
Spring’20アップデート機能

2020.03.31

【ご注意】本追加機能の内容や日程は予告なく変更になることがございます。
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リモートサイトの設定の確認

本説明は全てのお客さまが対象です。
本設定がされていないと、サービス利用時に不具合が発生します。

ご確認ください。
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確認事項

システム管理者でログインします。

①右上歯車アイコンクリック

②メニューの「設定」クリック

③左メニューの検索フォームに
「リモート」と入力します。

④「リモートサイトの設定」クリック

⑤確認する行
○リモートサイト名
「themeishi」
「BusinessDBAPI」
「BusinessDBUpadateAPI」

上記3つに
「有効にチェック」が入っているか確認します。

未チェックの場合、左端の「編集」
リンクをクリック

①

②

③

④

⑤ ⑥

チェックを入れる場合編集クリック
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有効にチェックを入れる

編集画面で

有効□にチェックを入れて

「保存」ボタンクリック

で完了です。

リモートサイト名
「themeishi」
「BusinessDBAPI」
「BusinessDBUpadateAPI」
有効にチェックが入れば完了です。
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１．uSonar（ランドスケイプ社）連携対応【有償別サービス】
顧客データ統合ツールのuSonarと連携し、定期的（1回/日）な名寄せ&クレンジング
※業種・業態コード挿入（既存業種項目とは別で用意）

２．Fujitsu N7100（タッチパネル付ネットワークスキャナ）UI改善【別売り】
○タグ設定／確認画面改善・スキップ／訂正チェックボックスを設定画面に

３．Windows用名刺スキャンアプリケーション
○複合機裏面取り込み対応／公開・非公開の設定追加／カスタムドメイン設定（sandbox対応）
名刺表裏上下判定連動／認識エンジンを最新に切り替え
ユーザ検索／ロール階層表示

追加機能一覧

今回のアップデートは2/28に公開した冬のアップデートに引き続き機能追加を実施いたします。
有償別サービスのuSonar（ランドスケイプ社）連携、Fujitsu N7100（別売）UI改善などが主となりますが
基本サービス（無償）部分に対しても、「名刺情報と起業DB情報を別管理できる項目追加」や
Windows用名刺スキャンアプリケーションで複合機から名刺の両面取り込みに対応します。
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uSonar連携機能

【ご注意】本連携には有償サービス「uSonar」の契約が必要です。
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企業データベースuSonarとの連携で定期的な名寄せとクレンジング

名刺記載の「名刺情報」

企業DBからの「企業情報」
例）※登記情報
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ エヌジェーケー

例）※名刺記載の通称・略称など
株式会社NTTデータNJK

今回のアップデートでは、ランドスケイプ社が販売する顧客デー
タ統合(CDP)ツール「ユーソナー(uSonar)」との連携に対応
しました。

uSonarから得られる最新の企業情報により、名刺に記載さ
れている「名刺情報」とは別項目で企業データベース情報「企
業情報」を持つことが可能となり、名刺記載の社名と、登記さ
れた社名の記載が異なる場合、どちらの情報も使用することが
できます。

※OCR：Optical Character Recognition、光学文字認識
※CDP：Customer Data Platform、顧客データを統合管理するデータベース

企業DB
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ログイン後「管理」タブ＞「企業データベース連携の設定」

①「企業情報と名刺情報の補正機能を有効にする」
チェックを入れると、名刺情報の他に「企業情報」項目を
作成します。

②上記①が有効の場合、「名刺情報」に対し企業DBで
更新する項目を個別に選択出来ます。
※全てのチェックを外すと、「名刺情報」はそのままで、
「企業情報」に情報が表示されます。

③「定期クレンジングを有効にする」
チェックを入れると、日時で最新の「企業情報」があれば
更新を行います。
更新対象項目は上記②で設定した項目。

④uSonar契約が必要な「定期クレンジング」や「法人番
号・業種コードの取得」は、uSonarの企業IDを登録する
事で有効になります。

企業データベース連携の設定

①

②

③

④
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有償uSonar連携と、無償企業DBマッチングの比較

