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記録する
顧客情報（スポット情報）を活用する
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行動記録を活用する
組織で使う
地図上で予定を活用する
指示を出す
状況を把握する
自動で記録する
電車賃を自動で計算する
車輌の走行を把握する
ジオフェンシング機能を活用する
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Notes

開発予定の機能、または計画中の機
能です。リリース時期および仕様につ
いて保証するものではございません。

記載されているプランにご加入の場合にご利用いただける機能です。（プラン詳細は p.24-25 参照）
* 原則として、シルバープラン又はゴールドプラン以上の記載がない限り、ブロンズプランでもご利用いただけます。

基本機能のみ、または機能を一つだけ追加して簡単に始めたいユーザー様向けプランです。

複数の追加機能や連携APIが使える、徹底して使いたいハードユーザー様向けプランです。

ブロンズ・シルバー

ゴールド/ゴールドプラス・プラチナ

オプション機能で、ご利用には追加
料金が発生致します。

※ 当カタログで表示されている画面デザインは実際とは異なる場合がございます。

特許出願中の機能・デザインです。

特許出願オプション未来機能

プラン別利用可否

営業の業務課題の一つとして、営業マンの業務プロセスの可視化が難しいという点があります。従って、営業結果のみの管理になり、業務プロセスの改善に
手が回らない状態となります。また、マネージャーが部下や課員の営業の進捗状況を把握しようとしても、リアルタイムでの案件進捗状況の把握ができない
ため、適切なフォロ―ができず失注していたという課題があります。これらの営業業務プロセス上で起こる課題に対して「cyzen」は、業務プロセスを可視
化することで、課題を見える化し、分析、改善を促し、訪問件数を増やすことで営業業務を最善な状態に向上させます。「cyzen」は、営業業務プロセスの
イノベーションを目指しています。

営業に業務プロセスイノベーションを起こします。

顧客管理業務の課題の一つとして、担当者、コンタクト先の顧客情報と「日報」などの報告業務が別々で管理が煩雑となっているという点があります。また、
営業部門とメンテナンス部門間の顧客情報を管理できていないことによる顧客クレームなどが発生しています。これらの業務課題に対して「cyzen」では、スタッ
フの端末の地図上に顧客情報をマッピングすることで、エクセルの顧客管理と違って視覚的に顧客情報がわかると共に、「日報」など業務情報も同時に地図
情報に紐づいて管理できます。この事によって、例えば営業部門担当者間での情報の齟齬を防いだり、営業部門とメンテナンス部門間でのリアルタイム情報
共有が可能となり、顧客管理がより簡単で楽になります。引継ぎ等があった時も自社担当者は抜け漏れなく容易に対応が可能となります。

地図情報に紐づいた顧客情報をリアルタイムで共有。引継ぎ時も安心です。

建築・建設業界では、写真管理等を含めた事務作業の増大によって、業務負荷増大という業務課題があります。「cyzen 写真管理※」機能は、それらの業務
課題の改善に取り組み、頭を悩ましている担当者を写真管理にかかる仕分け作業から解放致します。このことによって現場監督は、写真管理作業の効率化
がなされ、現場巡視業務による安全管理の時間を増やすことができるとともに、残業時間の削減をすることができます。「cyzen 写真管理」機能によって、
工事看板が不要となり、スマホで撮影した写真を工事帳票に活用できます。※「cyzen 写真管理」は、cyzenシルバープランよりご利用頂けます。

写真の自動仕分けにより、事務作業や報告書の作成時間を削減します。

部門間の業務連絡や情報共有がスムーズになることで強いチームを作ります。
外勤スタッフは行動（出勤・訪問・休憩等）を報告する業務が大変であり、またマネージャーはスタッフの業務報告が無いとスタッフの行動把握ができないと
いう課題があります。これらの課題に対して「cyzen」では、外勤スタッフが位置情報と合わせて行動状況（出勤・訪問・休憩等）を簡単に報告することができ、
このことによってマネージャーも情報をリアルタイムで把握できますので、部門間の情報共有がスムーズになり、スタッフとマネージャー双方での業務効率を
改善します。結果として、「cyzen」によって強い組織・チームをつくることができます。

