
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

3264 UI・UXデザイン 機能 新規 通常 zzzzzzzz  2023/05/18 14:12

3263 ECサイト構築 タスク 新規 通常 XX機能XX項目 冨田 健司 2023/05/15 16:02

3262 ECサイト構築 タスク 新規 通常 XX機能テスト 林 美琴 2023/05/15 15:53

3261 UI・UXデザイン 機能 新規 通常 wwww  2023/05/15 11:14

3260 UI・UXデザイン 機能 新規 通常 aaaa  2023/05/15 20:04

3259 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 高め セ 水口 崇 2023/04/27 11:42

3258 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 新規チケット2 安西 博満 2023/04/25 18:30

3257 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 新規チケット1 大下 花 2023/04/25 18:27

3254 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 統合テスト  2023/04/21 11:40

3252 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 テスト  2023/04/21 11:40

3251 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 実装  2023/04/21 11:40

3249 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 プログラム設計書  2023/04/21 11:40

3248 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 内部設計  2023/04/23 22:24

3247 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 機能設計書レビュー  2023/04/23 22:24

3246 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 画面設計書レビュー  2023/04/23 22:24

3245 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 機能設計書  2023/04/23 22:24

3244 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 画面設計書  2023/05/08 14:44

3243 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 外部設計  2023/05/08 14:44

3242 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 要件定義  2023/04/23 22:24

3241 ECサイト構築 機能 新規 低め ｈｒｓｔｄｈｊ  2023/04/18 10:22

3240 ECサイト構築 機能 新規 低め 子チケット 水口 崇 2023/04/18 10:22

3239 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 テスト2  2023/04/13 16:39

3238 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 テスト  2023/04/20 17:44

3237 ECサイト構築 機能 新規 通常 週次定例会議　(2023/04/17) 水口 崇 2023/04/13 13:37

3234 ECサイト構築 機能 新規 低め 週次定例会議　(yyyy/mm/dd) 水口 崇 2023/04/18 10:22

3233 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 システムA 統合テスト  2023/04/13 11:37

3231 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 システムA テスト  2023/04/23 22:25

3230 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 システムA 実装  2023/04/13 11:37

3229 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 システムA DB設計書  2023/04/13 11:37

3228 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 システムA プログラム設計書  2023/04/13 11:37

3227 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 システムA 内部設計  2023/04/13 11:37
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3226 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 システムA 機能設計書レビュー  2023/04/13 11:37

3225 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 システムA 画面設計書レビュー 冨田 健司 2023/04/23 22:28

3224 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 システムA 機能設計書  2023/04/23 22:27

3223 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 システムA 画面設計書  2023/04/23 22:27

3222 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 システムA 外部設計  2023/04/23 22:27

3221 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 システムA 要件定義  2023/04/13 11:37

3220 ECサイト構築 機能 新規 通常 副担当者カンバン 冨田 健司 2023/04/17 12:00

3219 ECサイト構築 タスク 新規 通常 副担当者確認 冨田 健司 2023/05/08 14:39

3218 ECサイト構築 機能 進行中 通常 Aシステム 統合テストああ 安井 久雄 2023/05/08 14:40

3217 ECサイト構築 機能 新規 通常 Aシステム 単体テスト  2023/04/10 17:27

3216 ECサイト構築 機能 新規 通常 Aシステム テスト  2023/05/08 14:40

3215 ECサイト構築 機能 新規 通常 Aシステム 実装  2023/04/10 17:27

3214 ECサイト構築 機能 新規 通常 Aシステム DB設計書  2023/04/10 17:27

3213 ECサイト構築 機能 新規 通常 Aシステム プログラム設計書  2023/04/10 17:27

3212 ECサイト構築 機能 新規 通常 Aシステム 内部設計  2023/04/13 16:48

3211 ECサイト構築 機能 新規 通常 Aシステム 機能設計書レビュー  2023/04/13 16:50

3210 ECサイト構築 機能 新規 通常 Aシステム 画面設計書レビュー  2023/04/10 17:27

3209 ECサイト構築 機能 新規 通常 Aシステム 機能設計書  2023/04/10 17:27

3208 ECサイト構築 機能 新規 通常 Aシステム 画面設計書  2023/04/10 17:27

3207 ECサイト構築 機能 新規 通常 Aシステム 外部設計  2023/04/13 16:50

3206 ECサイト構築 機能 新規 通常 Aシステム 要件定義  2023/04/10 17:27

3205 Redmineプラグインの開発(LGC) タスク 新規 通常 ラインテープ　新規ソーシング 水口 崇 2023/05/16 09:58

3204 ECサイト構築 タスク 新規 通常 画面系機能Aテスト  2023/04/07 15:04

3203 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 abc 冨田 健司 2023/05/16 09:57

3202 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 低め テスト  2023/05/16 09:58

3201 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 ｇｄ  2023/05/16 09:58

3200 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 低め ６４  2023/04/04 21:11

3199 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 低め テスト  2023/05/03 13:36

3198 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 追加タスク２ 林 美琴 2023/05/16 09:58

3197 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 進行中 通常 追加タスク１ 川名 真里 2023/03/30 15:32