費用 連携機能 登録時情報更新 定期クレンジング 名刺更新対象項目 マッチング項目

有償

uSonarの契
約が必要です

Spring’20

uSonar連携

○ ○ 社名・社名読み・住所・TEL・FAX・URL

LBC※・法人番号

業種コード1～3
業種名称1～3

社名・TEL・住所

無償 Winter’20

企業DBマッチング

○ × 社名・社名読み・住所・TEL・FAX・URL 社名・TEL・住所

※更新機能および、名刺更新対象項目は選択可能。
※企業データベース情報を利用した場合、名刺記載の内容と差異が出ます。
※本機能は人力で確認・入力を行う「訂正サービス」を利用していても、企業DBの最新情報に置き換えます。
※「LBC」Linkage Business Code：法人マスターデータ820万拠点、国内拠点網羅率99.7%のランドスケイプ社独自企業コード

uSonarご契約の場合と、契約が無い場合の連携機能比較です。
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「企業情報」表示内容

uSonarご契約の場合の「企業情報」表示内容

LBC / 法人番号

業種コード / 業種名称
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「名刺情報」+「連絡先A」
名刺情報をOCRでデータ化。

【有償オプション】訂正サービスで人の手で確認修正。
【更新選択可能】企業DB情報に更新。
更新対象は「社名・社名読み・住所・TEL・FAX・URL」
【uSonar契約】定期クレンジング。

企業情報：uSonar契約がある場合

「企業情報」
企業DB情報を、名刺情報とは別に保存。

【uSonar契約】
「社名・社名読み・住所・TEL・FAX・URL」のほか
「LBC・法人番号・業種コード・業種名称」情報を
追加表示。
定期クレンジング。
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「名刺情報」＋「連絡先A」
名刺情報をOCRでデータ化。

【有償オプション】訂正サービスで人の手で確認修正。
【更新選択可能】企業DB情報に更新。
更新対象は「社名・社名読み・住所・TEL・FAX・URL」

※更新は名刺登録維持のみ、定期クレンジングは無し。

企業情報：uSonar契約が無い場合

「企業情報」
企業DB情報を、名刺情報とは別に保存。
「社名・社名読み・住所・TEL・FAX・URL」のみ表示

※LBC・法人番号・業種コード・業種名称情報は非
表示、定期クレンジングは無し。
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優先順位 方式 名刺対象項目

1 uSonar連携
【有償】

企業DBマッチング
【無償】

LBC・法人番号・業種コード・業種名称

社名・社名読み・住所・TEL・FAX・URL

ランドスケイプ社企業
DB：820万拠点

（社名・TEL・住所）

2 訂正サービス
【有償】

会社名・会社名（カナ）・所属役職・役職・氏名（姓
名）・氏名（カナ）・メールアドレス・電話番号・FAX・携帯
電話・住所（郵便番号）・住所（都道府県）・住所
（市区町村）・住所（番地）・ビル建物名・URL

人力入力・確認
【名刺情報まま】

3 精度判定
【無償UP】

氏名
社名

メールアドレス

内部判定ロジック
【名刺情報まま】

4 OCR 全項目 OCR認識・振り分け
【名刺情報まま】

機能比較表、反映優先順位
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タッチパネル付ネットワークスキャナ Fujitsu N7100機能

【ご注意】本機能は別売りFujitsu N7100が必要です。
本機能の適用のためのアップデートは順次サポートがご訪問させていただき
実施いたします。
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①ボタンタップによるユーザ選択
「すべてのユーザ」を追加。メールアドレスの頭文字で絞込が可能。

②スキャン時の確認画面改善
登録設定を確認出来るほか、画像の向きを確認する画面を改善。

③タグ設定機能
名刺登録時にタグ1～3を割り当てることが可能に。

④設定画面の改善、設定の追加

新機能一覧
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①「ユーザを選択」ボタンタップ

ボタンタップによるユーザの選択

②ロールのボタンタップ
「すべてのユーザ」も選択出来ます。
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④選択したユーザが表示されます。

③ユーザを選択してタップします。
ユーザが多い場合は、メールアドレスの頭文字で
絞込が可能です。

ボタンタップによるユーザの選択
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①「スキャン」ボタンタップ