ディスパッチ業務の効率化や報告書業務の IT化により質の高いサービスの提供を促します。
メンテナンス・保守管理業務では、スタッフが報告に使う報告書業務を紙で行っていて膨大な量になってしまっていたり、保守メンテナンススタッフの現場案
件の重複や、万が一の際のディスパッチ業務時にスタッフの現在位置や状況が把握できないなどの業務課題があります。これらの業務課題に対して、「cyzen」
では、スマホ端末により報告用務を簡易化、データ化を可能にし、エリアの地図上のスポット情報を担当者ごとに視覚的に管理することで、バッティングや
業務重複を避けることでの業務効率化を実現します。また、ディスパッチ時においては、「cyzen」は地図上で担当者の位置情報および、現在のステータス（作
業中、待機中、移動中など）がリアルタイムで把握できますので、現場に一番近い担当者を効率的に派遣することができます。これらの結果、人件費を抑え
つつ、サービスの質を高めることが可能となります。

報告業務を移動時間に行い、店舗アドバイス業務の質を高めます。
全国に多数ある店舗監督ならびに自社商品の取り扱いがある既存店舗を巡回し、商品陳列・販売促進・イベント企画や推進・メンテナンスを行うSV（スーパー
バイザー）や RM（リージョナルマネージャー）の業務課題は、報告時間に業務負荷やコストがかかっているという点です。報告業務、事務手続きを行うために、
SV・RMが会社に戻って作業をしていては、本来価値を生む店舗の巡回行動が少なくなってしまいます。これらの課題に対して、「cyzen」を使うことでスマ
ホ端末での日販などの情報確認、報告業務作業等の事務作業を移動時間や隙間時間で行うことによって、ラウンダーの拘束時間を削減し、人件費を抑えつ
つ店舗でのアドバイス業務や商品陳列などのプロモーション業務に時間をより掛けることができるという効果があります。SV・RMの店舗巡回状況や、行動
履歴、スケジュール管理および店舗の状況、商品の陳列状況は、位置情報に紐づいた画像でリアルタイム共有することができますので、情報の抜け漏れが
少なくなり、業務改善のための分析を行い易くなり、次のアクションの質を高めるという効果があります。

企画開発 製造（サービス、店舗） 物流 販売 保守メンテナンス
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POINT

Web 画面で特定の行動ボタンに「チェックイ
ン」を紐づける設定にします。チェックインは、
スタッフが現場で顧客に訪問の履歴を残せる
機能です。チェックインの紐付いている行動ボ
タンをタップすると客先一覧が表示され、訪問
する顧客を選択するとチェックインを完了でき
ます。チェックインの履歴はWeb 画面からも
リアルタイムで確認することができます。

訪問の履歴を残す

打刻を繰り返していくことで、アプリの1日の履歴に入店の時刻と場所が全て記録されます。スタッフは現場から日報を
作成し、送信することができます。（報告書のテンプレートを利用して入力）また、Web 画面から期間でデータを抽出し
て巡回履歴を CSV ファイルでダウンロードすることもできます。

「出発」をタップ後、順番に
行動ボタンが表示されます。

Web 画面のステータス管理から、「他の業務」という行動を追加します。客先業
務以外の作業が発生した時は、アプリ上で「他の業務」ボタンを押して記録します。

事前に位置情報付きの訪問予定を登録しておくことで、スタッフがその場所に訪
問したことをメールで配信することができます。現場の訪問状況を、忘れずに確
認したい場合や、スタッフの業務上の安否確認にもご利用いただけます。
※ルート自動記録機能へのお申し込みが必要です。

Geofence

本機能は応用することで、アプリを操作する
ことなく打刻を送信できるようにもなります。
本機能をご希望のお客様は運営会社までお問
い合わせくださいますよう、お願いいたします。

予定場所に訪問すると自動でメールが届きます

客先にスタッフを派遣している場合、請求対象となる稼働時間をスタッフが位
置情報付きで記録できます。また、スタッフが定刻通りに指定場所に到着し
ていることを記録し、蓄積された記録をまとめて提出する使い方も可能です。

cyzenでは行動ボタンの打刻順を設定できます。複数の店舗を巡回する
ラウンダー業務など、1日の巡回履歴を記録することが必須な業務におい
て報告業務、記録業務が効率化されます。

第一店舗入店

Web 画面で「出発」「第 1店舗入店」「移動」「第二店舗入店」「最終
店舗退店」「帰宅」の行動を順番に設定します。1日の業務の流れに合
わせて、次に押すべき行動ボタンが順番に切り替わるようになります。

