
Summer’20アップデート機能

2020.09.10

【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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はじめに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、一部機能が利用できなくなります。

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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Summer’20アップデート機能
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1.名刺詳細画面をタブ表示に変更
名刺詳細画面の名刺情報をタブ表示にすることで、表示・編集が簡単になりました。
また、訂正ステータスが「訂正済み」の名刺は、「氏名」項目の上に「訂正済み」ラベルを表示します。

2.秘書権限ユーザによる名寄せが可能に
他のユーザが所有する名刺に対し、複数ある同一人物の名刺をひとつにまとめる「名寄せ」ができるようになりました。
また、秘書権限ユーザが「名寄せ」を設定できる編集対象のユーザ数を5から10に増やしました。

3.人事情報と組織変更情報をメールで通知
名刺所有ユーザと秘書権限ユーザに対し情報を「メールで通知する」機能が追加されました。

4.メール送信機能に「送信不可設定」を追加
名刺のリスト表示画面で選択した名刺に対しメール送信をする「メール送信機能」で、配信しない名刺に対し、メール送信不可フラグを設定する
機能を追加しました。

5.「訂正サービス」の利用枚数を部署ごとに集計できる出力機能を追加
「訂正サービス」の利用費用はご契約の単位でご一括の請求となりますが、部署ごとの利用枚数を集計できるよう、集計に必要な項目（ロール・
部署など）を、訂正ログのCSV出力項目に追加しました。

追加機能一覧

今回のアップデートでは、ご利用ユーザからいただいたご要望に対応し、名刺詳細画面の改善、秘書権限ユーザの
名寄せ実行、人事情報/組織変更情報のメール通知などを実現しました。
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1.名刺詳細画面をタブ表示に変更
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名刺詳細画面をタブ表示に変更

名刺詳細画面の名刺情報をタブ表示にすることで、表示・編集が簡単になりました。
また、訂正ステータスが「訂正済み」の名刺は、「氏名」項目の上に「訂正済み」ラベルを表示します。
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名刺詳細画面をタブ表示に変更

名刺情報タブ
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連絡先Aタブ



名刺詳細画面をタブ表示に変更

連絡先Bタブ
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付加情報タブ



名刺詳細画面をタブ表示に変更

システム情報タブ
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企業情報タブ

「企業情報タブ」の表示には、企業情報データベースからの情報入手設定が必要です。
次のページで設定方法を説明します。



企業情報タブの表示設定
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企業情報データベースへのアクセス許可

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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企業情報データベースへのアクセス許可

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。

14



企業情報データベースからの情報取得設定

「企業情報タブ」の表示
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【ご注意】
本設定は組織すべての名刺に対して有効になります。
組織の運用をよくご検討下さい。

システム管理者でログインします。

管理タブ＞企業データベース連携の設定
「□企業情報と名刺情報の補正機能を有効にする」
にチェックを入れると有効になります。

名刺登録時に、企業情報データベースにマッチングを行い、
企業データベース（登記情報）を「企業情報タブ」に入力し
ます。

名刺情報の補正項目「社名」「社名読み」「住所A」「電話
番号A」「FAX番号A」「URL」にチェックを入れると
名刺から登録した情報を、起業情報データベースの情報に
置き換えます。

【ご注意】名刺情報の補正にチェックを入れると、名刺の電話
番号が「直通番号」から「代表番号」になってしまいます。
名刺情報を残したい場合は注意してください。



2.秘書権限ユーザによる名寄せが可能に
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秘書権限ユーザによる名寄せが可能に

秘書権限ユーザは他のユーザが所有する名刺情報を
編集・削除することができます。

本アップデートでは、複数ある同一人物の名刺をひとつ
にまとめる「名寄せ」ができるようになりました。

また、秘書権限ユーザが「名寄せ」を設定できる編集対
象のユーザ数を5から10に増やしました。

※名刺共有設定されている名刺情報に限られます（非表示設定をしている名刺は不
可）
※編集対象ユーザとして「特定の10ユーザ」と「全てのユーザ」を選択できますが、「全ての
ユーザを対象にする」に設定している場合、「名寄せ」はできません。
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名寄せ機能

①

②

■秘書権限の編集対象ユーザの設定

システム管理者でログインします

THE 名刺管理 Business
「管理」タブ＞秘書権限設定

①「秘書権限セット」を付与したユーザをプルダウンから
選択します。

②「対象ユーザ一覧」で編集対象ユーザ（例：上司）
を10名まで設定出来ます。
ここで設定した編集対象ユーザ10名の名刺を「名寄せ」
できます。

③【ご注意】
「□全てのユーザを対象にする」にチェックが入っている場
合、修正・削除は全てのユーザに対して行えますが「名
寄せ」は行えません。
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名寄せ機能

