
BizMagic V4.0 オンラインヘルプ 

操作マニュアル 

2019 年 12 月 13 日 

株式会社カイエンシステム開発 

  知恵袋 

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します 

 

1. 知恵袋とは .......................................................................................................................................... 1 

2. 資料の広場 .......................................................................................................................................... 2 

事前準備 .................................................................................................................................... 2 

資料の登録 ................................................................................................................................ 2 

登録した資料の検索 .................................................................................................................. 3 

資料を評価する ......................................................................................................................... 3 

3. 定期戦略パターン ............................................................................................................................... 5 

事前準備 .................................................................................................................................... 5 

定期戦略パターンを登録 ........................................................................................................... 5 

定期戦略パターンの変更、削除 ................................................................................................ 6 

4. 事例の広場 .......................................................................................................................................... 7 

事前準備 .................................................................................................................................... 7 

事例の広場の登録...................................................................................................................... 7 

事例の広場の検索・表示 ......................................................................................................... 11 

事例を評価する ....................................................................................................................... 11 

5. 情報の予約 ........................................................................................................................................ 13 

登録方法 .................................................................................................................................. 13 

6. ポイント管理 ..................................................................................................................................... 14 

ポイント管理の表示 ................................................................................................................ 14 

7. 掲示板 ................................................................................................................................................ 15 

掲示板を利用する.................................................................................................................... 15 

8. 行程パターン ..................................................................................................................................... 15 

事前準備 .................................................................................................................................. 15 

行程パターンの利用 ................................................................................................................ 16 

行程パターンの削除・更新 ..................................................................................................... 19 

 



BizMagic V4.0 オンラインヘルプ 

操作マニュアル－知恵袋 

1 

1.  知恵袋とは 

［知恵袋］はグループウェアオプションに含まれる、社員間の情報共有を目的した機能です。 

 

［知恵袋］は下記のタブで構成されています。 

 資料の広場 ：登録した資料や情報を BizMagic 上で共有する機能 

 定期戦略パターン ：定期戦略オプションで利用する［定期戦略パターン］の登録、管理を行う機能 

 行程パターン ：案件行程オプションで利用する［行程パターン］の登録管理 

 事例の広場 ：閲覧回数の多い接点記録を「事例」として登録し、共有するための機能 

 情報の予約 ：知恵袋に情報が登録された際に、メッセージ Box へ通知設定をする機能 

 ポイント管理 ：知恵袋の情報を登録、利用された回数、評点を表示する機能 

 掲示板  ：BizMagic で利用できる掲示板機能 

■POINT 

［定期戦略パターン］は定期戦略オプション、［行程パターン］は案件行程オプションが付与さえている場合に表示され

ます。 
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2.  資料の広場 

［資料の広場］タブは、登録した資料や情報を BizMagic 上で共有する機能です。 

登録されてた情報について評価することもできます。 

事前準備  
［資料の広場］に関連する設定項目は下記の通りです。 

資料分類（必須） 

資料を分類するための項目です。資料を検索しやすく分類するための項目です。 

参照：システム設定マニュアル（知恵袋設定－資料分類） 

カテゴリ名、カテゴリ 1,2 

カテゴリはシステム全体で使用します。商品別などに分類する事が出来ます。 

参照：システム設定マニュアル（カテゴリ設定－カテゴリ名、カテゴリ 1,2） 

資料の登録 

1. 左メニュー［知恵袋］をクリックし、［新規］をクリックします。 

2. ［知恵袋－資料登録］画面が表示されます。各項目を入力、選択して［登録］をクリックします 

 

