
 

BizMagic Version 4.0.7 

リリース機能画面集 

2018 年 7月 6 日 

株式会社カイエンシステム開発 

  



 

目次 

画面デザインの変更 ..................................................................................................................................................1 

アイコンデザインの変更 ...........................................................................................................................................1 

ボタンデザインの変更 ...............................................................................................................................................1 

機能タイトル名を変更 ...............................................................................................................................................1 

ドラッグ・アンド・ドロップで操作できるようになりました .................................................................................2 

カラーパレット画面を変更 .......................................................................................................................................2 

BizMagic 携帯版を廃止 .............................................................................................................................................3 

システム設定－［携帯画像設定］メニュー廃止 ......................................................................................................3 

メール送信機能を追加 ...............................................................................................................................................3 

社員－メールアカウント設定画面を追加しました ...................................................................................................4 

見積オプションを追加（2018 年秋リリース予定） ................................................................................................5 

予定表－表示方法：2 週間(ワイド)表示を追加 ........................................................................................................6 

予定表－表示方法：時間帯参照（週間）を廃止 ......................................................................................................6 

予定表－グループ予定で個々の日付変更ができるようになりました ......................................................................6 

予定－登録：［顧客参加者］項目を追加 ...................................................................................................................7 

予定、接点記録－登録画面［メール］項目を追加 ...................................................................................................7 

予定、接点記録－登録画面［見積書］項目を追加 ...................................................................................................8 

予定、接点記録－登録：ボタン位置を変更 ..............................................................................................................8 

顧客－項目追加..........................................................................................................................................................8 

顧客－［見積］タブ追加 ...........................................................................................................................................9 

顧客担当者－［メール送信］ボタン追加 .................................................................................................................9 

課題－リマインダー機能を追加 ............................................................................................................................. 10 

課題－項目追加....................................................................................................................................................... 10 

メッセージ Box－業務種別追加 ............................................................................................................................. 10 

案件－項目追加........................................................................................................................................................ 11 

案件－［見積］タブを追加 ..................................................................................................................................... 11 

ワークフロー  － 申請フォーム項目種別追加 ...................................................................................................... 11 

ログ－ファイル名変更 ............................................................................................................................................ 12 

ログ－保存期間設定 ............................................................................................................................................... 12 

添付ファイル .......................................................................................................................................................... 12 

対応ブラウザの変更 ............................................................................................................................................... 12 

（オンプレミス版）対応 OS の追加 ...................................................................................................................... 13 

（オンプレミス版）使用データベースの変更 ....................................................................................................... 13 

 

  



1 

画面デザインの変更 

サイト全体の画面デザインを変更しました。 

アイコンデザインの変更 

アイコンデザインを変更しました。詳細は オンラインヘルプ－資料－アイコン一覧 を参照ください。   

ボタンデザインの変更 

下記のボタンを、文字ボタンからアイコンボタンへ変更しました。 

 

ボタン名 V4.0 アイコンボタン 

添付資料  

削除  

  

機能タイトル名を変更 

下記機能のタイトル名を変更しました。 

V3.2.13まで V4.0 以降 

トップ ホーム 

顧客情報 顧客 

案件情報 案件 

顧客担当者情報 顧客担当者 

顧客接点記録 接点記録 

顧客接点履歴 接点履歴 

定期戦略情報 定期戦略 

売上実績情報 売上実績 

社員情報 社員 

売上明細情報 売上明細 

導入物件情報 導入物件 

マーケティング情報 マーケティング 

タスク情報 タスク 

申請情報 申請 

http://www.caien.co.jp/pform/bizdoc/4.0.1r/dat09.pdf
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ドラッグ・アンド・ドロップで操作できるようになりました 

下記メニュー・画面で、ドラッグ・アンド・ドロップでの操作ができるようになりました。 

 予定表（予定変更） 

 課題－一覧画面 

 システム設定－表示順設定画面（各機能） 

 申請フォーム－一覧画面 

 メニュー設定 

 （各機能）一覧表示項目選択画面 

 ホーム項目設定 

 
ドラッグアンドドロップで予定を変更 

カラーパレット画面を変更 

下記メニュー、画面でカラーパレットを変更しました。 

 メニュー設定 

 システム設定－［社員 / 権限 / 日報］タブ－在席状態 

 システム設定－［予定接点記録］タブ－対応形態 

 システム設定－［各種設定］タブ－デフォルトメニュー 

 

 