①

②

■名寄せ機能の利用

①秘書権限で編集対象のユーザの共有名刺を表示
します。

②「名寄せ」ボタンをクリック
所有者の全ての名刺から同一人物の名刺を抽出し
て「名寄せ」を行う画面に遷移します。

【ポイント】
特定の名刺の名寄せを直接行いたい場合
（特定の人物だけの複数名刺を名寄せできます）

名刺リスト左のチェックボックスにチェックを入れて
「②名寄せ」ボタンをクリックします。
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名寄せ機能

④

③

■名寄せ機能の利用

名寄せ候補の一覧が表示されます。

③名寄せ条件を変更したい場合は
名寄せ項目を選択して「設定変更」ボタンをクリック

条件設定例）
○会社が変わった場合は「氏名」
○部署・役職が変わった場合は「氏名と社名」

④候補の名刺の名寄せ対象が一覧で表示されます。
候補が複数ある場合は一件ずつ名寄せ処理します。
名寄せ対象ではない名刺は「チェック」を外します。

⑤名刺を受け取った日を参考に、名寄せ対象の
名刺の一覧から、最新の名刺を確認します。
「最新に設定」ボタンで変更できます。

⑤

名寄せ対象
（同一人物の複数名刺）

名寄せ候補
（複数の名刺を持つ最新の名刺） 20



名寄せ機能

■名寄せ機能の利用

⑥「名寄せ」ボタンをクリック

⑦「名寄せが実行されました」画面が表示されたら
名寄せ完了です。

名刺タブで名刺一覧画面に戻り、名寄せした名刺を
選択します。

⑥

⑦
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名寄せ機能

⑧名刺詳細画面を下にスクロールします。

⑨右列に名寄せされた名刺の一覧が表示されます。

以上で名寄せ処理は終了です。

⑧

⑨

過去の名刺の登録情報はこちらから
名刺の「名前」クリックして確認します。

※名寄せされた名刺情報の閲覧は可能です
修正は行えません、また詳細検索対象
からはずれます。名寄せ解除が必要です。

【ご注意】
名寄せした名刺の「コピー譲渡」は最新の名刺のみとなります。
「完全譲渡」では「名寄せ名刺」も移行されます。
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3.人事情報と組織変更情報をメールで通知
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人事情報と組織変更情報をメールで通知

「人事情報配信サービス」は、登録された名刺情報と外
部人事情報データベースをマッチングし、最新の人事異
動情報および組織変更情報にヒットした場合に、情報
をニュース画面に表示するサービスです。
名刺情報を受信した最新情報に手動で更新することが
できます。

本アップデートでは、名刺所有ユーザと秘書権限ユーザ
に対し情報を「メールで通知する」機能が追加されました。

※本機能をご利用いただけるのは、有償オプション「人事情報配信サービ
ス」の契約ユーザのみとなります。
※所有する名刺情報と人事異動情報および組織変更情報のマッチングは
1日1回行われますが、ヒットした場合のみニュース表示およびメール通知し
ます。
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情報配信サービス設定
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■情報配信サービスの設定

システム管理者でログインします

THE 名刺管理 Business
「管理」タブ＞情報配信サービスの設定

①「情報配信サービス」は有償オプションです。別途お申込
みが必要です。お申込みいただきますと「利用アカウント」
「利用パスワード」をご案内します。
入力し「保存」ボタンをクリックします。

本設定で「情報配信サービス権限セット」を割り当てたユー
ザのニュースエリアに情報が表示されます。
※メール配信にも「情報配信サービス権限セット」は必要で
す。

②「人事異動情報と組織変更情報のメール配信設定」
チェックを入れた対象にメールを配信します。

○対象ユーザ：名刺所有者・秘書権限ユーザ
○配信情報：人事異動情報・組織変更情報

①

②



情報配信サービス設定
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所有する名刺情報と人事異動情報および組織変更情報のマッ
チングは1日1回行われますが、ヒットした場合のみニュース表示
およびメール通知します。

○自分が所有する名刺が対象
○マッチングは1日1回
○マッチングにヒットした場合のみニュース表示及びメール通知

←人事異動情報メール（サンプル）

↓組織変更情報メール（サンプル）



4.メール送信機能に「送信不可設定」を追加
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メール送信機能に「送信不可設定」を追加

