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社員と権限 

社員に［権限］を付与することにより登録情報の［閲覧］や［更新］権限を設定できます。 

また、［特別権限］を利用すると特定のメニューのみ、上位権限を付与することが可能です。 

権限設定手順 

1. 左メニュー［システム設定］－［社員/権限/日報］－［社員］をクリックします。 

 

2. ［新規］をクリックします。 

 

3. ［権限］、［特別権限］を設定します。 
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［権限］の種類と詳細 

権限 内容 

全社管理者 
［システム設定］機能を全て利用出来ます。 

（情報の読み取り／書き込みは一部制限があります。） 

支店管理者 
所属する支店に対する［システム設定］機能を全て利用出来ます。 

（情報の読み取り／書き込みは一部制限があります。） 

部署管理者 
所属する部署に対する［システム設定］機能を全て利用出来ます。 

（情報の読み取り／書き込みは一部制限があります。） 

一般 
自身が登録した情報に対しての変更、削除が可能です。 

（情報の読み取り／書き込みは一部制限があります。） 

派遣 情報の読み取りだけが可能です。変更や登録は出来ません。 

ゲスト 
情報の表示が一部行えます。利用出来る機能も限定されています。 

退職した社員を削除せずにライセンスを空けるために設定します。 

［特別権限］の種類と詳細 

権限 内容 

顧客 ［顧客］に対して［登録］［更新］［削除］の権限があります。 

顧客担当者 

［顧客担当者］に対して［登録］［更新］［削除］の権限があります。 

*必ず特別権限［顧客］のチェックも合わせて入れる必要があります。［顧客担当者］のチェックだけで

は機能しません。 

案件 ［案件］に対して［登録］［更新］［削除］の権限があります。 

社員 ［社員］に対して［登録］［更新］［削除］の権限があります。 

個人情報保護責任者 
BizMagic［CSV 出力］に対して［承認］もしくは［報告］を受ける権限があります。 

［CSV 出力］を利用する場合、一名以上設定する必要があります。 

プロジェクト BizMagic［プロジェクト情報］に対して［登録］［更新］［削除］の権限があります。 

■POINT 

［社員］を登録する場合は、権限以外にも設定必須項目があります。 

詳しくは、オンラインヘルプ［システム設定マニュアル］－［社員設定］－［社員］を参照してください。 

 

 

 

http://www.caien.co.jp/pform/bizdoc/4.0.1s/sys01-1.pdf#emp03


BizMagic V4.0 オンラインヘルプ － 資料 

権限設定マニュアル 

3 

権限グループ  

［権限グループ］では、操作ごとの実行権限を付与します。 

1. 左メニュー［システム設定］－［社員/権限/日報］－［権限グループ］をクリックします。 

  

2. ［新規］をクリックします。 

3. ［権限グループ名］等を入力し、［対象操作］［対象社員］を選択して、［登録］をクリック 

 

各項目の詳細は下記の通りです。 

項目名 詳細 

権限グループ名 

 (必須) 

[権限グループ名]を入力します。必須項目となります。 

（例：「部長」、「営業事務メンバー」など） 

コメント ［権限グループ名］にコメントを付けることができます。 

（例：役職が部長以上の社員に付与します。） 

対象操作 左画面［操作］から対象操作を選択し［選択］をクリックして右画面に移動後、［設定］をクリックします。 

対象社員 左画面から対象社員を選択し［選択］をクリックして左画面に移動後、［設定］をクリックします。 

4. 権限グループが登録されました。 

 

■POINT 

 ［権限グループ］が登録されると、［機能別権限設定］-［無条件に許可する権限グループ］へも登録されます。 

 運用開始後に変更をする場合は、ユ－ザ－の運用に影響がない様ご注意ください。 
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機能別権限設定 

［機能別権限設定］では、さまざまなメニューに対して権限設定を行う事が出来ます。 

1. 左メニュー［システム設定］－［社員/権限/日報］－［機能別権限設定］をクリックします。 

2. 各タブよりメニューを選択し、変更する操作をクリックします。 

 

3. 各項目を設定し［設定］をクリックします。 

 