3194 ウェブサイトのリニューアル(EVM) 機能 新規 通常 子供チケット  2023/04/04 20:06

3193 ウェブサイトのリニューアル(EVM) 機能 新規 通常 新しい機能 水口 崇 2023/04/04 20:06

3190 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 解決 通常 ショッピングカートの合計金額の表示エラー対応 水口 崇 2023/04/21 11:38
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3188 UI・UXデザイン 機能 新規 通常 あいうえおかきくけこ 水口 崇 2023/03/19 09:11

3187 TEST01のコピー 機能 新規 通常 10 水口 崇 2023/03/17 20:49

3186 TEST01のコピー 機能 新規 通常 9 水口 崇 2023/03/17 20:49

3185 TEST01のコピー 機能 新規 通常 8 水口 崇 2023/03/17 20:49

3184 TEST01のコピー 機能 新規 通常 7 水口 崇 2023/03/17 20:49

3183 TEST01のコピー 機能 新規 通常 6 水口 崇 2023/03/17 20:49

3182 TEST01のコピー 機能 新規 通常 5 水口 崇 2023/03/17 20:49

3181 TEST01のコピー 機能 新規 通常 4 水口 崇 2023/03/17 20:49

3180 TEST01のコピー 機能 新規 通常 3 水口 崇 2023/03/17 20:49

3179 TEST01のコピー 機能 新規 通常 2 水口 崇 2023/03/17 20:49

3178 TEST01のコピー 機能 新規 通常 1 水口 崇 2023/03/17 20:49

3177 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_安西 博満_30 安西 博満 2023/03/17 20:49

3176 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_川名 真里_29 川名 真里 2023/03/17 20:49

3175 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_大下 花_28 大下 花 2023/03/17 20:49

3174 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_大下 花_27 大下 花 2023/03/17 20:49

3173 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_安西 博満_26 安西 博満 2023/03/17 20:49

3172 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_安西 博満_25 安西 博満 2023/03/17 20:49

3171 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_川名 真里_24 川名 真里 2023/03/17 20:49

3170 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_冨田 健司_23 冨田 健司 2023/03/17 20:49

3169 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_川名 真里_22 川名 真里 2023/03/17 20:49

3168 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_川名 真里_21 川名 真里 2023/05/08 16:11

3167 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_大橋 宏行_20 大橋 宏行 2023/03/17 20:49

3166 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_川名 真里_19 川名 真里 2023/03/17 20:49

3165 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_大下 花_18 大下 花 2023/03/17 20:49

3164 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_安西 博満_17 安西 博満 2023/03/17 20:49

3163 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_大下 花_16 大下 花 2023/03/17 20:49

3162 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_冨田 健司_15 冨田 健司 2023/03/17 20:49

3161 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_宮本 吉之助_14 宮本 吉之助 2023/03/17 20:49

3160 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_冨田 健司_13 冨田 健司 2023/03/17 20:49

3159 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_冨田 健司_12 冨田 健司 2023/03/17 20:49

3158 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_川名 真里_11 川名 真里 2023/03/17 20:49

3157 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_末永 文_10  2023/03/17 20:49

3156 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_大橋 宏行_9 大橋 宏行 2023/03/17 20:49
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3155 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_大下 花_8 大下 花 2023/03/17 20:49

3154 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_平岡 厚吉_7 平岡 厚吉 2023/03/17 20:49

3153 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_末永 文_6  2023/03/17 20:49

3152 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_平岡 厚吉_5 平岡 厚吉 2023/03/17 20:49

3151 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_平岡 厚吉_4 平岡 厚吉 2023/03/17 20:49

3150 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_安井 久雄_3 安井 久雄 2023/03/17 20:49

3149 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_平岡 厚吉_2 平岡 厚吉 2023/03/17 20:49

3148 TEST01のコピー 機能 新規 通常 TEST01_平岡 厚吉_1 平岡 厚吉 2023/03/17 20:49

3147 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 おためしセキュリティ方針  2023/03/08 14:51

3146 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 おためし運用方法の定義  2023/03/08 14:51

3145 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 おためしDB設計  2023/03/08 14:51

3144 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 おためし外部システム連携  2023/03/08 14:51

3143 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 おためしサポート範囲の決定 川名 真里 2023/03/08 14:51

3142 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 おためしクラウドの構想 安井 久雄 2023/03/08 14:51

3141 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 おためしオンプレミスの構想 大橋 宏行 2023/03/08 14:51

3140 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 おためしソリューションの決定 大橋 宏行 2023/03/08 14:51

3139 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 おためし要件の確認 大下 花 2023/03/29 19:56

3138 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 新規 通常 dsあｆ 冨田 健司 2023/03/02 13:43

3137 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 解決 通常 ｆｄさｇｆ 安西 博満 2023/03/29 19:56

3136 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 新規 通常 ｄさｆｄさｆさｄ 冨田 健司 2023/03/02 13:41