出発 移動 帰宅

行動の記録はアプリを開いて、行動ボタンを押すだけで一瞬にして完了しま
す。送信された行動はその場でサーバーへ送信され、Web 画面の地図上で
分かりやすいアイコンで確認することができます。

< 行動ボタンの設定例 >

日常行う業務を行動ボタンに設定

Web 画面の地図からリアルタイムで確認

行動ボタンをタップ チェックインする客先を選択
* 半径 500m 以内の顧客が表示
* その場で顧客登録も可能

スタッフが予定に登録されている場所から出
ると、訪問終了のメールが送信されます。

予定の場所に訪問すると、指定した任意のメー
ルアドレスにメールが送信されます。

1. Web 画面で「定期点検」「診断」「修理」という行動を追加し、  「作業」
　を削除します。
2. 頻繁に使う行動をアプリの画面で上部に表示されるよう設定します。

出勤前：[ 出勤 ]
出勤後：[ 訪問、作業、休憩、移動、退勤 ]

出勤前：[ 出勤 ]
出勤後：[ 移動、訪問、定期点検、修理、休憩、退勤 ]

初期状態

設定変更後

ネイティブアプリだから動作が軽快でオフラインでも
動きます。オフライン時の記録データは後で送ります。

月末にスタッフの１ヶ月分の行動記録を CSV ファイルでダウンロードしま
す。既存の勤怠システムと連携をすれば、毎日の打刻時間が入力された
状態になります。

スタッフはアプリから
行動ボタンをタップ

POINT

チェックイン機能

予定場所へ入った時のメール (IN) 予定場所から出た時のメール (OUT) 応用機能（ジオフェンス）

行動別に勤怠時間を記録し、書き出すことができます。
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スタッフが現場で営業中、訪問してはいけない場所があった場合、事前にそれを知ることでトラブルを回避すること
ができます。例えば複数の現場スタッフで同一のエリアを飛び込み営業する場合等では、訪問した顧客に対して新
しくスポットを作成し、タグを「訪問禁止」に設定します。こうすることで、他のメンバーはここに訪問しないよう
にできます。過去に訪問している顧客であれば、訪問履歴を確認することで訪問効率を上げることができます。

cyzenではシステムに顧客情報を登録しておくことで、外出先で
もアプリから閲覧することが可能です。スタッフが現場で空き時
間に「ついで訪問」できそうな近くの訪問先を探すこともできま
す。顧客情報は地図形式でもリスト形式でも閲覧でき、詳細情
報の他、訪問履歴や過去の報告書まで、CRM（顧客管理システム）
としても幅広くご活用いただけます。

スポット詳細画面から、過去の報告が確認できます。今までにいつ誰が訪問していたか、どんな
提案・サービスを提供していたのか、現場にいながら調べることができます。担当者の変更があっ
た場合など、円滑な引き継ぎが容易になります。また、クレームが発生した場合等もスポットに紐
づく報告を残しておくことで、発生した事象や以後気をつけることなどを、組織内で共有できます。

表示するスポットの検索や絞り込みができます

表示スポットの並び順を変更できます（リスト表示時）

ランドマークを検索し移動できます（地図表示時）

実行した検索条件を保存することができます

顧客毎にグループを選択して、特定の人にしか閲覧できない
ようにできます。

分かりやすく楽しい画像を設定できます。
選べる画像は 450 種類以上。カスタム画
像もかんたんにアップロードできます。

スタッフは訪問後、スポットに対する進捗に合わ
せてタグを変更。地図上でも設定されている画
像に更新されるので、本部からも売り上げの立ち
そうな案件や顧客を早く把握できます。

顧客の業種や会社規模、取引の有無といった属性情報（タグ）
をつけることができ、それぞれの画像も設定できます。

訪問前 訪問後 本部・Web 画面

スポット名、カナ、スポットコード、マップ上の位置、所在地、
電話 /FAX 番号、URL、自社 / 顧客担当者、コメント　
※顧客担当者は担当者名、カナ、所属、役職、電話 /FAX
番号、メールアドレス、備考を登録できます。

■ 基本項目

任意の項目を作成できます。
※別途追加料金が発生致します。■ 拡張項目

■ グループ

■ タグ

NG

スポット（顧客）に対して設定する業種や業態、会社の規模、
案件の受注確度や取引の有無といった、属性情報を「スポッ
トタグ」と呼びます。タグをつけると、指定した画像がアプ
リとWebで表示されます。スポットタグの画像はWeb 画面
から選ぶことができ、また、自由に画像を作成してアップロー
ドすることも可能です。

POINT!

