
     

       

         

     

                                
               

       

     

       

         

     

                                
               

       

Anaplan 2021年5月
プラットフォーム
アップデート
Anaplan Japan 株式会社



     

       

         

     

                                
               

       

Agenda

01 Anaplan プラットフォームロードマップ概要
Anaplanの拡張における6つの柱をご紹介

02 2021年5月度リリース概要
2021年5月度のリリース情報を6つの柱別にご紹介

04 2021年6月度リリース予定とメンテナンス日のご連絡
2021年6月度のリリース予定内容とAnaplanプラットフォームのメンテナンス日（日本時間）のご案内

03 2021年5月度 Idea Exchangeからリリースされた機能
Communityサイト上のIdea Exchange（お客様・パートナーからの機能要望）から5月度にリリースされた機能のご紹介



     

       

         

     

                                
               

       

協同的かつ直感的で、

パーソナライズされた

ユーザーエクスペリエンス

投資の未来を約束する

エンタープライズ級の
プラットフォーム

データとユーザーを守る堅牢な

セキュリティによる安心感

高度な予測および最適化機能に

よるリアルタイム インテリジェンス
インサイト

最高のパートナーエコシステム

による優れた相互互換性

比類ない柔軟性によりビジネスを

エンコード/デコードするモデル

         

 

  

 

        
          

        
          

 

  

 

         
         

 

  

 

      
       

       

        

     

         

         

           

       

       

     

                       

                       

         
         
     

         
         
     

                       

                       

         
         
     

         
         
     

         

   

       
          

          
       

        
       

       
          
      

         

         

                  

         
         
     

 
 
 

                       

スケーラビリティ

セキュリティ

Anaplan プラットフォーム ロードマップ概要

プランニング＆
モデリング

インテリジェンス

拡張性

ユーザー
エクスペリエンス
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UXの機能アップデート Add-in、APIのアップデート

• アプリ単位のページアクセス制御

• チャート設定のアップデート

• ネストした行列の幅調整

• モバイルのプッシュ通知

• モバイルでのインタラクティブなチャート表示

• スラックへの通知機能

• コメントの削除機能

• ページ共有機能でのコンテキストセレクタ情報の共有

• Anaplan Connectのアップデート

• Transactional APIのアップデート

2021年5月度リリース概要02

ユーザー
エクスペリエンス

拡張性

https://community.anaplan.com/t5/Releases/May-2021-Releases-and-June-Sneak-Peek/ba-p/110160

モデリングのアップデート

• New Modeling Experience

プランニング＆
モデリング

セキュリティ

• CIM User Admin管理画面

セキュリティのアップデート

https://community.anaplan.com/t5/Releases/March-2021-Releases-and-April-Sneak-Peak/ba-p/104378
https://community.anaplan.com/t5/Releases/May-2021-Releases-and-June-Sneak-Peek/ba-p/110160


     

       

         

     

                                
               

       

• New Modeling Experience

2021年5月度リリース概要– モデリングのアップデート02

新しいモデリング画面がリリースされました。関数構文のハイライトにより可読性の向上、ナビゲーションパネルからのモデル間の移
動、モデルへのダイレクトリンクなどが可能となりました。Home>Models画面でトグルをONにすることで新しいモデリング画面を使
用することができます。

プランニング＆
モデリング

https://community.anaplan.com/t5/Releases/Explore-the-New-Modeling-Experience/ba-p/107074


     

       

         

     

                                
               

       

2021年5月度リリース概要 - UXの機能アップデート(1/5)02

ユーザー
エクスペリエンス

アプリ配下の全ページのアクセス権限を１画面で制御設定することができるようになりました。これによりページごとの確認が不
要となり一元管理が可能となり操作性、生産性が向上します。

• アプリ単位のページアクセス制御

https://community.anaplan.com/t5/Releases/May-2021-Releases-and-June-Sneak-Peek/ba-p/110160


     

       

         

     

                                
               

       