3134 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 2023/03/02 10:32

3133 互換性テスト サポート 進行中 通常 Redmine2.5の動作確認 末永 文 2023/03/02 10:32

3126 ECサイト構築 タスク 進行中 通常 マニュアル作成 水口 崇 2023/04/13 10:37

3125 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 2023/03/02 10:32

3124 ECサイト構築 タスク 新規 通常 テスト実施 米田 雛子 2023/03/29 17:45

3123 ECサイト構築 タスク 新規 通常 テスト仕様書作成 水口 崇 2023/03/02 10:32

3122 ECサイト構築 タスク 新規 通常 テスト観点作成 水口 崇 2023/03/02 10:32

3121 ECサイト構築 タスク 新規 通常 機能系開発 大橋 宏行 2023/04/11 17:03

3120 ECサイト構築 タスク 新規 通常 ステージングサーバ構築 冨田 健司 2023/03/02 10:32

3119 ECサイト構築 タスク 新規 通常 本番サーバ構築 冨田 健司 2023/03/02 10:32

3118 ECサイト構築 タスク 新規 通常 画面系開発  2023/05/08 14:43

3105 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 2023/05/08 14:42

3104 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 2023/03/27 17:35
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3103 ECサイト構築 タスク 新規 通常 サーバ詳細設計  2023/05/08 14:42

3101 ECサイト構築 タスク 新規 通常 エラーメッセージ一覧 水口 崇 2023/04/28 06:01

3100 ECサイト構築 タスク 新規 通常 表示メッセージ一覧 水口 崇 2023/03/29 20:07

3098 ECサイト構築 タスク 新規 通常 画面パラメータ一覧 水口 崇 2023/03/29 20:07

3097 ECサイト構築 タスク 新規 通常 ログ出力設計 水口 崇 2023/03/29 20:07

3095 ECサイト構築 タスク 新規 通常 機能詳細設計  2023/04/28 06:01

3086 製造管理 バグ 進行中 通常 バグ: A202103-XX8 切断A 機械 2023/03/02 10:32

3084 製造管理 バグ 新規 通常 バグ: A202103-XX6 切断D 機械 2023/03/02 10:32

3083 製造管理 サポート 進行中 通常 サポート: A202103-XX5 切断C 機械 2023/03/02 10:32

3082 製造管理 機能 新規 通常 機能: A202103-XX4 切断A 機械 2023/03/02 10:32

3081 製造管理 サポート 新規 通常 サポート: A202103-XX3 切断A 機械 2023/03/02 10:32

3080 製造管理 バグ 進行中 通常 バグ: A202103-XX2 コーティング1
機械

2023/03/02 10:32

3079 製造管理 バグ 進行中 通常 バグ: A202103-XX1 切断D 機械 2023/03/02 10:32

3078 製造管理 バグ 進行中 通常 バグ: A202103-XX0 切断D 機械 2023/03/02 10:32

3067 TestRailメインプロジェクト 機能 新規 通常 10 水口 崇 2023/03/02 10:32

3066 TestRailメインプロジェクト 機能 新規 通常 9 水口 崇 2023/03/02 10:32

3065 TestRailメインプロジェクト 機能 新規 通常 8 水口 崇 2023/03/02 10:32

3064 TestRailメインプロジェクト 機能 新規 通常 7 水口 崇 2023/03/02 10:32

3063 TestRailメインプロジェクト 機能 新規 通常 6 水口 崇 2023/03/02 10:32

3062 TestRailメインプロジェクト 機能 新規 通常 5 水口 崇 2023/03/02 10:32

3061 TestRailメインプロジェクト 機能 新規 通常 4 水口 崇 2023/03/23 14:37

3060 TestRailメインプロジェクト 機能 新規 通常 3 水口 崇 2023/03/23 14:37

3059 TestRailメインプロジェクト 機能 新規 通常 2 水口 崇 2023/03/23 14:37

3058 TestRailメインプロジェクト 機能 新規 通常 1 水口 崇 2023/03/23 14:37

3043 WF型開発プロジェクト 機能 新規 通常 運用設計 安井 久雄 2023/03/02 10:32

3042 WF型開発プロジェクト 機能 新規 通常 DB設計 冨田 健司 2023/03/02 10:32

3041 WF型開発プロジェクト 機能 新規 通常 UI設計 末永 文 2023/03/02 10:32

3040 WF型開発プロジェクト 機能 新規 通常 システム設計 末永 文 2023/03/02 10:32

3039 WF型開発プロジェクト 機能 新規 通常 基本設計 冨田 健司 2023/03/02 10:32

3038 WF型開発プロジェクト 機能 新規 通常 ユースケースの作成 大下 花 2023/03/02 10:32

3037 WF型開発プロジェクト 機能 新規 通常 ワイヤーフレームの作成 大下 花 2023/03/02 10:32

3036 WF型開発プロジェクト 機能 新規 通常 機能一覧の作成 末永 文 2023/03/02 10:32
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3035 WF型開発プロジェクト 機能 新規 通常 既存（競合）サービスの調査 川名 真里 2023/03/02 10:32