POINT

・ファイルで一括登録：Web 画面から、CSV ファイルをアップロードして一括登録
・アプリから登録：アプリから現場でスポットを新しく登録
・他システムから連携：他の CRMや名刺管理システムのデータと連携して一括登録

※スポットの更新、削除も一括で実施可能です。

今までの顧客分布図 cyzen の顧客分布図

飛び込み先発見 アプリで確認 訪問 NGを確認して回避

システム連携については、運営会社までお問い合わせください。
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備品や機器を点検して周るメンテナンス業務等においては、保守対象と
なる機器番号を入力するのが手間な場合も多くあります。cyzen の報
告書にバーコード読み取りの項目を追加すれば、保守員は現場で手打ち
することなく、バーコードから読みこむことが可能です。連続での読み取
りや、同じ番号の読み取り防止にも対応しております。

※読み取れる対象は、CODE39、CODE93、CODE128、JAN8、
JAN13、PDF417、QRコード、UPC/E などです。その他、端末やOSによっ
て読み取れるコードが違う場合がございます。詳しくは開発会社までお
問い合わせください。

カメラをかざすと、コードを読み取り 報告書内に自動で入ります

ビルのフロア毎に指示書を作成し、それに沿って現場で作業します。報告書に設
定された項目を記入していき、清掃後の写真を撮影・添付し、送信します。

Web 画面からは自由に営業報告書の報告事項を設定
できます。項目名や入力の形式（チェックボックス、ラ
ジオボタン、テキスト、写真、など）を設定します。現
場スタッフが端末から記入して送信すると、Web 画面
の報告閲覧機能で該当の報告書を閲覧できます。Web
画面からは日時や条件、送信したユーザーを絞り込み、
報告書を CSV 形式で出力できます。報告書に写真が添
付されている場合は、写真を保存するフォルダーをユー
ザー毎、スポット毎、または報告書毎に指定し、出力
できます。

設定されたグループや権限により、送信された報告を外出先でもアプリで閲覧
することが可能です。組織別、時間別に検索し、気になる報告書等は「後で読む」
ボタンをタップし、振り分けることが可能です。

受注はプッシュ通知でメンバーに速報他のメンバーの報告書も閲覧可能

特定の行動ボタンを特定の報告書と紐づけする設定ができます。また、報告書を
入力するタイミングも設定できます。行動ボタンをタップ後すぐに入力する場合
は報告漏れを防ぐことができ、あとで入力する場合は訪問後の移動中等に入力
するといったことが可能になります。

アプリでの報告書記入が紐付いている行動ボタンを押すと、報告書が作成でき
ます。報告書はリアルタイムで閲覧でき、データはまとめてダウンロードできます。
例）新規顧客向け報告書を作る
提案した商品名・顧客の反応・次のアクションが入力できるような報告書を作成
します。極力、現場で文字入力をしなくて済むように「選択形式」で作成します。

cyzen はアプリからの報告書の作成がとてもかんたんに行えます。Web 画面で
報告書の様式を決め、スタッフは現場からの報告がタップで完了します。今まで
はオフィスに戻ってから報告書を書いていたのが、現場からの送信で直行直帰型
のワークスタイルが実現可能になります。報告書の各項目に適切なパーツを選択
し、それらを組み合わせて入力がかんたんな報告書様式を作成できます。