 ■NOTE 

顧客や案件の［所属］欄に支店、部署が設定されている場合でも上記画面で「許可する」に設定をすると、所属に

関わらず操作可能となります。［所属］欄の設定内容を有効にする場合は「許可する」、「許可しない」以外を選択く

ださい。 

■POINT 

権限が適用順位は下記の通りです。 

特別権限（社員） ＞ 機能別権限設定 ＞ 権限（社員） 

例：社員［一般］権限の社員へ、特別権限［顧客］を付与した場合 

［機能別権限設定－顧客］－［一覧］で［許可しない］設定にした場合でも、［顧客］閲覧が出来ます。 
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［顧客］機能別権限設定 

［顧客］の一覧表示や登録などの権限設定を行います。

 

操作名 

操作名 詳細 

顧客－特別権限 
すべての顧客を［閲覧］［登録］［更新］［削除］する事が出来ます。 

［社員］の［特別権限］と連動しています。 

顧客－一覧 
［顧客］－［一覧］表示について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場合の範囲を設定

する事が出来ます。 

顧客－詳細 
［顧客］－［基本情報］［詳細画面］表示について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場

合の範囲を設定する事が出来ます。 

顧客－登録 ［顧客］－［登録］について「許可する/しない」が選択出来ます。 

顧客－更新 
［顧客］－［更新］について「許可する/しない」が選択でき、また更新を許可する場合の範囲を設定する

事が出来ます。 

顧客－削除 
［顧客］－［削除］について「許可する/しない」が選択でき、また削除を許可する場合の範囲を設定する

事が出来ます。 

顧客－復元 ［顧客］－［復元］について「許可する/しない」が選択出来ます。 

顧客－CSV 出力 ［顧客 CSV 出力］について「許可する/しない」が選択出来ます。 
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設定画面 

各操作名をクリックすると［設定］画面が表示されます。 

 

項目名 詳細 

対象 設定するメニューの［操作名］が表示されます。 

無条件に許可する社員 権限やグループに関係なく、対象操作が許可される［社員］を選択出来ます。 

無条件に許可する権限グループ ［権限グループ名］を選択すると、［権限グループ］の社員に設定した操作が許可されます。 

全社管理者 

許可する 対象の操作が許可されます 

支店が合致した場合に許可 ［顧客］-［所属］欄の［支店］が自身の支店と合致する場

合、対象の操作が許可されます。 

［自社担当者の場合は許可］ 

支店が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されている

顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店が合致しない場合でも、自身が登録した顧客の場合は

対象操作が許可されます。 

支店・部署が合致した場合に許可 ［顧客］-［所属］欄の［支店］［部署］が自身の支店と合致

する場合、対象の操作が許可されます。 

［自社担当者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されて

いる顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自

身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。 

右の条件の場合に許可 ［自社担当者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されて

いる顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自

身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。 

許可しない 対象の操作が許可されません。 

支店管理者 対象の操作を［支店管理者権限］社員に対して許可します。選択肢は全社管理者と同様です。 

部署管理者 対象の操作を［部署管理者権限］社員に対して許可します。選択肢は全社管理者と同様です。 

一般 対象の操作を［一般］社員に対して許可します。選択肢は全社管理者と同様です。 

派遣 対象の操作を［派遣］社員に対して許可します。選択肢は全社管理者と同様です。 

ゲスト 対象の操作を［ゲスト］社員に対して許可します。 

操作［一覧］の選択肢は全社管理者と同様ですが、その他［操作］は［許可しない］となります。 
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設定例 

■［一般］権限社員は［自社担当顧客］以外を非表示にする 

1. ［機能別権限設定］画面［顧客－一覧］をクリックします。 

 

2. ［一般］以下権限に［右の条件の場合に許可］、［自社担当者の場合は許可］にチェックを入れて［設

定］をクリックします。 

 

3. ［顧客－自社担当者］欄へ担当社員を登録します。 
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■［自社担当者］に設定されている［一般］権限社員が顧客検索した場合の表示 

 

■自社担当者以外の［一般］権限以下社員が顧客検索した場合の表示 
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［顧客担当者］機能別権限設定 

［顧客担当者］の一覧表示や登録などの権限設定を行います。 

 

操作名 

操作名 詳細 

顧客担当者－特別権限 
すべての顧客担当者を［閲覧］［登録］［更新］［削除］する事が出来ます。 

［社員］の［特別権限］と連動しています。 

顧客担当者－一覧 
［顧客担当者］－［一覧］表示について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場