3034 WF型開発プロジェクト 機能 新規 通常 コンセプトの検討 冨田 健司 2023/03/02 10:32

3033 WF型開発プロジェクト 機能 新規 通常 要件定義 水口 崇 2023/03/02 10:32

3032 WF雛形 機能 新規 通常 リリース 水口 崇 2023/03/02 10:32

3031 WF雛形 機能 新規 通常 運用テスト 平岡 厚吉 2023/03/02 10:32

3030 WF雛形 機能 新規 通常 結合テスト 川名 真里 2023/03/02 10:32

3029 WF雛形 機能 新規 通常 単体テスト 大下 花 2023/03/02 10:32

3028 WF雛形 機能 新規 通常 製造（開発） 末永 文 2023/03/02 10:32

3027 WF雛形 機能 新規 通常 詳細設計 水口 崇 2023/03/02 10:32

3026 WF雛形 機能 新規 通常 基本設計 大下 花 2023/03/02 10:32

3025 WF雛形 機能 新規 通常 要件定義 宮本 吉之助 2023/03/02 10:32

3023 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_水口 崇_29 水口 崇 2023/03/02 10:32

3022 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_平岡 厚吉_28 平岡 厚吉 2023/03/02 10:32

3014 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_冨田 健司_20 冨田 健司 2023/03/02 10:32

3012 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_大橋 宏行_18 大橋 宏行 2023/03/02 10:32

3011 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_水口 崇_17 水口 崇 2023/03/02 10:32

3009 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_安西 博満_15 安西 博満 2023/03/02 10:32

3006 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_宮本 吉之助_12 宮本 吉之助 2023/03/02 10:32

3005 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_末永 文_11 末永 文 2023/03/02 10:32

3004 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_林 美琴_10 林 美琴 2023/03/02 10:32

3002 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_水口 崇_8 水口 崇 2023/03/02 10:32

3001 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_安井 久雄_7 安井 久雄 2023/03/02 10:32

2999 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_平岡 厚吉_5 平岡 厚吉 2023/03/02 10:32

2995 製造管理 機能 進行中 通常 製造管理_大橋 宏行_1 大橋 宏行 2023/03/02 10:32

2945 TestRail負荷テストプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST02_川名 真里_11 川名 真里 2023/03/02 10:31

2942 TestRail負荷テストプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST02_平岡 厚吉_8 平岡 厚吉 2023/03/02 10:31

2941 TestRail負荷テストプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST02_大橋 宏行_7 大橋 宏行 2023/03/02 10:31

2940 TestRail負荷テストプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST02_大下 花_6 大下 花 2023/03/02 10:31

2939 TestRail負荷テストプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST02_宮本 吉之助_5 宮本 吉之助 2023/03/02 10:31

2935 TestRail負荷テストプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST02_川名 真里_1 川名 真里 2023/03/02 10:31

2934 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_安西 博満_30 安西 博満 2023/03/02 10:31

2933 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_川名 真里_29 川名 真里 2023/03/02 10:31

2932 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_大下 花_28 大下 花 2023/03/02 10:31
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2931 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_大下 花_27 大下 花 2023/03/02 10:31

2926 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_川名 真里_22 川名 真里 2023/03/02 10:31

2925 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_川名 真里_21 川名 真里 2023/03/02 10:31

2924 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_大橋 宏行_20 大橋 宏行 2023/03/02 10:31

2923 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_川名 真里_19 川名 真里 2023/03/02 10:31

2921 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_安西 博満_17 安西 博満 2023/03/02 10:31

2920 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_大下 花_16 大下 花 2023/03/02 10:31

2916 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_冨田 健司_12 冨田 健司 2023/03/02 10:31

2914 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_末永 文_10 末永 文 2023/03/02 10:31

2913 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_大橋 宏行_9 大橋 宏行 2023/03/02 10:31

2910 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_末永 文_6 末永 文 2023/03/02 10:31

2908 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_平岡 厚吉_4 平岡 厚吉 2023/03/02 10:31

2906 TestRailメインプロジェクト 機能 進行中 通常 TEST01_平岡 厚吉_2 平岡 厚吉 2023/03/02 10:31

2903 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_平岡 厚吉_29 平岡 厚吉 2023/03/02 10:31

2902 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_平岡 厚吉_28 平岡 厚吉 2023/03/02 10:31

2901 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_末永 文_27 末永 文 2023/03/02 10:31

2900 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_末永 文_26 末永 文 2023/03/02 10:31

2896 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_安西 博満_22 安西 博満 2023/03/02 10:31

2893 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_安井 久雄_19 安井 久雄 2023/03/02 10:31

2892 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_冨田 健司_18 冨田 健司 2023/03/02 10:31

2891 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_林 美琴_17 林 美琴 2023/03/02 10:31

2888 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_水口 崇_14 水口 崇 2023/03/02 10:31

2887 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_水口 崇_13 水口 崇 2023/03/02 10:31

2881 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_安西 博満_7 安西 博満 2023/03/02 10:31

2880 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_安西 博満_6 安西 博満 2023/03/02 10:31

2879 WF型開発プロジェクト 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 2023/03/02 10:31

2878 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_冨田 健司_4 冨田 健司 2023/03/02 10:31

2877 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_川名 真里_3 川名 真里 2023/03/02 10:31

2875 WF型開発プロジェクト 機能 進行中 通常 WFサンプルプロジェク_平岡 厚吉_1 平岡 厚吉 2023/03/02 10:31

2862 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_末永 文_18 末永 文 2023/03/02 10:31