朝は自社で出勤のタイムカードを打刻し、日中
は外回り営業をこなす。夜は帰社して報告書を
記入し、上司の確認も翌日以降。

朝は最初の訪問先まで直行。日中は移動中に
報告書をスマホから完成・送信し、最後の訪問
先から直帰が可能。上司の確認もリアルタイム。

報告書が紐付けられているステータスをタップ

ビフォー / アフターの写真を撮影・添付

バーコードを自動で読み取り

位置情報、時間、その他設定した項目を送信

報告書内にバーコードの番号が自動で入力

Web画面で報告書をCSV形式で出力できます。 写真を保存するフォルダーを選択できます。

POINT

POINT

ラジオボタン

チェックボックス

テキスト

写真

バーコード読み取り

カレンダー

例えば、受注したことを知らせ
る行動ボタンに「受注報告書」
を紐付けしておけば、受注時に
他のメンバーにリアルタイムで
知らせることができます。
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今までは現場の撮影後にオフィスに戻ってから写真の整理をしていたのが、cyzen を利用することで、現場で撮影と仕分けが完了します。節約した時間を
現場巡視に使ったり、残業時間が減るのでワークライフバランスの改善にも効果を発揮します。

現場から離れているチームメンバーにも
すぐに状況が伝わります。

顔を認識すると送信対象から除外し、
送信させないことも可能です。

アプリ利用の際にパスコード入力を必須
にすることができます。

撮影した写真はスポットに蓄積され、（写真管理機能にお申し込みいただ
いている場合）アプリからも閲覧が可能です。スポットには位置情報の
ほか、基本的な情報や報告書も紐づけることができるので、それぞれの
物件に対する情報管理を一元的に行うことが可能になります。

指定した写真を文字データと共にCSV
ファイルにまとめてエクスポートできます。

通信容量を考慮し、Wifi  接続時のみ
写真をまとめて送信することができます。

保存したデータが紛失、現場を掘り返して
撮り直しという事態も防止できます。

現場で写真を撮影する際、端末のカメラ画面上でに黒板が表示され、焼き込ん
だ状態で撮影することができるため、物理的な黒板を現場に持って行く必要がな
くなります。黒板の表示は on/off の切り替えが可能です。例え黒板を表示して
いなくても、フォルダへの仕分けや、コメントの紐付けなどは可能です。

「cyzen 写真管理」機能は、スマートデバイスで撮影した写真をクラウド上
で管理できる機能です。物件ごとの写真管理はもちろん、物件・工程・部
位ごとの自動仕訳が可能になることから、1物件あたり1,000 ～ 3,000
枚の大量の工事写真撮影を行う戸建住宅、不動産、建設、マンション、住
宅設備業界などでの写真の仕分け作業時間や、報告書の作成時間の大幅
な削減を実現します。このことによって現場監督は、写真管理作業の効率
化がなされ、現場巡視業務による安全管理の時間を増やすことができると
ともに、残業時間の削減をすることができます。
写真データは地図情報と連動しているため、エビデンスデータとしてもご活
用いただけます。また、クラウド上での写真管理を行うため、会社を跨い
だ組織間での写真共有をすることができ、業務の効率化、顧客満足度の
向上につなぐことが可能となります。

現場で撮影・送信された写真はすぐにWeb 画面にフォ
ルダ仕分けされた状態で反映されます。今までのように
事務所に戻ってからパソコンにつなぎ、まとめて取り込
む手間が省け、現場の納まりを他の部署の関係者もすぐ
に確認できます。

各写真には日付や撮影者の情報が自動で紐付けされます。写真を撮影する際に
仕分け先のフォルダをタップして選択し、連続で撮影・送信できます。

Web 画面では画面の左側にフォルダの構造が表示され
ます。写真が 1枚も入っていない場合は赤く表示される
ので、写真の撮り忘れを防止できます。
当画面では写真のフォルダ間の移動はもちろんのこと、
テキスト情報の編集や、写真の一括ダウンロードなども
行うことができます。

着工前 基礎下地 基礎工事
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Web 画面からは、送信された報告書の一覧・詳細も確認できます。

メッセージを送ると、アプリにプッシュ通知が送信され、
ダイレクトにメッセージを伝えることができます。送信した
メッセージがユーザーに既読されたかどうかもWeb 画面
で判別できます。

指定した任意のユーザーに一斉にメッセージ送信も可能

Web 画面からは指定したユーザーにメッセージを一斉送
信できます。地図画面からスタッフを選択後、タイトルと
本文を入力し、送信を実行できます。

Web の「メンバーロケーション画面」からはスタッフの状況
をより視覚的に確認することができます。顔写真などを各ユー
ザーに設定しておけば、誰がどこで、何をしているか等を一
目で把握できます。
※ルート自動記録機能へのお申し込みが必要です。