メニュー設定画面 
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BizMagic 携帯版を廃止 

スマートフォンやフィーチャーフォンで BizMagic をご利用になる場合は、ブラウザで PC と同様にご利用くだ

さい。 

システム設定－［携帯画像設定］メニュー廃止 

携帯版の廃止に伴い、［システム設定］－［携帯画像設定］を廃止しました。 

メール送信機能を追加 

標準機能［メール］を追加しました。顧客担当者マスタを利用して BizMagic からメール送信を行います。 

（この機能ではメールの受信はできません） 

 

■メール機能のご利用方法は下記をご参照ください 

メール機能利用に必要な設定 ：オンラインヘルプ－システム設定マニュアル－社員設定－メールアカウント 

メール機能の利用方法 ：オンラインヘルプ－操作マニュアル－メール 

 

  

http://www.caien.co.jp/pform/bizdoc/4.0.1s/sys01.pdf
http://www.caien.co.jp/pform/bizdoc/4.0.1o/ope52.pdf


4 

社員－メールアカウント設定画面を追加しました 

メールアカウントの設定は、［社員］－［メールアドレス］右の［設定］ボタンから行います。 
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見積オプションを追加（2018年秋リリース予定） 

見積オプションは下記の 3 つの機能で構成されています。 

■見積 

 

■商品 

 

■仕入 
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予定表－表示方法：2 週間(ワイド)表示を追加 

2 週間（ワイド）では、予定表を 2 週間分横表示することができます。 

 

予定表－表示方法：時間帯参照（週間）を廃止 

BizMagic V4.0 の予定表で使用できる表示方法は下記の通りです 

 1 ヶ月 

 2 週間 

 2 週間（ワイド） 

 1 週間 

 1 日 

 1 日（時間帯） 

予定表－グループ予定で個々の日付変更ができるようになりました 

 日付右の鉛筆マークをクリックすると、日付変更ダイアログが表示されます。 
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予定－登録：［顧客参加者］項目を追加 

V3.2.13 までは接点記録のみで利用することができた［顧客参加者］が、予定－登録画面でも利用できるように

なりました。 

 

予定、接点記録－登録画面［メール］項目を追加 

メール機能から送信したメールを、接点記録に紐づけることができます。 
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予定、接点記録－登録画面［見積書］項目を追加 

見積オプションで作成した見積書を、接点記録に紐づけることができます。 

 

予定、接点記録－登録：ボタン位置を変更 

下記項目の［新規］ボタンを左揃えしました。 

対象項目：設備予約、課題、依頼、交通費、顧客参加者 

 

顧客－項目追加 

以下の項目を追加しました 

 取引区分 

 仕切率 

 端数処理 

 法人番号（マイナンバー） 

 登録者（初回登録者） 
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顧客－［見積］タブ追加 

見積オプションをご利用の際は、［顧客］－［基本情報］画面に［見積］タブが表示されます。 

 
 

顧客担当者－［メール送信］ボタン追加 

詳細画面にメール送信ボタンを追加しました。 
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課題－リマインダー機能を追加 

登録した課題を指定日時にお知らせする機能です。 

 
 

課題－項目追加 

以下の項目を追加しました 

 案件（案件オプションご利用時） 

 見積（見積オプションご利用時） 

メッセージ Box－業務種別追加 

業務種別に以下を追加しました。 

 課題通知 

 メール 
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案件－項目追加 

以下の項目を追加しました 

 登録者（初回登録者） 

案件－［見積］タブを追加 

見積オプションご利用の際は、［案件進捗管理］画面に［見積］タブが表示されます。 

 

ワークフロー  － 申請フォーム項目種別追加 

申請フォームの［項目種別］に［見積］を追加しました。 
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ログ－ファイル名変更 

top.log、csv.log のファイル名に日付を追加しました。 

 

ログ－保存期間設定 

ログ保存期間の設定が［システム設定］－［オプション］で行うことがようになりました。(クラウドサービスの

ログ保存期間は 36 ヶ月固定です） 

 

添付ファイル 

ブラウザの別タブによるオープンが可能になりました。（ファイル拡張子による mimetype 判別のマップを大幅

に追加しました。） 開くファイルの種類はご利用のブラウザや PC の設定により異なります。 

例）jpg、bmp、 png などの画像ファイル、もしくは pdf ファイルなど 

対応ブラウザの変更 

Google Chrome に対応しました。 

Internet Explorer の対応バージョンが 11 のみとなりました。 
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（オンプレミス版）対応 OS の追加 

Windows Server 2016 に対応しました 

（オンプレミス版）使用データベースの変更 

使用データベースは PostgreSQL9.3 のみとなりました。 

PostgreSQL8.1、8.2 は非対応となります。 

 


