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1

メニュー
メニューの色が独自に設定可能になりました

各メニュー右の□をクリックすると、それぞれの色を設定する事ができます。
また、各メニュー左にチェックを入れ、上側の□をクリックすると、チェックを
入れた箇所の色をまとめて変更する事が出来ます。
メニュー色の設定は各個人で行う事も出来ますが、【システム設定】－
【デフォルトメニュー】を利用してシステム全体で行う事も出来ます。



2

メニュー
上部の社員名が社員情報と繋がるリンクになりました

メニュー上部の自分の名前をクリックすると、社員情報
詳細画面に遷移します。



3

メニュー
固定メニューが選択メニューになりました

【システム設定】－【メニュー利用設定】にて、固定メニューであった
箇所が選択メニューとなり、システム全体で【利用する/しない】が

選択可能になりました。



4

システム設定
独自の休日が設定可能になりました



5

システム設定
システム設定権限選択画面にて分類毎に表示するようになりました



6

システム設定
顧客担当者項目設定にて顧客情報の項目の利用固定を解除しました

【利用する】を選択しても必須設定は出来ません。



7

検索結果一覧
一覧表示項目を【個人用/全社用/デフォルト】で保存可能になりました

一覧項目設定をクリックします。

一覧表示項目を【個人用/全社用/デフォルト】で

保存する事が出来ます。
保存された一覧表示項目を
選択する事が出来ます。



8

検索結果一覧
検索結果一覧の表示順機能を追加しました

一覧項目設定をクリックし、表示順設定を
おこないます。

次の段へ項目を移動するには、項目をドラッグして下の
（※次の行へ移動するにはここにドロップしてください）
へドロップします。

項目を縦に伸ばすには項目の下の方をドラッグします。

項目を横に伸ばすには項目の右の方をドラッグします。



9

検索条件リスト

メニュー化しました

各メニューで登録した検索条件リストを一覧で確認、利
用する事が出来ます。



10

検索条件リスト
他社員への通知用を追加しました

全社通知用を選択して登録すると、
【検索条件リスト】－【全社通知用タブ】に
表示されます。



11

検索条件リスト
個人用では公開先欄がなくなりました



12

自由欄
各自由欄にて【利用する/しない】が選択可能になりました

自由欄の利用にチェックを入れる事で【利用する/
しない】が選択可能になりました。



13

自由欄
データタイプ：文字、テキストでリンクが張れるようになり
ました

リンクをクリックしてホームページを開いたり、ファイルをダウンロードする事が出来ます。

※ご使用されている環境によってブラウザのセキュリティレベルの設定が必要な
場合があります。
※【¥¥】【file://】プロトコルでのファイルサーバへのアクセスはInternetExplorerのみ
利用可能とさせていただきます。



14

社員選択
全社員や選択した支店の社員を一覧で表示するようになりました

部署の選択を外すと、選択した支店に所属する全社員が
表示されます。
支店、部署、両方の選択を外すと、BizMagicに登録されて

いる全社員名が表示されます。



15

社員情報
メッセージ受信時のポップアップを【利用する/しない】が選択可能になり
ました

社員情報のメッセージ通知アイコンのチェックを外すと
メッセージBox横のアイコンが消え、ポップアップが表示

されなくなります。



16

日報
接点一覧にて一覧表示項目設定機能を追加しました

接点一覧に表示する項目を自由に選択出来るようになりました。



17

日報
各項目の【利用する/しない】が設定可能になりました

【システム設定】－【日報設定】にて
【日報項目設定】を選択する。

日報の各項目の【利用する/しない】が選択出来る。



18

日報
自由欄が追加可能になりました

【システム設定】－【日報設定】にて
【日報自由欄】を選択する。

顧客情報や社員情報と同じように、自由欄を追加する事が出来ます。



19

日報
日報送信後、報告先の追加可能になりました

ここから報告先を追加する事が出来ます。



20

日報
日報を修正した場合などに、報告先にメッセージを再送
信するか選択可能になりました

日報の内容を変更した場合、報告先に再度通知
するにはここにチェックを入れます。



21

日報管理
複数社員の日報を一覧に表示する事が可能になりました

対象社員が個人だけでなく、支店、部署、グループなどで検索出来るようになり、
検索した結果一覧に複数社員の日報が日ごとに表示されます。
また日報管理では前の検索条件を覚えていて、日報管理を開くと前回検索した
条件で自動に検索を行います。