項目名 データタイプ 内容 

タイトル (必須) 最大 30 バイト タイトル後の選択肢で［必読］または［お勧め］を選択する事ができます。 

記入例)BizMagic プレゼンテーション手順 

資料分類 (必須) － ［システム設定］-［資料分類］の登録データをプルダウンメニューから選択します。 

カテゴリ 1、２ － ［システム設定］-［カテゴリ１］に登録されているデータをリストから選択します。 

カテゴリ２はカテゴリ１の選択内容により選択肢が変わります。 

利用に際してのコメント 最大 1024 バイト 資料を使うにあたってのコメントを登録します。部分一致検索が可能です。 

内容 最大 1024 バイト 登録する資料の内容を登録します。部分一致検索が可能です。 

添付資料 最大 5 つ ファイル添付可能です。 

公開範囲 － 登録する資料の公開範囲を支店、部署、グループから選択する事が出来ます。 

http://www.caien.co.jp/pform/bizdoc/4.0.1s/sys08.pdf
http://www.caien.co.jp/pform/bizdoc/4.0.1s/sys03-1.pdf
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登録した資料の検索 

1. 左メニュー［知恵袋］をクリックします。 

2. ［検索］をクリックします。［資料分類］、［キーワード］等の検索条件を設定することもできます。 

 

資料を評価する 
登録されている資料に［評点］を付けたり、コメントを残すことができます。 

1. 一覧の［タイトル］をクリックして資料を表示します。 

 

2. ［評価する］をクリックします。 
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3. ［利用者の声］画面が表示されます。各項目を選択、入力して［登録］をクリックします。 

 

各項目の詳細は下記の通りとなります。 

項目名 データタイプ 内容 

評点 － 数値による点数を登録します。 

選択範囲：0-8 

評点は［ポイント管理］タブで集計されます。 

効果（数値） 半角数字 

最大 5 バイト 

利用することで節約できた時間や、満足度（％）などの数値を登録します。 

コメント 最大 256 バイト 感想などのコメントを登録します。 

■POINT 

評価の基準を作成して、客観的な評価が出来るように運用ルールを作成することが必要となります。 

4. ［利用者一覧］画面に登録データが表示されます。 

 

■POINT 

評点は［ポイント管理］タブで集計されます。
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3.  定期戦略パターン 

定期戦略オプションで利用できる［定期戦略パターン］の登録、管理を行う機能です。 

［定期戦略パターン］とは、使用頻度の高い定期戦略のパターンをあらかじめ登録することにより、新規定期戦略の作成

を簡易化するものです。［定期戦略パターン］タブは定期戦略オプションが付与されている場合に表示されます。 

事前準備 
［定期戦略パターン］に関連する設定項目は下記の通りです。 

定期戦略区分名（必須） 

参照：システム設定マニュアル（定期戦略設定－定期戦略区分） 

顧客区分、顧客分類、顧客層別、業種 

参照：システム設定マニュアル（顧客設定－顧客区分、顧客分類、顧客層別、業種） 

カテゴリ名、カテゴリ 1,2 

カテゴリはシステム全体で使用します。商品別などに分類する事が出来ます。 

参照：システム設定マニュアル（カテゴリ設定－カテゴリ名、カテゴリ 1,2） 

定期戦略パターンを登録 

1. 左メニュー［知恵袋］－［定期戦略パターン］タブをクリックして［新規］をクリックします。 

 

2. ［定期戦略パターン］登録画面が表示されます。各項目を入力選択、［行為パターン］、［行為］を選択の

上、［登録］をクリックします。 

 

http://www.caien.co.jp/pform/bizdoc/4.0.1s/sys10.pdf#sys1
http://www.caien.co.jp/pform/bizdoc/4.0.1s/sys02-1.pdf#sys05
http://www.caien.co.jp/pform/bizdoc/4.0.1s/sys03-1.pdf
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各項目の詳細は以下の通りです。 