2860 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_平岡 厚吉_16 平岡 厚吉 2023/03/02 10:31

2859 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_冨田 健司_15 冨田 健司 2023/03/02 10:31

2858 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_大橋 宏行_14 大橋 宏行 2023/03/02 10:31
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2853 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_林 美琴_9 林 美琴 2023/03/02 10:31

2852 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_宮本 吉之助_8 宮本 吉之助 2023/03/02 10:31

2847 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_水口 崇_3 水口 崇 2023/03/02 10:31

2845 WF雛形 機能 進行中 通常 WF雛形_大下 花_1 大下 花 2023/03/02 10:31

2842 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_28 川名 真里 2023/03/02 10:30

2837 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_水口 崇_23 水口 崇 2023/03/02 10:30

2836 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_22 林 美琴 2023/03/02 10:30

2835 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_21 平岡 厚吉 2023/03/02 10:30

2833 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_水口 崇_19 水口 崇 2023/03/02 10:30

2831 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_17 林 美琴 2023/03/02 10:30

2829 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_宮本 吉之助_15 宮本 吉之助 2023/03/02 10:30

2819 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_宮本 吉之助_5 宮本 吉之助 2023/03/02 10:30

2817 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_3 末永 文 2023/03/02 10:30

2815 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_宮本 吉之助_1 宮本 吉之助 2023/03/02 10:30

2813 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_29 安井 久雄 2023/03/02 10:30

2810 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)_大橋 宏行_26 大橋 宏行 2023/03/02 10:30

2809 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_25 安西 博満 2023/03/02 10:30

2807 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)_大下 花_23 大下 花 2023/03/02 10:30

2803 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_19 安井 久雄 2023/03/02 10:30

2802 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_18 宮本 吉之助 2023/03/02 10:30

2801 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)_冨田 健司_17 冨田 健司 2023/03/02 10:30

2798 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 2023/03/02 10:30

2796 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)_冨田 健司_12 冨田 健司 2023/03/02 10:30

2794 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)_冨田 健司_10 冨田 健司 2023/03/02 10:30

2793 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_9 安井 久雄 2023/03/02 10:30

2791 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_7 末永 文 2023/03/02 10:30

2790 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_6 平岡 厚吉 2023/03/02 10:30

2789 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_5 平岡 厚吉 2023/03/02 10:30

2784 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)_大下 花_30 大下 花 2023/03/02 10:29

2782 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)_林 美琴_28 林 美琴 2023/03/02 10:29

2778 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_24 末永 文 2023/03/02 10:29

2777 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_23 宮本 吉之助 2023/03/02 10:29

2775 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)_大下 花_21 大下 花 2023/03/02 10:29
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2774 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)_大橋 宏行_20 大橋 宏行 2023/03/02 10:29

2772 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_18 水口 崇 2023/03/02 10:29

2770 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_16 水口 崇 2023/03/02 10:29

2768 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_14 安西 博満 2023/03/02 10:29

2767 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_13 安西 博満 2023/03/02 10:29

2766 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)_大橋 宏行_12 大橋 宏行 2023/03/02 10:29

2765 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_11 安西 博満 2023/03/02 10:29

2764 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_10 冨田 健司 2023/03/02 10:29

2760 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)_大橋 宏行_6 大橋 宏行 2023/03/02 10:29

2759 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_5 水口 崇 2023/03/02 10:29

2757 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_3 宮本 吉之助 2023/03/02 10:29

2756 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_2 川名 真里 2023/03/02 10:29

2755 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)_大下 花_1 大下 花 2023/03/02 10:29

2754 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 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_30

宮本 吉之助 2023/03/02 10:29

2752 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 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_28 安井 久雄 2023/03/02 10:29

2750 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_大下 花_26 大下 花 2023/03/02 10:29

2749 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 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_25 水口 崇 2023/03/02 10:29

2748 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 機能 進行中 通常 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_大下 花_24 大下 花 2023/03/02 10:29

2747 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 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_23 平岡 厚吉 2023/03/02 10:29

2744 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 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_20 平岡 厚吉 2023/03/02 10:29

2741 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 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_17 大橋 宏行 2023/03/02 10:29

2740 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 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_16 林 美琴 2023/03/02 10:29

2739 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 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_15 安井 久雄 2023/03/02 10:29

2738 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 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_14 大橋 宏行 2023/03/02 10:29

2733 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 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_9

宮本 吉之助 2023/03/02 10:29

2732 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 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_8 平岡 厚吉 2023/03/02 10:29

2731 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 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_7 林 美琴 2023/03/02 10:29

2728 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 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_4 末永 文 2023/03/02 10:29

2727 携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2) 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_3 冨田 健司 2023/03/02 10:29

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)_宮本 吉之助_30 宮本 吉之助 2023/03/02 10:29

2722 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_28 林 美琴 2023/03/02 10:29

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)_平岡 厚吉_27 平岡 厚吉 2023/03/02 10:29
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2717 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_23 安西 博満 2023/03/02 10:29

2716 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_22 宮本 吉之助 2023/03/02 10:29

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)_林 美琴_21 林 美琴 2023/03/02 10:29

2714 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_20 末永 文 2023/03/02 10:29

