lychee Gantt Chartの価格 川名 真里 2023/05/22 04:04

2491 商品管理システム(Kanban) 機能 フィードバック 通常 検索機能 大橋 宏行 2023/05/22 04:04

2490 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 商品テストデータの確認  2023/05/22 04:04

2489 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 Redmine 3.3対応  2023/05/22 04:04

2488 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 スマホアプリ画面  2023/05/22 04:04

2487 商品管理システム(Kanban) バグ 新規 通常 ユーザ権限管理  2023/05/22 04:04

2486 商品管理システム(Kanban) バグ 新規 通常 OSSライブラリ修正  2023/05/22 04:04

2485 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 メール通知  2023/05/22 04:04

2484 商品管理システム(Kanban) バグ 新規 通常 データ修正ツールの作成 水口 崇 2023/05/22 04:04

2483 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 外部公開APIの作成 水口 崇 2023/05/22 04:04

2482 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 開発環境のDocker化 水口 崇 2023/05/22 04:04

2481 商品管理システム(Kanban) バグ 新規 通常 レスポンシブデザイン 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2480 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 CIツール導入 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2479 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 ユーザ削除 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2478 商品管理システム(Kanban) 機能 進行中 通常 商品画像を登録する 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2477 商品管理システム(Kanban) 機能 進行中 通常 ログイン認証 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2476 商品管理システム(Kanban) 機能 進行中 通常 商品修正 大橋 宏行 2023/05/22 04:04

2023/05/22 11/16



# プロジェクト トラッカー ステータス 優先度 題名 担当者 更新日

2475 商品管理システム(Kanban) 機能 進行中 通常 検索結果表示 安西 博満 2023/05/22 04:04

2474 商品管理システム(Kanban) 機能 進行中 通常 商品管理画面 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2473 商品管理システム(Kanban) バグ 進行中 通常 商品ページ速度改善 水口 崇 2023/05/22 04:04

2463 互換性テスト サポート 進行中 通常 Lycheeシリーズの影響テスト 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2462 互換性テスト サポート 進行中 通常 Ruby 2.3.1の動作確認 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2461 互換性テスト バグ 進行中 通常 Redmine2.5の動作確認 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2460 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 Windowsサーバーのサポート 米田 雛子 2023/05/22 04:04

2459 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 新機能のアンケート 安西 博満 2023/05/22 04:04

2458 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 表示速度の改善 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2457 UI・UXデザイン バグ 進行中 通常 コメント欄の折り返し機能 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2456 UI・UXデザイン バグ 進行中 通常 ツールチップに項目追加 水口 崇 2023/05/22 04:04

2455 UI・UXデザイン バグ 進行中 通常 ボタンデザイン修正 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2454 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 安西 博満 2023/05/22 04:04

2453 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2452 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 米田 雛子 2023/05/22 04:04

2451 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 安西 博満 2023/05/22 04:04

2450 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 林 美琴 2023/05/22 04:04

2447 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 進行中 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2446 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2445 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2444 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2443 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 川名 真里 2023/05/22 04:04

2442 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 米田 雛子 2023/05/22 04:04

2441 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 末永 文 2023/05/22 04:04

2440 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2439 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2438 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2437 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2436 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2435 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2434 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 平岡 厚吉 2023/05/22 04:04

2433 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2432 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04
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2431 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 米田 雛子 2023/05/22 04:04

2430 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 林 美琴 2023/05/22 04:04

2429 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2428 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 進行中 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2427 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 大橋 宏行 2023/05/22 04:04

2426 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2425 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2424 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2423 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 米田 雛子 2023/05/22 04:04

2421 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 末永 文 2023/05/22 04:04

2420 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 川名 真里 2023/05/22 04:04

2419 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 川名 真里 2023/05/22 04:04

2418 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2417 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2416 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 川名 真里 2023/05/22 04:04

2415 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 米田 雛子 2023/05/22 04:04

2414 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 進行中 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2413 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 進行中 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2408 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 進行中 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2405 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 進行中 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 平岡 厚吉 2023/05/22 04:04

2404 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 米田 雛子 2023/05/22 04:04

2403 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 川名 真里 2023/05/22 04:04

2402 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 末永 文 2023/05/22 04:04

2401 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 大橋 宏行 2023/05/22 04:04

2400 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 大橋 宏行 2023/05/22 04:04

2399 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 林 美琴 2023/05/22 04:04

2398 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク 安西 博満 2023/05/22 04:04