各ユーザーには顔写真を含め、お好きなアイコンをアップ
ロードいただけます。今まではお客様からの問い合わせを
受けてから電話で現場スタッフに出動の可否を確認してい
たのが、当画面を見ることで最も早く現地に到達できる
現場スタッフを探すことができます。

ユーザーの顔写真の下には打刻し
た行動内容のアイコンが表示され
ます。その右に表示されるユーザー
名かユーザーコード、どちらを表示
するのかも設定が可能です。

出勤・退勤・休憩などの行動はグループ共通で、訪問・来訪・納品中などの行動
はグループ固有の行動として設定できます。グループの行動内容を設定したり、
顧客情報の公開設定をグループ毎に行うことも可能です。

営業部 保守部 巡回調査部

組織の中で、ユーザーは複数のグループに所属することができます。（例：本社勤務社員、
営業本部、管理部、等）報告する対象のグループや、閲覧できる報告書やスポットもグ
ループで切り替えられます。アプリから現在のグループを切り替えることができます。

グループ専用の報告書様式の定義、行動ボタンの紐付け、目的毎の紐付けも
グループ毎に変更できます。他のグループと共通の報告書様式も定義できます。

たとえば、代理店が自社への報告と販売元会社への報告を使い分けるような場
合にも利用できます。マルチアカウント機能により、同じ端末内で複数のユーザー
を登録できます。ユーザーを切り替えると、その会社の情報のみアクセスでき、
安全にお使いいただけます。

お使いのアカウントを誤らないよう、それぞれのアカウント別にテーマの色を設
定することができます。お使いいただける色は以下になります。

ホワイト オレンジ グリーン ブルー パープル ピンク シャンパン

顧客毎に閲覧できるグループを選択できます。後で変更も可能です。
グループ毎に顧客の属性（タグ）が変更できます。

出勤 出勤

訪問 納品中

来訪

移動

休憩 休憩

作業開始

作業終了

ユ
た
ま
名
す

本社勤務

営業本部

管理部

1. 顧客を検索すると、指定半径距離内にいるスタッフが地図とリスト上で分かります。
2. 現場に近く、手があいてそうなスタッフだけにチェックをいれます（複数人可）。
3. メッセージを入力し、送信すると現場スタッフの端末にプッシュ通知が届きます。



1716

地図上のスタッフを選択して、メッセージを入力して送信します。スタッ
フの行動を見て、アドバイスを伝えたり、リアルタイムで開封を確認する
こともできます。

定刻に「出勤していない」あるいは「退勤していない」スタッフ全員に自動で通知を
送ります。出勤、退勤ボタンの押し忘れ予防にご活用いただけます。

スタッフは、スマートフォンの通知機能でメッセージを受信したことがわかります。
実際にアプリでメッセージを確認すると開封通知がサーバーに送信されるため、
メッセージの確認状況を送信者側に知らせることができます。

Google Apps と予定情報を連携する場合、他者から予定を追加された時や、予
定内容が変更された場合に参加者に通知を送ることが可能です。常に最新のスケ
ジュール情報をアプリで知ることができます。

Web 画面で顧客名を担当者のスケジュール欄にドラッグして予
定が簡単に作成できます。また、アプリからも自分の予定が作成・
編集できます。

アプリの地図画面に予定を表示

登録された予定の（時計のアイコンで表示）をタップすると、3つのショー
トカットが操作できます。紐付けされたスポットの詳細を閲覧でき、そ
のまま電話したり、予定の場所までのルート検索も行うことが可能です。

予定場所へ
電話をかける

予定場所の詳細
情報を確認する

予定場所までの
経路を調べる

1日の行動予定と場所が地図の上
で確認できます。点線の進行順
序で時間の流れがわかります。ど
の経路が最適なのかを瞬時に把
握でき、また（ホーム画面で）スポッ
トと予定を同時に表示させること
で、予定の間のついで訪問もしや
すくなります。

会社で利用しているグループウェアで顧客訪問のスケジュールを顧客所在地も含めて登録すると、スケ
ジュールに参加しているスタッフ全員のスマートフォンに通知が届きます。アプリを開くと、地図上の顧
客所在地に予定のアイコンが表示されます。

予定場所への電話や経路検索

次の予定までの間に訪問できるスポットを表示

既読 未読
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地図上で配送スタッフを検索して、1日の動きを表示させると、
現在地と進行状況が分かります。予定より遅れていることが分かれ
ば早めに対策が打てます。