項目名 データタイプ 内容 

定期戦略パターン名(必須) 最大 60 バイト 登録する定期戦略パターン名を入力します。例)新規顧客開拓 A 

定期戦略区分 － ［システム設定］-［定期戦略区分］に登録されているデータを選択します。 

顧客区分 － ［システム設定］-［顧客区分］に登録されているデータを選択します。 

顧客分類 － ［システム設定］-［顧客分類］に登録されているデータを選択します。 

顧客層別 － ［システム設定］-［顧客層別］に登録されているデータを選択します。 

業種 － ［システム設定］-［業種］に登録されているデータを選択します。 

カテゴリ１、２ － ［システム設定］-［カテゴリ１］に登録されているデータを選択します。 

カテゴリ２はカテゴリ１の選択内容により選択肢が変わります。 

利用に際してのコメント 最大 1024 バイト 定期戦略パターンの利用に際してのコメントを登録します 

内容 最大 1024 バイト 定期戦略パターンの具体的内容を入力します。例)新規顧客開拓の短期戦略用です。 

行為 (必須)  この定期戦略で行う［行為］を選択します。［行為タイプ］を選択してから［行為］を選

択します。 

■POINT 

定期戦略パターンは［定期戦略］オプションで利用できます。操作方法は下記をご参照ください。 

BizMagic4.0 オンラインヘルプ－操作マニュアル－■6.定期戦略オプション－01 定期戦略 

定期戦略パターンの変更、削除 
登録されている定期戦略パターンの更新や削除を行います。登録者と全社管理者権限社員が実行できます。 

1. ［検索］をクリックして［一覧］に表示された［定期戦略パターン名］をクリックします。 

 

2. ［知恵袋－定期戦略パターン］画面が表示されます。 

［変更］をクリックすると各項目や行為の変更を行うことができます。 

［削除］をクリックすると定期戦略パターンを削除します。 

 

http://www.caien.co.jp/pform/bizdoc/4.0.1o/ope06-01.pdf
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4.  事例の広場 

閲覧回数の多い接点記録を「事例」として登録し、共有するための機能です。 

事前準備 
関連する設定項目は下記の通りです 

事例分類（必須） 

事例に分かりやすい分類名を付与します。 

参照：システム設定マニュアル（知恵袋設定－事例分類） 

事例の広場自由欄 

最大 15 項目の項目を追加できます。 

参照：システム設定マニュアル（知恵袋設定－事例の広場自由欄） 

顧客区分、顧客分類、顧客層別、業種 

参照：システム設定マニュアル（顧客設定－顧客区分、顧客分類、顧客層別、業種） 

カテゴリ名、カテゴリ 1,2 

カテゴリはシステム全体で使用します。商品別などに分類する事が出来ます。 

参照：システム設定マニュアル（カテゴリ設定－カテゴリ名、カテゴリ 1,2） 

事例の広場の登録 

1. 左メニュー［知恵袋］－［事例の広場］タブをクリックして［新規］をクリックします。 

 

2. 事例として登録する接点記録を検索します。検索条件を設定して［検索］をクリックします。 

http://www.caien.co.jp/pform/bizdoc/4.0.1s/sys08.pdf
http://www.caien.co.jp/pform/bizdoc/4.0.1s/sys02-1.pdf#sys05
http://www.caien.co.jp/pform/bizdoc/4.0.1s/sys03-1.pdf
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3. 一覧に検索結果が表示されます。［知恵袋に登録］をクリックします。 

（不要行の削除は次画面で行います。） 

 

4. ［事例名］、［事例分類］等の項目を入力選択します。 

 

事例に登録しない接点記録の削除 

事例に登録しない接点記録はチェックを入れて［削除］をクリックします。 
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事例に登録する接点記録の追加 

① ［追加］をクリックします。 
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② 検索条件を設定して［検索］をクリックして［事例追加］をクリックします。 

（不要接点履歴の削除は次画面で行います。） 

 

5. 内容を確認して［登録］をクリックします。 

 

各項目の詳細は以下の通りです。 

項目名 データタイプ 内容 

事例名(必須) 最大 30 バイト 登録する事例名を入力します。 

例)小売店導入成功事例 

事例分類（必須） － ［システム設定］-［事例分類］に登録されているデータをリストから選択します。 

参照：システム設定マニュアル（知恵袋設定－事例分類） 

顧客区分 － ［システム設定］-［顧客区分］に登録されているデータをリストから選択します。 

参照：システム設定マニュアル（顧客情報設定－顧客区分） 

顧客分類 － ［システム設定］-［顧客分類］に登録されているデータをリストから選択します。 

参照：システム設定マニュアル（顧客情報設定－顧客分類） 

顧客層別 － ［システム設定］-［顧客層別］に登録されているデータをリストから選択します。 

参照：システム設定マニュアル（顧客情報設定－顧客層別） 

業種 － ［システム設定］-［業種］に登録されているデータをリストから選択します。 

参照：システム設定マニュアル（顧客情報設定－業種） 

カテゴリ 1、2 － ［システム設定］-［カテゴリ１］に登録されているデータをリストから選択します。 

参照：システム設定マニュアル（カテゴリ設定－カテゴリ１，２） 

カテゴリ２はカテゴリ１の選択内容により選択肢が変わります。 

内容 最大 1024 バイト 事例の内容を入力します。 

例)BizMagic を小売店に導入した際の成功事例です。 
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事例の広場の検索・表示 