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)_川名 真里_18 川名 真里 2023/03/02 10:29

2710 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 2023/03/02 10:29

2708 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_14 宮本 吉之助 2023/03/02 10:29

2707 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)_平岡 厚吉_13 平岡 厚吉 2023/03/02 10:29

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)_安西 博満_12 安西 博満 2023/03/02 10:29

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)_大下 花_11 大下 花 2023/03/02 10:29

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)_宮本 吉之助_10 宮本 吉之助 2023/03/02 10:29

2698 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_4 安井 久雄 2023/03/02 10:29

2697 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_3 水口 崇 2023/03/02 10:29

2696 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_2 宮本 吉之助 2023/03/02 10:29

2695 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_1 安西 博満 2023/03/02 10:29

2694 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_30 宮本 吉之助 2023/05/09 16:38

2689 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_25 平岡 厚吉 2023/05/09 16:39

2686 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)_大下 花_22 大下 花 2023/03/02 10:28

2685 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)_川名 真里_21 川名 真里 2023/03/02 10:28

2684 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)_林 美琴_20 林 美琴 2023/03/02 10:28

2683 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)_川名 真里_19 川名 真里 2023/03/02 10:28

2682 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)_末永 文_18 末永 文 2023/03/02 10:28

2676 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_12 宮本 吉之助 2023/03/02 10:28

2674 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_10 水口 崇 2023/03/02 10:28

2673 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)_川名 真里_9 川名 真里 2023/03/02 10:28

2671 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)_大下 花_7 大下 花 2023/03/02 10:28

2670 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)_安西 博満_6 安西 博満 2023/03/02 10:28

2669 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)_末永 文_5 末永 文 2023/03/02 10:28

2667 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)_大橋 宏行_3 大橋 宏行 2023/03/02 10:28

2666 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_2 平岡 厚吉 2023/03/02 10:28

2665 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)_末永 文_1 末永 文 2023/03/02 10:28

2663 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_大下 花_29 大下 花 2023/03/02 10:28

2661 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_安井 久雄_27 安井 久雄 2023/03/02 10:28
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2660 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_川名 真里_26 川名 真里 2023/03/02 10:28

2659 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_平岡 厚吉_25 平岡 厚吉 2023/03/02 10:28

2658 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_安井 久雄_24 安井 久雄 2023/03/02 10:28

2654 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_水口 崇_20 水口 崇 2023/04/07 17:31

2653 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_安井 久雄_19 安井 久雄 2023/03/02 10:28

2652 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_安井 久雄_18 安井 久雄 2023/03/02 10:28

2651 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_安西 博満_17 安西 博満 2023/04/12 00:02

2645 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_冨田 健司_11 冨田 健司 2023/03/02 10:28

2644 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_大橋 宏行_10 大橋 宏行 2023/03/02 10:28

2641 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_平岡 厚吉_7 平岡 厚吉 2023/03/02 10:28

2640 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_宮本 吉之助_6 宮本 吉之助 2023/03/02 10:28

2639 互換性テスト 機能 進行中 通常 互換性テスト_安西 博満_5 安西 博満 2023/04/12 00:02

2629 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_大下 花_25 大下 花 2023/03/02 10:27

2623 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_林 美琴_19 林 美琴 2023/03/02 10:27

2622 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_18 安西 博満 2023/03/02 10:27

2621 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_平岡 厚吉_17 平岡 厚吉 2023/03/02 10:27

2620 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_16 安西 博満 2023/03/02 10:27

2619 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_安井 久雄_15 安井 久雄 2023/03/02 10:27

2618 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_平岡 厚吉_14 平岡 厚吉 2023/03/02 10:27

2617 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_13 冨田 健司 2023/03/02 10:27

2612 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_8 宮本 吉之助 2023/03/02 10:27

2607 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_安井 久雄_3 安井 久雄 2023/03/02 10:27

2606 顧客ヒアリング 機能 進行中 通常 顧客ヒアリング_林 美琴_2 林 美琴 2023/03/02 10:27

2604 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_安西 博満_30 安西 博満 2023/04/12 00:02

2603 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_宮本 吉之助_29 宮本 吉之助 2023/03/02 10:27

2602 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_川名 真里_28 川名 真里 2023/03/02 10:27

2600 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_冨田 健司_26 冨田 健司 2023/03/02 10:27

2599 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_大橋 宏行_25 大橋 宏行 2023/03/02 10:27

2597 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_冨田 健司_23 冨田 健司 2023/04/07 17:22

2596 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_安西 博満_22 安西 博満 2023/04/12 00:02

2593 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_水口 崇_19 水口 崇 2023/03/02 10:27

2592 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 2023/03/02 10:27

2588 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_宮本 吉之助_14 宮本 吉之助 2023/03/02 10:27
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2587 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_平岡 厚吉_13 平岡 厚吉 2023/03/02 10:27

2586 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_平岡 厚吉_12 平岡 厚吉 2023/04/26 17:04

2585 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_大橋 宏行_11 大橋 宏行 2023/03/02 10:27

2584 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_安西 博満_10 安西 博満 2023/04/26 17:04

2583 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_大橋 宏行_9 大橋 宏行 2023/03/02 10:27