名刺のリスト表示画面で選択した名刺に対しメール送信をする「メール送信機能」で、配信しない名刺に対し、メール送信不可
フラグを設定する機能を追加しました。
まとめて選択したメール配信対象に配信不可の名刺が含まれている場合でも、メール送信対象から自動で外し、その除外リスト
を表示します。
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メール送信不可設定（リスト表示上での設定）

①
②

■メール送信不可設定
リスト表示上で設定する方法

①参照スコープ「自分の名刺」
表示タイプ「リスト表示」

②「メール送信不可」列のチェックボックスにチェックを入
れる

以下ダイアログが表示されます

以上でチェックを入れた名刺を、メール送信リストから
除外できます。

※共有名刺表示ではチェックボックスが無効化されま
す。
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メール送信不可設定（名刺個別の設定）

①名刺詳細画面＞システム情報タブ＞メール送信不可項目

ナナメのペンアイコンをクリック
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②メール送信不可のチェックボックスにチェックを入れ、「保存」ボタ
ンをクリック



メール送信不可設定（名刺個別の設定）

③名刺詳細画面＞システム情報タブ＞メール送信不可項目

「送信不可」に切り替わりました。
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④「メール送信不可」を設定した名刺も、メールクライアント（Outlookなど）
と連携している「メールアドレスリンク」はご利用いただけます。

▲表示タイプ「リスト表示」

▼名刺詳細画面



メール送信設定
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メール送信設定

①表示タイプ「リスト表示」にし、メールを送信する名刺を検索など
で絞り込み、画面左のチェックボックスにチェックを入れます。
「メール送信」ボタンをクリック
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②メール送信画面が立ち上がります。
メール送信不可の名刺がある場合、左下の赤字で件数が表示
されている「メール送信不可」ボタンクリック

メール送信不可設定の名刺はリストから除外されて
いますのでこのままメール送信を進める事が出来ます。



メール送信設定

③メール送信不可のリストを表示します。
こちらのリストの名刺に対しては、メール送信リストから除外されて
いますのでメールは送られません。

※本リストは確認画面のため、このリストからメールの配信や設定
の変更は行えません。
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5.「訂正サービス」の利用枚数を部署ごとに集計できる出力機能を追加
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「訂正サービス」の利用枚数を部署ごとに集計できる出力機能を追加

「訂正サービス」は名刺画像から名刺情報を人力で入力するOCRより精度の高い名刺情報入力サービスです。
「訂正サービス」の利用費用はご契約の単位でご一括の請求となりますが、部署ごとの利用枚数を集計できるよう、集計に必要
な項目（ロール・部署など）を、訂正ログのCSV出力項目に追加しました。

※本機能をご利用いただけるのは、有償オプション「訂正サービス」の契約ユーザのみとなります。
※訂正ログの集計CSVの出力にはSalesforce純正のCSVデータ転送ソフト「データローダ」（無料）の利用が必要です。
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■出力される項目（訂正を実行したユーザの情報）
部署
ディビジョン
名前
役職
従業員番号
ロール
ロール表示ラベル



訂正サービスのログ出力の設定
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設定

①歯車アイコン＞設定＞クイック検索「プロファイル」
「システム管理者」をクリック
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②下にスクロールして
項目レベルセキュリティ＞カスタム項目レベルセキュリティ
「訂正サービスのログ出力」の[参照]クリック
※Ctrl＋Fで「訂正サービス」でページ内検索でも探せます



設定

③「編集」ボタンクリック
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④「参照アクセス権」の全てにチェックを入れ「保存」



設定

⑤「参照アクセス権限」全てにチェックが入っていれば終了です。
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データローダでのエクスポート

41



設定

①「データローダ」を起動して「Export」ボタンクリック
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②「OAuth」を選択、プルダウンで「Production」選択
「Log in」ボタンクリック



設定

③システム管理者のログインで使用している「ユーザ名」「パスワー
ド」を入力し「ログイン」
④アクセスを許可しますか？画面で「許可」
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⑤「Login Successful」と表示されたら「Next >」



設定

⑥「Show all Salesforce object」にチェック
⑦「訂正サービスのログ出力（meishi__LogCorrectService__b）」
を選択※リストの下の方です
⑧保存先の設定「Brows」ボタンクリック、デスクトップを選択して
ファイル名を設定。【ご注意】デフォルトの設定を使用しないで下さい。
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⑨「Select all files」ボタンをクリックし
⑩「Finish」※以降割愛
これで、訂正ログデータがCSVで保存されます。



設定
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出力したCSVをExcelで開いて集計します。集計は一行目の項目を利用します。

集計方法につきましては
別途マニュアルを公開します。
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