22

日報管理
【前へ】【次へ】ボタンがつきました

検索結果に複数の日報が表示された場合、
その中の1件をクリックすると･･･

【前へ】【次へ】が表示される。



23

業務依頼通知
システムメールアドレスのアドレスが画面上で確認可能になりました



24

伝言メモ
緊急メール送信時に送信元を指定可能になりました

緊急送信時に、送信元のメールアドレスが指定出
来るようになりました。



25

予定表
右下に日付を表示しました

スクロールが発生する場合でも、
日付がわかるようになりました。



26

予定表
アイコンをクリックすると更新画面へ、時間をクリックす
ると詳細画面へ遷移するようになりました



27

予定/顧客接点記録
顧客担当者の役職や顧客参加者の顧客名・顧客部署・役職を表示す
るようになりました



28

予定/顧客接点記録
次回予定に対応形態・内容概略・内容の表示が表示するようになりま
した



29

予定/接点記録
日付が直接入力可能になりました

カレンダーをクリックするとメニューが表示され、直接日付を手入力する事が出来ます。



30

顧客接点記録
案件欄に詳細検索ボタンを追加しました

案件の詳細検索から案件名を選択すると、
紐付く顧客も選択されます。



31

一括接点記録
接点自由欄も入力可能になりました

一括で入力する項目と個別で入力する
項目を設定する事が出来ます。



32

顧客接点履歴
案件詳細欄にカテゴリを表示するようになりました

案件詳細にカテゴリを表示するようになりました。
また、項目上にカーソルを置くと項目名が表示され
るようになりました。



33

顧客接点履歴
検索結果一覧に報告先コメントと返信コメントが表示可
能になりました

報告先コメントや返信コメントを表示する事
が出来ます。



34

顧客接点履歴
CSV出力時に接点自由欄も出力可能になりました

独自に設定した自由欄もCSV出
力が出来るようになりました。



35

顧客担当者情報
復元ボタンを追加しました

全社管理者または顧客担当者特別権限保持者の場合に限ります。



36

顧客情報
基本情報の定期戦略とお客様生の声で一覧表示項目設定が行える
ようになりました



37

顧客情報
顧客基本情報の顧客接点履歴タブから接点記録へ遷移した際に、自
分の接点を削除可能になりました



38

顧客情報
接点指数を【利用する/しない】が選択可能になりました



39

顧客情報/顧客接点履歴
接点履歴一覧から添付ファイルがダウンロード可能になりました

添付ファイル名が表示され、クリックするとダウンロード出来ます。



40

顧客情報/案件情報
検索条件【自社担当者】のデフォルト設定が選択可能になりました

【システム設定】－【オプション】にて設定出来ます。
システム全体での設定となります。



41

顧客情報/案件情報

詳細画面から情報変更が可能になりました



42

顧客情報/案件情報

所属の公開制限が設定可能になりました

【システム設定】－【オプション】にて設定出来ます。
システム全体での設定となります。



43

案件情報
システム設定－案件項目設定に以下の項目を追加しました



44

案件情報
案件表示順設定に以下の項目を追加しました



45

案件情報
複数顧客に対して一括で案件を登録する手順が変わりました

案件表示順設定の追加に伴い、案件の新規登録画面での
複数顧客に対する登録が出来なくなり、【複数登録】からの
一括登録に置き換えられました。

一括で入力する項目と個別で入力する
項目を設定する事が出来ます。



46

案件情報
案件進捗管理画面から予定や接点登録が登録可能になりました

案件進捗管理画面に予定登録と接点登録のボタンが増えました。
クリックすると、選択した案件とその案件の紐付く顧客名がすでに
選択された予定、または接点記録の登録画面を表示します。