2580 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_大橋 宏行_6 大橋 宏行 2023/03/02 10:27

2576 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_末永 文_2 末永 文 2023/03/02 10:27

2575 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 UI・UXデザイン_安井 久雄_1 安井 久雄 2023/03/02 10:27

2571 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_27 林 美琴 2023/05/16 09:57

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)_安井 久雄_26 安井 久雄 2023/03/23 14:35

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)_林 美琴_25 林 美琴 2023/05/03 13:36

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)_大橋 宏行_23 大橋 宏行 2023/05/03 13:36

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_21 大橋 宏行 2023/04/25 18:31

2564 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_20 末永 文 2023/05/16 09:58

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)_宮本 吉之助_19 宮本 吉之助 2023/05/03 13:36

2562 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_18 川名 真里 2023/05/03 13:36

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)_宮本 吉之助_17 宮本 吉之助 2023/05/16 09:58

2560 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)_水口 崇_16 水口 崇 2023/05/16 09:58

2558 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)_水口 崇_14 水口 崇 2023/05/16 09:58

2557 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_13 川名 真里 2023/04/25 18:31

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)_冨田 健司_12 冨田 健司 2023/05/16 09:57

2555 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_11 平岡 厚吉 2023/05/19 09:12

2548 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)_水口 崇_4 水口 崇 2023/05/19 09:12

2546 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_2 冨田 健司 2023/05/16 09:58

2544 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 在庫更新 水口 崇 2023/03/02 10:25

2543 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 パスワード再発行 水口 崇 2023/03/02 10:25

2542 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 川名 真里 2023/03/02 10:25

2541 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 商品詳細表示 安西 博満 2023/04/18 11:26

2540 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 平岡 厚吉 2023/03/02 10:25

2539 商品管理システム(Kanban) バグ 新規 通常 在庫管理画面 川名 真里 2023/03/02 10:25

2538 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 宮本 吉之助 2023/03/02 10:25

2537 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 モック画面作成 水口 崇 2023/04/13 11:34

2536 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 宮本 吉之助 2023/03/02 10:25
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2535 商品管理システム(Kanban) QA 新規 通常 パフォーマンス測定 大下 花 2023/03/02 10:25

2534 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 Rails5移行検証  2023/03/02 10:25

2533 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 川名 真里 2023/03/02 10:25

2532 商品管理システム(Kanban) サポート 新規 通常 Rails5移行見積  2023/03/02 10:25

2531 商品管理システム(Kanban) タスク 新規 通常 ヒアリング予定  2023/03/02 10:25

2530 商品管理システム(Kanban) QA 新規 通常 ご要望の検討  2023/03/02 10:25

2529 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  2023/03/02 10:25

2528 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 パフォーマンス改善 安西 博満 2023/04/13 11:34

2527 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 宮本 吉之助 2023/03/02 10:25

2526 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 宮本 吉之助 2023/03/02 10:25

2525 商品管理システム(Kanban) サポート 進行中 通常 DB移行作業 宮本 吉之助 2023/03/02 10:25

2523 商品管理システム(Kanban) QA 進行中 通常 チケット作成の仕様 大下 花 2023/03/02 10:25

2522 商品管理システム(Kanban) QA 進行中 通常 Lychee Gantt Chartの価格 大下 花 2023/03/02 10:25

2516 商品管理システム(Kanban) 機能 フィードバック 通常 検索機能 平岡 厚吉 2023/04/18 11:26

2515 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  2023/03/02 10:25

2514 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 Redmine 3.3対応  2023/03/02 10:25

2513 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 スマホアプリ画面  2023/03/02 10:25

2512 商品管理システム(Kanban) バグ 新規 通常 ユーザ権限管理  2023/03/02 10:25

2511 商品管理システム(Kanban) バグ 新規 通常 OSSライブラリ修正  2023/03/02 10:25

2510 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 メール通知  2023/03/02 10:25

2509 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 安井 久雄 2023/03/02 10:25

2508 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 外部公開APIの作成 安井 久雄 2023/03/02 10:25

2507 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 開発環境のDocker化 安井 久雄 2023/03/02 10:25

2506 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 水口 崇 2023/03/02 10:25

2505 商品管理システム(Kanban) 機能 新規 通常 CIツール導入 水口 崇 2023/04/18 11:26

2504 商品管理システム(Kanban) 機能 解決 通常 ユーザ削除 水口 崇 2023/04/18 11:21

2503 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 水口 崇 2023/03/02 10:25

2502 商品管理システム(Kanban) 機能 進行中 通常 ログイン認証 安西 博満 2023/04/13 11:35

2501 商品管理システム(Kanban) 機能 進行中 通常 商品修正 平岡 厚吉 2023/04/18 11:26

2500 商品管理システム(Kanban) 機能 進行中 通常 検索結果表示 川名 真里 2023/04/18 11:26

2499 商品管理システム(Kanban) 機能 進行中 通常 商品管理画面 安西 博満 2023/04/18 11:26

2497 商品管理システム(Kanban) 機能 進行中 通常 webpackの導入 安井 久雄 2023/04/18 11:26

2496 商品管理システム(Kanban) 機能 進行中 通常 フロントエンド技術調査 安井 久雄 2023/03/15 17:16
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2495 商品管理システム(Kanban) 機能 解決 通常 テスト仕様書作成 水口 崇 2023/04/18 11:22