合の範囲を設定する事が出来ます。 

顧客担当者－詳細 
［顧客担当者］－［基本情報］［詳細］画面表示について「許可する/しない」が選択でき、また

表示を許可する場合の範囲を設定する事が出来ます。 

顧客担当者－登録 ［顧客担当者］－［登録］について「許可する/しない」が選択出来ます。 

顧客担当者－更新 
［顧客担当者］－［更新］について「許可する/しない」が選択でき、また更新を許可する場合の

範囲を設定する事が出来ます。 

顧客担当者－削除 
［顧客担当者］－［削除］について「許可する/しない」が選択でき、また削除を許可する場合の

範囲を設定する事が出来ます。 

顧客担当者－復元 ［顧客担当者］－［復元］について「許可する/しない」が選択出来ます。 

顧客担当者－CSV 出力 ［顧客担当者 CSV 出力］について「許可する/しない」が選択出来ます。 

設定画面 

各操作名をクリックすると［設定］画面が表示されます。 

 

項目名 詳細 

対象 設定するメニューの［操作名］が表示されます。 

参照される権限 
［顧客担当者］に紐付いた［顧客］を参照して権限設定が行います。［顧客］とは別の権限設定

を行う場合は［顧客に準拠する］のチェックを外します。 
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無条件に許可する社員 権限やグループに関係なく、対象操作が許可される［社員］を選択出来ます。 

無条件に許可する権限グループ ［権限グループ名］を選択すると、［権限グループ］の社員に設定した操作が許可されます。 

全社管理者 

許可する 対象の操作が許可されます 

支店が合致した場合に許可 ［顧客］-［所属］欄の［支店］が自身の支店と合致する場

合、対象の操作が許可されます。 

［自社担当者の場合は許可］ 

支店が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されている

顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店が合致しない場合でも、自身が登録した顧客の場合は

対象操作が許可されます。 

支店・部署が合致した場合に許可 ［顧客］-［所属］欄の［支店］［部署］が自身の支店と合致

する場合、対象の操作が許可されます。 

［自社担当者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されて

いる顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自

身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。 

右の条件の場合に許可 ［自社担当者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されて

いる顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自

身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。 

許可しない 対象の操作が許可されません。 

支店管理者 対象の操作を［支店管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

部署管理者 対象の操作を［部署管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

一般 対象の操作を［一般］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

派遣 対象の操作を［派遣］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

ゲスト 対象の操作を［ゲスト］社員に対して許可します。 

操作［一覧］の選択肢は全社管理者と同様ですが、その他［操作］は［許可しない］となります。 

■POINT 

権限が適用される優先順位は次のようになります。 

［特別権限］（社員） ＞ ［機能別権限設定］＞ ［権限］（社員） 

例：［社員］が［一般］権限の社員に、［特別権限］で［顧客担当者］を付与した場合、［機能別権限設定］で顧客担

当者一覧表示を許可しない設定を行った場合でも［顧客担当者］を一覧表示することが出来ます。 
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［接点記録］機能別権限設定 

［接点記録］の一覧表示や登録などの権限設定を行います。 

  

操作名 

操作名 詳細 

接点記録－登録 ［接点記録］-［登録］について「許可する/しない」の選択が出来ます。 

接点記録－更新 
［接点記録］-［更新］について「許可する/しない」の選択ができます。また、更新を許可する場合

の範囲を設定する事が出来ます。 

接点記録－削除 
［接点記録］-［削除］について「許可する/しない」の選択ができます。また、削除を許可する場合

の範囲を設定する事が出来ます。 

接点記録－CSV 出力 ［接点記録 CSV 出力］について「許可する/しない」の選択が出来ます。 
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設定画面 

各操作名をクリックすると［設定］画面が表示されます。 

 

項目名 詳細 

対象 設定するメニューの［操作名］が表示されます。 

無条件に許可する社員 権限やグループに関係なく、対象操作が許可される［社員］を選択出来ます。 

無条件に許可する権限グループ ［権限グループ名］を選択すると、［権限グループ］の社員に設定した操作が許可されます。 

全社管理者 

許可する 対象の操作が許可されます 

支店が合致した場合に許可 ［接点記録］の登録者が自身の支店と合致する場合、対象の

操作が許可されます。 

支店・部署が合致した場合に許可 ［接点記録］の登録者が自身の支店と合致する場合、対象の

操作が許可されます。 

社員が合致した場合に許可 ［接点記録］の登録者が自身の場合、対象の操作が許可され

ます。 

許可しない 対象の操作が許可されません。 

支店管理者 対象の操作を［支店管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

部署管理者 対象の操作を［部署管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

一般 対象の操作を［一般］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

派遣 対象の操作を［派遣］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

ゲスト ［許可しない］のみとなります。 

■POINT 

権限が適用される優先順位は次のようになります。 

［オプション］-［接点記録設定：公開範囲］＞［機能別権限設定］ 

例：［公開範囲］が［同一部署にのみ公開］、［機能別権限設定］［接点記録－更新］で［許可］に設定にした場合で

も［部署］が異なる社員は接点記録を更新することが出来できません。
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［設備予約］機能別権限設定 