2397 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2396 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 進行中 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2395 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク 安西 博満 2023/05/22 04:04

2394 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 川名 真里 2023/05/22 04:04

2393 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2392 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04
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2391 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2390 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 米田 雛子 2023/05/22 04:04

2389 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2388 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク 林 美琴 2023/05/22 04:04

2387 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 末永 文 2023/05/22 04:04

2386 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2385 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 新規 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2383 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 進行中 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 川名 真里 2023/05/22 04:04

2381 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 進行中 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 平岡 厚吉 2023/05/22 04:04

2380 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 進行中 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2377 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 進行中 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 末永 文 2023/05/22 04:04

2376 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2375 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2374 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2373 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 末永 文 2023/05/22 04:04

2372 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 林 美琴 2023/05/22 04:04

2371 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2370 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 末永 文 2023/05/22 04:04

2369 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2368 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2367 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 大橋 宏行 2023/05/22 04:04

2366 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 末永 文 2023/05/22 04:04

2365 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2364 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2363 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2362 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 平岡 厚吉 2023/05/22 04:04

2361 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2360 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 川名 真里 2023/05/22 04:04

2359 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 川名 真里 2023/05/22 04:04

2358 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2357 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2356 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 大橋 宏行 2023/05/22 04:04

2355 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04
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2354 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク 末永 文 2023/05/22 04:04

2353 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 川名 真里 2023/05/22 04:04

2352 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 米田 雛子 2023/05/22 04:04

2351 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク 林 美琴 2023/05/22 04:04

2350 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2348 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2342 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2341 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 林 美琴 2023/05/22 04:04

2340 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 米田 雛子 2023/05/22 04:04

2339 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2338 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2337 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 米田 雛子 2023/05/22 04:04

2336 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2335 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 大橋 宏行 2023/05/22 04:04

2334 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2333 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 平岡 厚吉 2023/05/22 04:04

2332 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 安井 久雄 2023/05/22 04:04

2331 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 平岡 厚吉 2023/05/22 04:04

2330 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2329 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 米田 雛子 2023/05/22 04:04

2328 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 末永 文 2023/05/22 04:04

2327 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 水口 崇 2023/05/22 04:04

2326 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 林 美琴 2023/05/22 04:04

2323 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 進行中 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 米田 雛子 2023/05/22 04:04

2320 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 進行中 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 宮本 吉之助 2023/05/22 04:04

2315 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク 末永 文 2023/05/22 04:04

2314 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク 安西 博満 2023/05/22 04:04

2313 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク 冨田 健司 2023/05/22 04:04

2312 Redmineプラグインの開発(LGC) QA 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク 安西 博満 2023/05/22 04:04

2311 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 新規 通常 プラグイン開発 第2フェーズ タスク 平岡 厚吉 2023/05/22 04:04

2310 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 先行リリース 末永 文 2023/05/22 15:34

2309 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 第1リリース総合テスト 林 美琴 2023/05/22 15:34

2308 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 結合テスト 大橋 宏行 2023/05/22 15:34
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2307 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 テスト仕様書作成 冨田 健司 2023/05/22 15:34

2306 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 ツールチップの結合テスト 安西 博満 2023/05/22 15:34

2305 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 単体テスト 冨田 健司 2023/05/22 15:34

2304 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 テスト仕様書作成 末永 文 2023/05/22 15:34

2303 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 ツールチップの単体テスト 平岡 厚吉 2023/05/22 15:34

2302 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 ツールチップの実装 川名 真里 2023/05/22 15:34

2301 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 ツールチップの詳細設計 安西 博満 2023/05/22 15:34

2300 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 結合テスト 冨田 健司 2023/05/22 15:34

2299 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 テスト仕様書作成 末永 文 2023/05/22 15:34

2298 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 チケット削除画面の結合テスト 平岡 厚吉 2023/05/22 15:34

2297 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 単体テスト 安西 博満 2023/05/22 15:34

2296 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 テスト仕様書作成 水口 崇 2023/05/22 15:34

2295 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 チケット削除画面の単体テスト 林 美琴 2023/05/22 15:34

2294 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 チケット削除画面の実装 林 美琴 2023/05/22 15:34

2293 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 チケット削除画面の設計 宮本 吉之助 2023/05/22 15:34

2292 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 結合テスト 安西 博満 2023/05/22 15:34

2291 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 テスト仕様書作成 林 美琴 2023/05/22 15:34

2290 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 チケット更新画面の結合テスト 米田 雛子 2023/05/22 15:34
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