47

活動状況管理
検索項目の一部がマルチ設定可能になりました

顧客区分、顧客分類、顧客層別、業種がマルチ設定可能になりました。



48

活動状況管理
自社主体で検索した場合、支店の表示順、部署の表示順、社員の表
示順に表示するようになりました

支店の表示順、部署の表示順、社員の表示順の順番で
並べて表示されるようになりました。



49

携帯電話

必須項目に＊がつくようになりました



50

その他

メニュー名 内容

全体 Java1.6に対応しました。

全体 Firefoxでもアイコンのガイド表示がされるようになりました。

CSV出力 チェックボックスの反転アイコンが追加されました。

伝言メモ 緊急メール受信時、先頭に発信者の項目を追加しました。

システム設定 【BizMagicについて】にて、Webサーバのタイムゾーンを表示するよう追加しました。

システム設定 【BizMagicについて】にて、データベースへの接続状況を表示するよう追加しました。

システム設定 【顧客担当者項目設定】にて、顧客情報の項目の利用固定を解除し、また必須設定
不可としました。

自由欄 各自由欄に接頭辞を追加したため、一覧やCSV出力時にどこの自由欄かわかりや

すくなりました。

メッセージ検索 業務種別にて、使用されていない項目を除外、また使用されていないオプションの
項目も除外するようになりました。

予定表 予定や顧客接点記録に登録されている顧客に事業所名が登録されている場合、予
定表に事業所名も表示するようになりました。

予定 閲覧画面にて、【接点記録】ボタンが1番左になりました。

予定 【戻る】ボタンと【キャンセル】ボタンの文言の統一化を行いました。



51

顧客接点記録 交通費の表示順を登録時と同じものになるようにしました。

顧客接点記録 顧客担当者として選択している社員が既にいる場合、顧客参加者選択画面にて表示さ
れないようになりました。

顧客情報/
案件情報

顧客情報の【社内売上額】、【資本金】、【年商】と案件情報の【売上金額】、【仕入金額】、
【粗利益】にカンマが表示されるようになりました。

日報 送信後に接点記録を追加しても反映されるようになりました。

収集情報 一覧の双眼鏡アイコンクリックで検索を自動的に実行して【収集結果検索】画面へ遷移
するようになりました。

日報 自身が作成した日報でも、最初は詳細画面へ遷移するようになりました。（但し、作業中
保存のものは更新画面となります。）

日報管理 一覧にて、前回のソート順を記憶するようになりました。

日報管理 検索にて、前回の検索条件を記憶し、次回開いた際に自動で検索を行うようになりまし
た。

顧客担当者 全体的に顧客担当者の表示順がキーパーソン→顧客担当者かなの順になりました。

管理帳票一覧 部署別・担当別売上達成率管理表を出力時に【単位：千円】を表示するようになりました。



52

バグフィックス
メニュー名 内容

顧客接点記録 作業中保存時、接点案件のデータで案件情報のデータが更新されるのを修正しました。

顧客接点記録 収集情報、次回予定の項目について、【システム設定】－【予定接点項目設定】で必須項
目に設定すると、作業中保存時も必須チェックが実行されるのを修正しました。

また、その際のエラーメッセージにはカテゴリ１の名称が表示されるため、修正しました。

一括接点記録 指定行へアイコンで行を移動する際、無効な値を入力するとエラー画面に遷移していたた
め修正しました。

一括接点記録 予定接点項目設定で対応形態や内容概略を【×利用しない】に設定しても、一括入力項目
の次回予定には対応形態と内容概略の入力項目が表示されるのを、修正しました。

日報 BizMagic顧客には交通費精算機能がないにも関わらず、日報一覧に交通費の項目が表

示されているので修正しました。

顧客情報 【顧客情報】－【顧客接点履歴】－【顧客担当者】に削除した顧客担当者も表示される

のを修正しました。

案件情報 【システム設定】－【案件CSV入力】にて、案件番号が空でも重複チェックが行われるのを

修正しました。

一括接点記録 【顧客アクション】、【顧客担当者アクション】から定期戦略情報への遷移での一括接点記録
にて、一覧表示項目設定画面のクリアをクリックすると、DBエラーとなることがあるのを修

正しました。

顧客接点履歴 一覧表示項目の顧客参加者について、Invisible Chgの顧客担当者名が表示されるのを

修正しました。



53

定期戦略情報 顧客、パートナー顧客の追加時、ログインユーザーに参照権限のある顧客、パートナーで
もInvisible Customerと表示されることがあったため修正しました。

活動状況管理 自社主体で検索した際の時間合計が顧客主体で検索した際の時間合計に比べ差異が
あったのを修正しました。

システム設定 顧客個人項目設定システム権限が設定されている社員が顧客個人項目設定の設定を行
えないことがあったため修正しました。

自由欄 CSV入力画面で自由欄項目のデータを登録/更新する場合、自由欄の項目が必須項目
に設定されていても、データタイプが 整数／数値／文字／テキスト の場合しか必須

チェックが行われないのを修正しました。

知恵袋－ポイン
ト管理

検索項目"期間"の終了日付を指定した場合、詳細画面に正しい結果が表示されなかった

ため修正しました。

知恵袋－掲示板 一覧の項目をチェックせずに"既読"ボタンを使用した際、エラー画面に遷移していたため

修正しました。

システム設定 顧客個人表示順設定システム権限が設定されている社員が顧客個人表示順設定の設定
を行えないことがあったため修正しました。

携帯電話 データタイプがテキストの社員自由欄について、ボタンを押しても次の画面に遷移しな
かったため修正しました。

携帯電話 予定表にて、他社員の作業中保存の接点が一覧に表示されるのを修正しました。

携帯電話 伝言メモにて、メール同時送信を使用した場合、伝言メモの宛先でなくログインユーザに

緊急のメールが送信されるのを修正しました。

携帯電話 接点化された次回予定が紐付く予定/接点の更新画面へ遷移し、次回予定の項目の更新

をクリックすると、接点の更新画面でなく予定の更新画面へ遷移するのを修正しました。
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