［設備予約］の一覧表示や登録などの権限設定を行います。 

 

操作名 

操作名 詳細 

設備予約－登録 ［設備予約］－［登録］について「許可する/しない」が選択出来ます。 

設備予約－更新 
［設備予約］－［更新］について「許可する/しない」が選択でき、また更新を許可する場合の範

囲を設定する事が出来ます。 

設備予約－削除 
［設備予約］－［削除］について「許可する/しない」が選択でき、また削除を許可する場合の範

囲を設定する事が出来ます。 
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設定画面 

各操作名をクリックすると［設定］画面が表示されます。 

 
 

項目名 詳細 

対象 設定するメニューの［操作名］が表示されます。 

無条件に許可する社員 権限やグループに関係なく、対象操作が許可される［社員］を選択出来ます。 

無条件に許可する権限グループ ［権限グループ名］を選択すると、［権限グループ］の社員に設定した操作が許可されます。 

全社管理者 

許可する 対象の操作が許可されます 

支店が合致した場合に許可 ［接点記録］の登録者が自身の支店と合致する場合、対象

の操作が許可されます。 

許可しない 対象の操作が許可されません。 

支店管理者 対象の操作を［支店管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

部署管理者 対象の操作を［部署管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

一般 対象の操作を［一般］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

派遣 対象の操作を［派遣］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

ゲスト ［許可しない］のみとなります。 
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［案件］機能別権限設定 

［案件］の一覧表示や登録などの権限設定を行います。 
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操作名 

操作名 詳細 

案件－特別権限 すべての案件を［閲覧］［登録］［更新］［削除］する事が出来ます。［社員］の［特別権限］と連動しています。 

案件－一覧 
［案件］－［一覧］表示について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場合の範囲を設定する

事が出来ます。 

案件－詳細 
［案件］－［基本情報］［詳細］画面表示について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場合の

範囲を設定する事が出来ます。 

案件－登録 ［案件］－［登録］について「許可する/しない」が選択出来ます。 

案件－更新 
［案件］－［更新］について「許可する/しない」が選択でき、また更新を許可する場合の範囲を設定する事が

出来ます。 

案件－削除 
［案件］－［削除］について「許可する/しない」が選択でき、また削除を許可する場合の範囲を設定する事が

出来ます。 

案件－CSV 出力 ［案件 CSV 出力］について「許可する/しない」が選択出来ます。 

設定画面 

各操作名をクリックすると［設定］画面が表示されます。 
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項目名 詳細 

対象 設定するメニューの［操作名］が表示されます。 

無条件に許可する社員 権限やグループに関係なく、対象操作が許可される［社員］を選択出来ます。 

無条件に許可する権限グループ ［権限グループ名］を選択すると、［権限グループ］の社員に設定した操作が許可されます。 

全社管理者 

許可する 対象の操作が許可されます 

支店が合致した場合に許可 ［案件］-［所属］欄の［支店］が自身の支店と合致する場

合、対象の操作が許可されます。 

［自社担当者の場合は許可］ 

支店が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されている

案件への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店が合致しない場合でも、自身が登録した案件の場合は

対象操作が許可されます。 

支店・部署が合致した場合に許可 ［案件］-［所属］欄の［支店］［部署］が自身の支店と合致

する場合、対象の操作が許可されます。 

［自社担当者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されて

いる案件への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自

身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。 

右の条件の場合に許可 ［自社担当者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されて

いる顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも、自身が登録した案件の場

合は対象操作が許可されます。 

許可しない 対象の操作が許可されません。 

支店管理者 対象の操作を［支店管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

部署管理者 対象の操作を［部署管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

一般 対象の操作を［一般］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

派遣 対象の操作を［派遣］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

ゲスト 対象の操作を［ゲスト］社員に対して許可します。 

操作［一覧］の選択肢は全社管理者と同様ですが、その他［操作］は［許可しない］となります。 
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［社員別予算設定］機能別権限設定 