1. ［検索］をクリックします。 

 

2. 事例名をクリックすると登録されている接点記録が一覧表示されます。 

 
（各接点履歴の内容を確認する場合は、次画面で接点履歴の日付をクリックしてください） 

事例を評価する 

登録されている事例に［評点］を付けたり、コメントを残すことができます。 

1. ［検索］をクリックして、一覧に表示される該当の［事例名］をクリックします。 

 

2. ［評価する］をクリックします。 
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3. 各項目を入力選択して［登録］をクリックします。 

 

4. ［利用者一覧］に登録した評価内容が表示されます。 

 

各項目の詳細は下記の通りとなります。 

項目名 データタイプ 内容 

評点 － 数値による点数を登録します。 

選択範囲：0-8 

評点は［ポイント管理］タブで集計されます。 

効果（数値） 半角数字 

最大 5 バイト 

利用することで節約できた時間や、満足度（％）などの数値を登録します。 

コメント 最大 256 バイト 感想などのコメントを登録します。 

■POINT 

評価の基準を作成して、客観的な評価が出来るように運用ルールを作成することが必要となります。 
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5.  情報の予約 

知恵袋に情報が登録された際に、メッセージ Box へ通知設定をする機能です。 

本機能は個人ごとに行う設定となります。 

登録方法 

1. 左メニュー［知恵袋］－［情報の予約］タブをクリックして［新規］をクリックします。 

 

2. 各項目に必要事項を記入して、［登録］をクリックします。 

 

各項目の詳細は以下の通りです。 

タイトル 内容 

予約種別 (必須) 通知する知恵袋の機能を選択します。［行程パターン］、［資料の広場］、［事例分類］から選択します。 

分類 予約種別が［資料の広場］、［事例分類］の場合に表示されます。 

分類をプルダウンより選択します。 

カテゴリ ［カテゴリ１］、［カテゴリ２］をプルダウンより選択します。 

■POINT 

［予約種別］のみを選択して、分類やカテゴリが未選択の場合は、該当予定種別のすべての分類、カテゴリの情報が登録

された際に通知が行われます。 
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6.  ポイント管理 

知恵袋の情報を登録、利用された回数、評点を表示する機能です 

ポイント管理の表示 

1. 左メニュー［知恵袋］－［ポイント管理］タブをクリックします。 

2. ［登録件数］をクリックします。 

 

3. 登録者別の詳細情報が表示されます。 
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7.  掲示板 

BizMagic で利用できる掲示板機能です。 

掲示板を利用する 

左メニュー［知恵袋］－［掲示板］タブをクリックします。 

 

操作方法の詳細は下記をご参照ください。 

BizMagic オンラインヘルプ－操作マニュアル－■2.グループウェアオプション－03 掲示板 

8.  行程パターン 

案件行程オプションで利用する［行程パターン］の登録管理を行います 

事前準備 
行程パターンを利用するために、システム設定画面の以下の項目を設定します。 

顧客区分、顧客分類、顧客層別、業種 

顧客を分類するための情報です。 

参照：システム設定マニュアル（顧客情報設定－顧客区分、顧客分類、顧客層別、業種） 

カテゴリ名、カテゴリ 1,2 

商品別などに分類する事が出来ます。システム全体で使用します。 

参照：システム設定マニュアル（カテゴリ設定－カテゴリ名、カテゴリ１，２） 

行程タイプ 

行程項目群を総称して呼ぶ際の名称です。 

参照：システム設定マニュアル（案件行程設定－行程タイプ） 

行程項目 

案件を進展させるための、商談進捗プロセスや実施事項です。 

参照：システム設定マニュアル（案件行程設定－行程項目） 

https://www.caien.co.jp/pform/bizdoc/4.0.1o/ope02-03.pdf
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案件進捗度 