※画像は表示イメージです。位置情報の精度はご利用条件により異なります。

現場スタッフに顔写真を設定することで、そのユーザーが地図上の
何処にいて、どんな状態なのかを直感的に把握することが可能にな
ります（メンバーロケーション画面）。ユーザーがアプリで行動ボタ
ンをタップすれば、紐付いているアイコンがユーザー名（もしくはユー
ザーコード）の横に表示されます。

地図上のユーザーアイコンの位置はルート自動記録のタイミング
で自動で更新されます。
※ルート自動記録機能へのお申し込みが必要です。

予定通りに業務が進行しているか把握したり、顧客の一覧をエリア別
に確認したりすることができます。地図上の顧客をランク・導入商材な
どにより絞りこんで状況を把握し、対策を打つことが可能になります。

商談後、受注確度が
Aランク

受注確度Bランクの
顧客へ訪問

スタッフが報告書内で行動結果を選択すると、報告対象となるスポッ
トのタグ（属性）が選択に応じて自動で切り替わります。
例えば、商談を経て案件の受注確度が高くなったことを、報告書の
みで地図上のスポット画像に反映させることができます。

AB

高精度の位置情報取得処理を最小の電量で実現

無駄な処理の排除

「ルート自動記録機能」は、スタッフがアプリで行動ボタンを押さ
なくてもお客様ごとに設定したタイミングで位置情報を自動記録
する機能です。デフォルトでは位置情報を取得する間隔は 4分に
設定されておりますが、変更いただくことも可能です。
（※取得間隔によっては別途費用が発生する場合がございます）

iOS 版
・移動しない場合、位置情報の取得を行いません。
・バックグラウンドタスクからの削除や電源再起動の場合でも動 
   きます（アプリを起動する必要がありません）
・Wi-Fi 設定が必須となります。（認証が無くても問題ありません）

Android 版
・移動しない場合、サーバへの送信を行いません。
位置情報の取得は行い続け、移動が発生したタイミングでサーバ送信
が行われます。

「72 時間の壁」 - この言葉は、災害時の倒壊した家屋からの人命救助において災害発生から72 時間が経過すると生存率が急激に低下するという調査
結果から生まれた言葉です。cyzenでは災害時の現場の安否を確保するため、スマートフォンのバッテリーの省電量を極限まで追求し、最大 72 時間
までのルート自動記録（位置情報を4分毎に送信する機能）を実現しました。

GPS 分野の専門技術者がハードウェアレベルで解析を行い、検証実
験を重ねて反比例する精度と電量消費の最適値を追求しました。

端末の移動状態を判定して、各 OS 上でアプリの通信動作を必要な
処理だけ行うようにしました。

省電量

※画像は表示イメージです。位置情報の精度はご利用条件により異なります。

cyzen では、スマートフォンのGPS情報、携帯回線、WiFi ネットワークなど、複数の情報を使用して位置を検出
しておりますが、GPSの電波を受信しにくい場所（※）では、GPS以外の位置情報を使用しており、場合によっ
ては1,000m以上誤差が出ることもございます。また、ご利用の機器によってGPSの精度が低い場合もございます。
※ 建物内、高層ビル近辺、高圧線付近など
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定期の区間・料金も予め設定でき、算出時には自動
でカットされるので、交通費の二重払いを解消します。

「交通費記録を開始」をON！移動を始めると集計スタートします。ルートを自
動で判別し、電車賃を算出します。PC 画面からはマップ付きでも確認できます。

スマホの GPS によって、移動の履歴がしっかり取れるので、申請のチェッ
クにかかっていた膨大な作業・時間を省くことができます。

IC カードを読み取る専用端末等の導入は一切必要な
く、スマホとPC だけ（スマホのみでも可）で完結し
ます。

自宅最寄り駅から直行先まで、退勤地点から自宅最
寄駅までの電車賃も算出されます。また、休憩中は
電車賃を計算しません。

新幹線などの特急料金に加え、自由席、指定席、グ
リーン車などの情報を優先して計算するかも設定可能
です。

IC カードの使用履歴は上限が 20 回までですが、交
通費自動計算は何回移動しても履歴が残ります。

IC カ－ドの運賃と現金運賃、どちらの計算方式にす
るかを選択できます。

月末に運賃を検索して入力する作業に膨大な時間がかかる、申請された交通費をチェックする手間がかかりすぎる ... こんな問題にお心当りはありませんか？
cyzen 交通費自動計算機能が素早く簡単に解決します。スマホを携帯して移動するだけ！「駅すぱあとWEB サービス」（株式会社ヴァル研究所の経路情報サー
ビス）と連携し、交通費が自動で計算されます。面倒な月末の入力と承認を極限まで効率化します。