2494 商品管理システム(Kanban) 機能 進行中 通常 商品テストデータ登録 水口 崇 2023/03/02 10:25

2493 商品管理システム(Kanban) 機能 進行中 通常 メールアドレス変更 水口 崇 2023/04/06 18:24

2488 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 大橋 宏行 2023/03/02 10:25

2487 互換性テスト バグ 進行中 通常 Ruby 2.3.1の動作確認 川名 真里 2023/03/27 16:08

2486 互換性テスト バグ 進行中 通常 Redmine2.5の動作確認 宮本 吉之助 2023/03/27 16:08

2485 顧客ヒアリング サポート 進行中 通常 Windowsサーバーのサポート 安西 博満 2023/03/02 10:25

2484 顧客ヒアリング バグ 進行中 通常 新機能のアンケート 宮本 吉之助 2023/03/02 10:25

2483 顧客ヒアリング サポート 進行中 通常 表示速度の改善 水口 崇 2023/03/02 10:25

2482 UI・UXデザイン サポート 進行中 通常 コメント欄の折り返し機能 大橋 宏行 2023/03/19 09:11

2481 UI・UXデザイン サポート 進行中 通常 ツールチップに項目追加 安井 久雄 2023/03/19 09:11

2480 UI・UXデザイン 機能 進行中 通常 ボタンデザイン修正 平岡 厚吉 2023/03/02 10:25

2479 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 川名 真里 2023/03/02 10:25

2476 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 安西 博満 2023/04/18 16:23

2475 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 2023/04/07 16:26

2474 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 フィードバック 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 大橋 宏行 2023/04/07 16:26

2473 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 大下 花 2023/03/02 10:25

2472 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 宮本 吉之助 2023/03/02 10:25

2471 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 川名 真里 2023/04/07 16:26

2470 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 2023/03/02 10:25

2469 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 平岡 厚吉 2023/03/02 10:25

2468 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 フィードバック 通常 プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク 安井 久雄 2023/03/27 17:43

2467 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 2023/03/02 10:25

2466 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 安西 博満 2023/03/02 10:25

2464 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 宮本 吉之助 2023/03/02 10:25

2463 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 水口 崇 2023/03/02 10:25

2462 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 林 美琴 2023/03/02 10:25

2461 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 平岡 厚吉 2023/03/02 10:25

2460 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 安井 久雄 2023/03/02 10:25

2459 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 宮本 吉之助 2023/03/02 10:25

2458 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 林 美琴 2023/03/02 10:25

2457 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 大橋 宏行 2023/03/23 14:40

2455 Redmineプラグインの開発(LGC) サポート 解決 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 水口 崇 2023/03/23 14:40
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2453 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 安井 久雄 2023/03/02 10:25

2452 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 川名 真里 2023/03/02 10:25

2451 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 安西 博満 2023/03/02 10:25

2450 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 2023/03/02 10:25

2449 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 2023/03/02 10:25

2448 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 2023/03/23 14:40

2445 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 安井 久雄 2023/03/02 10:25

2444 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 末永 文 2023/03/02 10:25

2443 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 2023/03/02 10:25

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 後続タスク 安西 博満 2023/03/02 10:25

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 大下 花 2023/03/02 10:25

2440 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 林 美琴 2023/03/02 10:25

2439 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 大橋 宏行 2023/03/02 10:25

2438 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 2023/03/02 10:25

2437 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 安井 久雄 2023/03/02 10:25

2436 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 2023/03/02 10:25

2435 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 2023/03/02 10:25

2434 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 安西 博満 2023/03/02 10:25

2433 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 水口 崇 2023/03/02 10:25

2432 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 2023/03/02 10:25

2431 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 安井 久雄 2023/03/28 16:41

2430 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 2023/03/02 10:25

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 関連タスク 林 美琴 2023/03/02 10:25

2428 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 冨田 健司 2023/03/02 10:25

2427 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 末永 文 2023/03/28 16:41

2426 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 安西 博満 2023/03/02 10:25

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 平岡 厚吉 2023/03/02 10:25

2424 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 水口 崇 2023/03/02 10:25

2423 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 安西 博満 2023/03/02 10:25

2422 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 水口 崇 2023/03/02 10:25

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 林 美琴 2023/03/02 10:25

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 大橋 宏行 2023/03/02 10:25

2418 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 大下 花 2023/03/27 17:39
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2417 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 大下 花 2023/03/02 10:25

2416 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 2023/03/02 10:25

2415 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 安井 久雄 2023/03/02 10:25

2414 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 大下 花 2023/03/02 10:25

2413 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 林 美琴 2023/03/02 10:25

2412 Redmineプラグインの開発(LGC) バグ 解決 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 安西 博満 2023/03/28 16:41

2411 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 安西 博満 2023/03/02 10:25

2408 Redmineプラグインの開発(LGC) 機能 フィードバック 通常 プラグイン開発 第3フェーズ タスク 宮本 吉之助 2023/03/30 08:58

2406 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 2023/03/02 10:25
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