2021年5月度リリース概要 - UXの機能アップデート(2/5)02

ユーザー
エクスペリエンス

モデルビルダーによりチャートのラベルと軸の色を変更することができるようになりました。

• チャート設定のアップデート

https://community.anaplan.com/t5/Releases/May-2021-Releases-and-June-Sneak-Peek/ba-p/110160

https://community.anaplan.com/t5/Releases/March-2021-Releases-and-April-Sneak-Peak/ba-p/104378
https://community.anaplan.com/t5/Releases/May-2021-Releases-and-June-Sneak-Peek/ba-p/110160


     

       

         

     

                                
               

       

2021年5月度リリース概要 - UXの機能アップデート(3/5)02

ユーザー
エクスペリエンス

ネストしたグリッドの行列の幅を変更することができるようになりました。グリッド上のマウス操作で変更が可能です。

• ネストした行列の幅調整

https://community.anaplan.com/t5/Releases/May-2021-Releases-and-June-Sneak-Peek/ba-p/110160

https://community.anaplan.com/t5/Releases/March-2021-Releases-and-April-Sneak-Peak/ba-p/104378
https://community.anaplan.com/t5/Releases/May-2021-Releases-and-June-Sneak-Peek/ba-p/110160


     

       

         

     

                                
               

       

2021年5月度リリース概要 - UXの機能アップデート(4/5)02

ユーザー
エクスペリエンス

コメントでメンション＠をされたときに、モバイルやタブレットのデバイスでAnaplanアプリから通知を受け取ることができるように
なりました。

• モバイルのプッシュ通知

https://help.anaplan.com/4c7dce39-1e4c-4431-95e9-2abc300b92e2-Notifications-on-mobile


     

       

         

     

                                
               

       

2021年5月度リリース概要 - UXの機能アップデート(5/5)02

ユーザー
エクスペリエンス

カードの最大化をすることなくKPIスパークラインの数値を確認できるようになりました。また、チャートの凡例のオン/オフ操作に
よりチャート上でデータの表示/非表示の変更、およびチャートをピンチ＆ズームすることで拡大して確認ができるようになりまし
た。

• モバイルでのインタラクティブなチャート表示

ページ共有がされたときやコメントでメンション＠を付けた際にスラックへ通知ができるようになりました。

• スラックへの通知機能

カードへ投稿したコメントを削除できるようになりました。

• コメントの削除機能

ページ共有時にユーザが選択していたコンテキストセレクタのアイテムが選択された状態でページ共有できるようになりました。
これにより、ページを共有したユーザは必要な情報をピンポイントで共有することができます。

• ページ共有機能でのコンテキストセレクタ情報の共有

https://community.anaplan.com/t5/Releases/May-2021-Releases-and-June-Sneak-Peek/ba-p/110160

https://community.anaplan.com/t5/Releases/March-2021-Releases-and-April-Sneak-Peak/ba-p/104378
https://community.anaplan.com/t5/Releases/May-2021-Releases-and-June-Sneak-Peek/ba-p/110160


     

       

         

     

                                
               

       

2021年5月度リリース概要– セキュリティのアップデート02

User Adminは、Administration管理画面からワークスペースへのユーザの追加、削除ができるようになりました。
現時点は並行してWorkspace Adminもこれまでどおりユーザの追加、削除が可能です。

• CIM User Admin管理画面

セキュリティ

https://community.anaplan.com/t5/Releases/CIM-User-Admin-role-and-functionality/ba-p/105108

https://help.anaplan.com/aaf12b66-e782-4aba-a35b-d0e8e66aba85-User-administrator
https://community.anaplan.com/t5/Releases/March-2021-Releases-and-April-Sneak-Peak/ba-p/104378
https://community.anaplan.com/t5/Releases/CIM-User-Admin-role-and-functionality/ba-p/105108


     

       

         

     

                                
               

       

• Anaplan Connectのアップデート

2021年5月度リリース概要 - Add-in、APIのアップデート02

Anaplan Connect v2.0.0で最新のAPIバージョンを使用できるようになりました。さらに以下の機能が拡張されました。
拡張性

拡張機能

• ワークスペース名称とモデルの名称を使用したパラメータの設定
• ワークスペースと割当容量、使用容量(Bytes)の一覧を表示
• モデルの使用容量(Bytes)の一覧を表示
• モデル内のモジュールと保存ビューの一覧を取得
• リスト数、Numberedリストの数、Numberedリストの現在の