スキャン中の確認画面の改善

②登録設定を確認できます。
問題無ければ「OK」タップ
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③名刺画像の向きを確認【新画面】
「＜」「＞」ボタンで名刺を変更して確認します。
名刺画像下の回転ボタンで修正ができます。
確認が終了したら「登録」ボタンタップ

スキャン中の確認画面の改善

④登録が完了すれば終了です。
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①タグ設定の「→」ボタンタップ

タグ設定機能

②タグ1～3を設定出来ます。
PCブラウザで「管理」タブから「インポート設定値の設定」
がされている場合は、その設定が選択出来ます。
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▼「訂正サービス設定」を「管理者設定」画面内に
移動しました。スキャン時にユーザが設定を変更
してしまう問題を解決します。

設定画面の改善、設定の追加

▼「動作設定」画面を追加しました。
連携モジュールの起動時間の設定ができます。
「画面表示設定」は表示画面の選択で、使用頻度の低い
画面などを非表示にできます。
「用紙設定」では名刺をセットする面の設定
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Windows用名刺スキャンアプリケーション機能

【ご注意】最新のソフトウェアをWEBからダウンロード入手してください。
公開日：2020年3月31日予定
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①「取り込み先ユーザ選択」にボタン選択を追加。
これによりタッチパネルでの選択がしやすくなりました。
また「最近利用したユーザ」や「全てのユーザ」からの選択が可能になりました。
「ロール選択」は見やすい階層表示から所属ユーザを確認でき、ユーザの「テキスト検索」を搭載。

②個別の名刺に対してスキャン時に「公開・非公開」の設定が可能。

③複合機での登録が両面に対応。
ガラス面に並べた名刺のオモテ面をスキャンし、次に名刺を裏返して同じ場所でウラ面をスキャン。
オモテ面とウラ面のスキャン画像から名刺を個別に切り出す際に同じ名刺のオモテ面とウラ面を結合します。

④認識エンジンが最新に切り替わります。また、認識精度判定機能が有効になります。

⑤カスタムドメイン設定対応（sandbox対応）

新機能一覧
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旧アプリケーションとのUIの違い

▼新スキャンアプリケーション ▼旧スキャンアプリケーション

24

※しばらくは旧アプリも使用可能です



「取り込み先ユーザ選択」にボタン選択を追加。

①「取り込み先ユーザ」の「ユーザ選択」ボタンを追加 ②ボタン表示された「ロール」を選択（ユーザを選択タブ）
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「取り込み先ユーザ選択」にボタン選択を追加。

③ボタン表示された「ユーザ」を選択 ④「取り込み先ユーザ」選択完了
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▼詳細検索タブでロールのツリーを表示、ユーザ一覧から選択
大規模環境でのユーザ選択が容易になります。 ①ロール内のユーザが多い場合、テキストで検索・絞込が可能。

②一度選択したユーザは、次回より「最近使用したユーザ」から
選択が可能です。

また小規模環境向けに「すべてのユーザ」を表示するボタンも追加
①

②

「取り込み先ユーザ選択」にボタン選択を追加。
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▼個別の名刺に対してスキャン時に
「公開・非公開」の設定が可能。

公開・非公開設定 / カスタムドメイン設定

▼カスタムドメイン設定対応（sandbox対応）
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複合機での両面取り込み

複合機のガラス面に名刺を並べてスキャンします。
最大A3サイズ/カラー/400～600dpi
※背景が黒くなるよう、黒い紙などを置いてスキャンします。

②オモテ面をスキャンし、名刺を裏返してウラ面をスキャンします。
スキャンしたオモテ面とウラ面の画像を同時に選択して取り込みます。

①「設定」から「スキャンオプション」の
「両面対応」と「黒バック切り抜き」にチェックを
入れます
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複合機での両面取り込み

③オモテ面とウラ面の紐付け確認画面です

④スキャンした位置から、自動で紐付けを行いますが
オモテ面の①に対して、ウラ面を選択することで手動で
紐付けができます。

▲「合成表示する」にチェックでオモテ面とウラ面を重ねて表示します。30



複合機での両面取り込み

⑤黒背景から、名刺が個別に切り取り、
オモテ面とウラ面が紐付けされ登録します

⑥「裏面画像」タブで名刺のウラ面を確認出来ます。
※裏面はデータ化の対象外です。
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