各行程項目を実施する事により案件がどの程度進んだかの目安です。 

参照：システム設定マニュアル（案件情報設定－案件進捗度） 

行程パターンの利用 
案件に行程立案を利用する際、使う行程のテンプレートを管理するのがこの行程パターンです。 

 

1. 左メニュー［知恵袋］－［行程パターン］タブをクリックして、［新規］をクリックします。 

 
■NOTE 

［行程パターン］タブを表示するには［行程立案オプション］の付与が必要です。 

 

2. 行程パターン登録画面が表示されます。各項目を登録選択して［項目追加］をクリックします。 

 
 

各項目の詳細は以下の通りです。 

項目名 データタイプ 内容 

行程パターン名 (必須) 最大 30 バイト 登録する行程パターン名を入力します。 

顧客区分 － ［システム設定］-［顧客区分］に登録されているデータをリストから選択します。 

顧客分類 － ［システム設定］-［顧客分類］に登録されているデータをリストから選択します。 

顧客層別 － ［システム設定］-［顧客層別］に登録されているデータをリストから選択します。 

業種 － ［システム設定］-［業種］に登録されているデータをリストから選択します。 

カテゴリ 1、2 － ［システム設定］-［カテゴリ１］に登録されているデータをリストから選択します。 

カテゴリ２はカテゴリ１の選択内容により選択肢が変わります。 

利用に際してのコメント 最大 1024 バイト 行程パターンの利用に際してのコメントを登録します。 

内容 最大 1024 バイト 行程パターンの内容を登録します。 
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3. 行程パターン行程項目登録画面が表示されます。各項目を登録選択して［登録］をクリックします。 

 

各項目の詳細は以下の通りです。 

項目名 データタイプ 内容 

行程タイプ(必須) － ［システム設定］-［行程タイプ］に登録されているデータをリストから選択します。 

行程項目（必須） － ［システム設定］-［行程項目］に登録されているデータをリストから選択します。 

開始予定日 半角数字 

最大 5 バイト 

選択した行程の開始日を、案件発生からの日数で入力します。 

終了予定日 半角数字 

最大 5 バイト 

選択した行程終了日を、案件発生からの日数で入力します。 

案件進捗度 － ［システム設定］-［案件進捗度］に登録されているデータをリストから選択します。 

摘要 最大 512 バイト 行程項目に関するコメントを入力します。 

添付ファイル 最大 1 つ 行程項目に関する資料を添付します。 

■POINT 

項目追加を複数回行い、行程パターンを作成します。 

登録された行程パターンは案件情報、または行程立案より利用します。 

操作方法はオンラインヘルプ－案件、または行程立案をご参照ください。 
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行程パターンの削除・更新 
登録されている行程パターンを検索し、パターンの更新や削除を行います。登録者と全社管理者権限社員が操作可能です。 

 

1. ［検索］をクリックします。［一覧］に表示された［行程パターン名］をクリックします。 

 
 

2. 行程パターンが表示されます。 

 

■POINT 

利用者一覧は行程立案よりこの行程パターンを利用した社員です。利用した評価はこの一覧から行います。 

利用者一覧の日付をクリックして利用者の声画面を表示します。 

 

3. 各項目に必要事項を記入して、［更新］をクリックします。利用者一覧画面に記入したデータが表示され

ます。 

項目名 データタイプ 内容 

評点 － 数値による点数をつけます。 

選択範囲：0-8 

ポイント管理で集計する事が出来ます。 

※評価の基準を作成して客観的な評価が出来るようにすることが必要です。 

効果（数値） 半角数字 

最大 5 バイト 

利用することで自身が得した時間などの数値を登録します。 

コメント 最大 256 バイト 感想などのコメントを登録します。 

■POINT 

ポイント管理でポイントを集計して評価点数の少ないもの、利用頻度の低いものなどは、メンテナンスを行い、修正、削

除などをして検索性を良くします 
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