Index値などの詳細を表示
• エクスポートアクションを使用せずにモジュールとビューの名称を指定
することでセルのデータを直接取得（最大100万アイテム）

• エクスポートアクションを使用せずにリストの名称を指定することでリ
ストのアイテムのデータを直接取得（最大100万アイテム）

• バグの修正

https://community.anaplan.com/t5/Releases/Updated-capabilities-for-Anaplan-Connect/ba-p/108523

https://help.anaplan.com/en/03144015-44e0-4f28-8cee-13e7ae9d9077-Anaplan-Connect
https://community.anaplan.com/t5/Releases/March-2021-Releases-and-April-Sneak-Peak/ba-p/104378
https://community.anaplan.com/t5/Releases/Updated-capabilities-for-Anaplan-Connect/ba-p/108523


     

       

         

     

                                
               

       

• Transactional APIのアップデート

2021年5月度リリース概要 - Add-in、APIのアップデート02

リストアイテムの更新、モデルの詳細なプロパティ情報をクエリすることができるようになりました。APIを利用することにより、インポー
トやエクスポートのアクションを作成することなくリストを更新できます。これによりモデルの可視性を高め、特定にプロパティが変更
されたかをすぐに判断できるようになりました。

拡張性

拡張機能

リストAPI
• インポートアクションを使用せずリストアイテムを追加
• インポートアクションを使用せずリストアイテムを更新
• デリートアクションを使用せずリストアイテムを削除

メタデータAPI
• Versionsの情報を取得
• VersionsのSwitchoverの値を更新

https://community.anaplan.com/t5/Releases/Enhancements-to-Anaplan-Transactional-APIs-List-amp-Model/ba-p/109747

https://help.anaplan.com/anapedia/Content/Data_Integrations/Anaplan_API_Guide.html
https://community.anaplan.com/t5/Releases/March-2021-Releases-and-April-Sneak-Peak/ba-p/104378
https://community.anaplan.com/t5/Releases/Enhancements-to-Anaplan-Transactional-APIs-List-amp-Model/ba-p/109747


     

       

         

     

                                
               

       

Idea Exchange(リンク）を通じてお客様やパートナーからAnaplanプラットフォームに対するご要望をお受けしており、
その中から重要度等を勘案して適宜リリース*しております。 5月度にIdea Exchangeからリリースされた機能は下記の
通りです。 *ご要望の機能や改修が行われることを保証してはおりません。

2021年5月度 Idea Exchangeからリリースされた機能03

NUX Comments - Delete & Tag

*詳細は6-10ページ目「2021年5月度リリース概要 – UXの機能アップデート」をご確認ください。

NUX Resize nested dimension columns

Change column width for nested list dimensions in Anaplan UX

https://community.anaplan.com/t5/Idea-Exchange/idb-p/AnaplanIdeas
https://community.anaplan.com/t5/Idea-Exchange/NUX-Comments-Delete-amp-Tag/idi-p/90205
https://community.anaplan.com/t5/Idea-Exchange/NUX-Resize-nested-dimension-columns/idi-p/89481
https://community.anaplan.com/t5/Idea-Exchange/Change-column-width-for-nested-list-dimensions-in-Anaplan-UX/idi-p/91127


     

       

         

     

                                
               

       

New UXの機能アップデート

2021年6月度リリース予定とメンテナンス日のご連絡04

ユーザー
エクスペリエン

ス

2021年6月5日(日) 5:00 AM～9:00AM (予定)
2021年6月19日(日) 5:00 AM～9:00AM (予定)
**更新情報は下記よりご確認ください。
https://status.anaplan.com/

メンテナンス日のご連絡

*注意：ここに記載されている情報は、リリース開始までに変更される可能性があります。この投稿は、特定の時間枠までに機能を提供することを約束するものではなく、製品の機能強化

はリリース前に変更される可能性があります。

• モバイルでのグリッドの機能強化

• 新しいログインページのリリース

サポート停止のお知らせ
ユーザー

エクスペリエン
ス

• 2021年8月17日をもってInternet Explorerと
Microsoft Edge Legacyのサポートを停止

https://status.anaplan.com/


     

       

         

     

                                
               

       

     

       

         

     

                                
               

       

Thank you!