［予算実績管理］－［社員別予算設定］の一覧表示や登録などの権限設定を行います。 

 

操作名 

操作名 詳細 

社員別予算－一覧 
［予算実績管理］－［一覧］表示について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場

合の範囲を設定する事が出来ます。 

社員別予算－設定 
［予算実績管理］設定について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場合の範囲を

設定する事が出来ます。 

社員別予算－除外社員設定 ［予算実績管理］－［集計］－［社員設定］について「許可する/しない」が選択出来ます。 

設定画面 

各操作名をクリックすると［設定］画面が表示されます。 
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項目名 詳細 

対象 設定するメニューの［操作名］が表示されます。 

無条件に許可する社員 権限やグループに関係なく、対象操作が許可される［社員］を選択出来ます。 

無条件に許可する権限グループ ［権限グループ名］を選択すると、［権限グループ］の社員に設定した操作が許可されます。 

全社管理者 

許可する 対象の操作が許可されます 

支店が合致した場合に許可 ［案件］-［所属］欄の［支店］が自身の支店と合致する

場合、対象の操作が許可されます。 

［自社担当者の場合は許可］ 

支店が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されてい

る案件への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店が合致しない場合でも、自身が登録した案件の場合は

対象操作が許可されます。 

支店・部署が合致した場合に許可 ［案件］-［所属］欄の［支店］［部署］が自身の支店と合

致する場合、対象の操作が許可されます。 

［自社担当者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも［自社担当者］に設定され

ている案件への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自

身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。 

右の条件の場合に許可 ［自社担当者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも［自社担当者］に設定され

ている顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも、自身が登録した案件の場

合は対象操作が許可されます。 

許可しない 対象の操作が許可されません。 

支店管理者 対象の操作を［支店管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

部署管理者 対象の操作を［部署管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

一般 対象の操作を［一般］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

派遣 対象の操作を［派遣］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

ゲスト ［許可しない］のみとなります。 
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［部署別予算設定］機能別権限設定 

［予算実績管理］－［部署別予算設定］の一覧表示や登録などの権限設定を行います。 

 

操作名 

操作名 詳細 

部署別予算－一覧 
［予算実績管理］－［一覧］表示について「許可する/しない」が選択でき、また表示を許可する場

合の範囲を設定する事が出来ます。 

部署別予算－設定 
［予算実績管理］設定について「許可する/しない」が選択でき、また設定を許可する場合の範囲を

設定する事が出来ます。 

設定画面 

各操作名をクリックすると［設定］画面が表示されます。 
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項目名 詳細 

対象 設定するメニューの［操作名］が表示されます。 

無条件に許可する社員 権限やグループに関係なく、対象操作が許可される［社員］を選択出来ます。 

無条件に許可する権限グループ ［権限グループ名］を選択すると、［権限グループ］の社員に設定した操作が許可されます。 

全社管理者 

許可する 対象の操作が許可されます 

支店が合致した場合に許可 ［案件］-［所属］欄の［支店］が自身の支店と合致する場

合、対象の操作が許可されます。 

［自社担当者の場合は許可］ 

支店が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されている

案件への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店が合致しない場合でも、自身が登録した案件の場合は

対象操作が許可されます。 

支店・部署が合致した場合に許可 ［案件］-［所属］欄の［支店］［部署］が自身の支店と合致

する場合、対象の操作が許可されます。 

［自社担当者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されて

いる案件への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自

身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。 

右の条件の場合に許可 ［自社担当者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されて

いる顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも、自身が登録した案件の場

合は対象操作が許可されます。 

許可しない 対象の操作が許可されません。 

支店管理者 対象の操作を［支店管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

部署管理者 対象の操作を［部署管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

一般 対象の操作を［一般］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

派遣 対象の操作を［派遣］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

ゲスト 対象の操作を［ゲスト］社員に対して許可します。 

選択肢は［許可しない］のみとなります。 
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［お客様生の声］機能別権限設定 

［お客様生の声］の一覧表示や登録などの権限設定を行います。 

 

操作名 

操作名 詳細 

お客様生の声－登録 ［お客様生の声］－［登録］について「許可する/しない」が選択出来ます。 

お客様生の声－更新 
［お客様生の声］－［更新］について「許可する/しない」が選択でき、また更新を許可する場合の範囲

を設定する事が出来ます。 

お客様生の声－削除 
［お客様生の声］－［削除］について「許可する/しない」が選択でき、また削除を許可する場合の範囲

を設定する事が出来ます。 

お客様生の声－CSV 出力 ［お客様生の声 CSV 出力］について「許可する/しない」が選択出来ます。 

設定画面 

各操作名をクリックすると［設定］画面が表示されます。 
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項目名 詳細 

