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1. はじめに 

本ドキュメントでは、SkyVisualEditor で提供されている AppComponent の仕組みを使って提供する機能です。 

SkyVisualEditor 、AppComponent に関する基本的な情報は別途 SkyVisualEditor のマニュアルをご参照くださ

い。 

また提供元の TerraSky Labs は株式会社テラスカイのエンジニアや SkyVisualEditor 開発スタッフ、その他スタッフが

作成したアプリケーションを AppComponent 化して SkyVisualEditor ユーザーコミュニティに共有するプログラムです。

TerraSky Labs から提供するアプリケーションは無償で利用する事が出来ますが、公式な SkyVisualEditor のプロダク

トではなく、コミュニティ主導のプロジェクトです。TerraSky Labs のアプリケーションでは SkyVisualEditor のサポートを受

けられない事に注意して下さい。 

 

2. 注意事項 

(1) 利用許諾条件 

本マニュアルに掲載されている機能は、次の条件のいずれかを満たす場合にのみ利用を許諾いたします。 

✓ SkyVisualEditorのライセンス契約を締結されている場合 
✓ SkyVisualEditorの無償評価期間中（30日間）の場合 

(2) お客様へのお願い 

本マニュアルを無断で複製、転載することを禁止します。 

本マニュアルは万全を期して作成されていますが、万一不明な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がございまし

たら弊社までご連絡ください。 

本マニュアルによって作成された成果物は使用者の責任でご使用、公開をしてください。ご使用の結果、万一トラブ

ルおよび訴訟等が発生しましても、あらゆる直接、または間接の損害および損失につきまして、弊社は一切責任を負

わないものとします。あらかじめご了承ください。 

本マニュアルに記載されている内容は、改善のため予告なしに変更されることがあります。 

(3) 商標について 

TerraSky、TerraSky ロゴ、SkyVisualEditor，SkyVisualEditor マーク、SkyVisualEditor ロゴ、テラスカイは株

式会社テラスカイの商標または登録商標です。 

salesforce.com 、 Salesforce 、 お よ び関連す る全ての ロ ゴ は 、米国お よび そ の他の国にお け る

salesforce.com,inc.の商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

(4) サポートポリシー 

SkyVisualEditor のサポート対象外のためご注意ください。 
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3. 世界時計 AppComponentパッケージ 

(1) パッケージインストール 

下記 URL より AppComponent パッケージを、利用対象の Salesforce組織にインストールします。 

 バージョン：1.4 

✓ Product環境（本番／Developer Edition）へのインストール URL 

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tE00000001bM2 

✓ Sandbox環境へのインストール URL 

https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tE00000001bM2 

 

(2) 世界時計 

Salesforce画面上に様々な地域時間の時計を表示することができます。時計は複数表示することも可能です。 
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a. Studio画でのコンポーネント表示 

パッケージのインストール後、SkyVisualEditor Studio にログインし、コンポーネントペイン内の AppComponent 部

分に「世界時計」アイコンが表示されれば利用可能です。 

 

 

b. コンポーネントの設置 

「世界時計」AppComponent が配置可能な場所は以下になります。 

レイアウト 配置可能場所 

Salesforce レイアウト キャンバス直下 

ページブロック内 

ページブロックセクション内 

パネルグリッド内 

自由レイアウト キャンバス直下 

ページブロック内 

ページブロックセクション内 

パネルグリッド内 

Dashboard レイアウト キャンバス直下 

フレキシブルパネル内 

ページブロック内 

パネルグリッド内 

※PDF 化ページでは使用不可  

 

このコンポーネントはデプロイ後、Studioで配置した位置、大きさで表示されます。 

【Studio画面】                                            【デプロイ後 Salesforce画面】 
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i. コンポーネントのプロパティ設定 

キャンバスに配置したアイコンをクリックするとスタジオ右端の「コンポーネントプロパティ」が表示されます。 

 

 

  名称 説明 

ID SkyVisualEditor 内で定義しているコンポーネントの ID 

位置座標（Y） 画面への配置位置（横位置）を指定 

このプロパティは自由レイアウトのみ表示されます。 

位置座標（X） 画面への配置位置（縦位置）を指定 

このプロパティは自由レイアウトのみ表示されます。 

幅[px] コンポーネントの幅を設定 

高さ[px] コンポーネント全体（都市名表示含む）の高さを設定 

タイムゾーン【必須】 時計に表示するタイムゾーンと都市をプルダウンから選択します。 
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① タイムゾーンの設定 

本コンポーネントはタイムゾーンを設定することで使用することができます。タイムゾーンリストは GMT から

の時差と地域名（都市名）が表示されています。 

 

  

 

タイムゾーンを選択すると、選択した都市名が時計の上部に表示されます。 
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② コンポーネントサイズの設定 

本コンポーネントの幅[px]、高さ[px]は時計部分だけではなく都市名表示も含めたサイズになります。都

市名表示に高さ 36[px]必要となるため、高さ[px]は、幅[px]に＋36 した数値を設定する必要があります。 
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