対象 設定するメニューの［操作名］が表示されます。 

参照される権限 
［お客様生の声］に紐付いた［顧客］を参照して権限設定を行います。［顧客］とは別の権限設

定を行う場合は［顧客に準拠する］のチェックを外します。 

無条件に許可する社員 権限やグループに関係なく、対象操作が許可される［社員］を選択出来ます。 

無条件に許可する権限グループ ［権限グループ名］を選択すると、［権限グループ］の社員に設定した操作が許可されます。 

全社管理者 

許可する 対象の操作が許可されます 

支店が合致した場合に許可 ［顧客］-［所属］欄の［支店］が自身の支店と合致する場

合、対象の操作が許可されます。 

［自社担当者の場合は許可］ 

支店が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されている

顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店が合致しない場合でも、自身が登録した顧客の場合は

対象操作が許可されます。 

支店・部署が合致した場合に許可 ［顧客］-［所属］欄の［支店］［部署］が自身の支店と合致

する場合、対象の操作が許可されます。 

［自社担当者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されて

いる顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自

身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。 

右の条件の場合に許可 ［自社担当者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されて

いる顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自

身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。 

許可しない 対象の操作が許可されません。 

支店管理者 対象の操作を［支店管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

部署管理者 対象の操作を［部署管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

一般 対象の操作を［一般］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

派遣 対象の操作を［派遣］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

ゲスト ［許可しない］のみとなります。 
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［導入物件］機能別権限設定 

［導入物件］の一覧表示や登録などの権限設定を行います。 

 

操作名 

操作名 詳細 

導入物件－特別権限 
すべての導入物件を［閲覧］［登録］［更新］［削除］する事が出来ます。 

［社員］の［特別権限］と連動しています。 

導入物件－登録 ［導入物件］－［登録］について「許可する/しない」が選択出来ます。 

導入物件－更新 
［導入物件］－［更新］について「許可する/しない」が選択でき、また更新を許可する場合の範囲を設

定する事が出来ます。 

導入物件－削除 
［導入物件］－［削除］について「許可する/しない」が選択でき、また削除を許可する場合の範囲を設

定する事が出来ます。 

導入物件－CSV 出力 ［導入物件 CSV 出力］について「許可する/しない」が選択出来ます。 

設定画面 

各操作名をクリックすると［設定］画面が表示されます。 
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項目名 詳細 

対象 設定するメニューの［操作名］が表示されます。 

参照される権限 
［導入物件］に紐付いた［顧客］を参照して権限設定が行います。［顧客］とは別の権限設定を

行う場合は［顧客に準拠する］のチェックを外します。 

無条件に許可する社員 権限やグループに関係なく、対象操作が許可される［社員］を選択出来ます。 

無条件に許可する権限グループ ［権限グループ名］を選択すると、［権限グループ］の社員に設定した操作が許可されます。 

全社管理者 

許可する 対象の操作が許可されます 

支店が合致した場合に許可 ［顧客］-［所属］欄の［支店］が自身の支店と合致する場

合、対象の操作が許可されます。 

［自社担当者の場合は許可］ 

支店が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されている

顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店が合致しない場合でも、自身が登録した顧客の場合は

対象操作が許可されます。 

支店・部署が合致した場合に許可 ［顧客］-［所属］欄の［支店］［部署］が自身の支店と合致

する場合、対象の操作が許可されます。 

［自社担当者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されて

いる顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自

身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。 

右の条件の場合に許可 ［自社担当者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でも［自社担当者］に設定されて

いる顧客への対象の操作が許可されます。 

［登録者の場合は許可］ 

支店部署が合致しない場合でもが合致しない場合でも、自

身が登録した顧客の場合は対象操作が許可されます。 

許可しない 対象の操作が許可されません。 

支店管理者 対象の操作を［支店管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

部署管理者 対象の操作を［部署管理者権限］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

一般 対象の操作を［一般］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

派遣 対象の操作を［派遣］社員に対して許可します。 

選択肢は全社管理者と同様です。 

ゲスト 対象の操作を［ゲスト］社員に対して許可します。 

操作［一覧］の選択肢は全社管理者と同様ですが、その他［操作］は［許可しない］となります。 

 