∞ 

cyzen は、車輌にスマホを搭載することで、走行状況やドライブデータを容易に集計することも可能です。取得したデータは、安全対策、エコドライブ、
コンプライアンス対策、リスク管理や、業務の効率化にご活用いただけます。専用の車載機は一切いらず、圧倒的な低コストと簡単な導入を実現します。

cyzen を搭載した車輌
GPS を用いて走行状況を計測・送信（十数秒間隔）します。
危険運転察知時にはサウンドで通知を送信します。

Web 画面を活用する本部
本部のWeb 画面で車輌の走行状況をリアルタイム確
認。集計画面では組織別やユーザー別に走行データを
比較できます。データの CSVへの書き出しも可能です。

車輌に搭載したスマホの状態やデータは、
Web 画面で確認できます。走行状況は地図
画面でリアルタイムに把握。走行データは集
計画面で閲覧いただけます。
組織やメンバーで検索、集計内容別の表示、
ランキング、CSV 出力、メンバー別比較、時
間単位での推移などの表示が可能です。

cyzen がインストールされたスマホを車内
に持ち込むだけでご利用いただけます（ス
マホを固定する必要はございません）。専
用端末の導入は一切ありません。画面を起
動し、ワンタップで走行開始のステータス
を送信します。危険走行を察知した時には
画面で表示するだけでなく、サウンドによ
るアラートも通知します。

危険運転時に
通知を自動送信

メール

本部

サウンド

車輌
クラウド

・ドライバーの安全を確保したい
・危険運転、過労運転を無くしたい

・車輌ごとの燃費を改善したい
・CO2 削減に取り組みたい
　（長時間アイドリング検知）

・報告書の作成工数を減らしたい
・日次で車輌の走行距離を把握したい
・車輌の稼働状況をかんたんに把握したい

・走行情報を自動で取得し、集計したい
・車輌の業務外利用を把握、防止したい
・違反、事故による業務停止リスクを減らし、　
　対策を徹底したい
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安全確認できた
スタッフ

1. 危険地域を定義して立ち入り時に警告を設定する
2.そこに侵入した従業員の端末には警告が表示される
3. 本部にも滞在時間・回数が伝わる

1. 危険地域を定義して立ち入り時に警告を設定する
2. そこに侵入した従業員の端末には警告が表示される
3. 本部にも滞在時間・回数が伝わる

1. 危険の可能性を検知　・危険地区から出ようとしない
                                            ・行動予定と異なった動き
2. 従業員に安否確認のメッセージを送信
3. 返信がないので、セキュリティ会社を要請し、端末を渡す
4. 従業員の現在位置を確認しながら捜索し、安全を確保する

1. 近くにいる「安全な」従業員を探す
2. 連絡のない従業員の付近を捜索するよう指示を出す
3. 現地では、端末から「直前の行動内容」「位置情報」を見ながら、
　 現在地を特定する
4. 近くまで行き、被害状況と捜索状況を随時報告する

危険

助けて！
今行きます！

位置情報で救出

危険区域は企業毎に設定することができます。

直前の行動履歴

このあとの予定

SOSを発信！

安全

ドライバーは各配送先に近付くだけで自動で「納品中」に、配送先を離れると「移動中」と
いう状態に切り替わります。この機能はジオフェンシングで実現します。本部に配送先から
催促が来ても、Web 画面の地図を見れば、ドライバーの現在地と納品済みかどうかがわ
かるようになります。

配送先に近づくと、行動ボタンが「納品中」
に変わります。

配送先から離れると、行動ボタンが「移動
中」に変わります。

Web 画面では、現場の配送状況を地図上で把握できる
ようになります。※画像は表示イメージです。位置情報
の精度はご利用条件により異なります。

ジオフェンシング（Geofencing）とは、地図上に一定の範囲（フェンス）を決めておき、そのフェンス内に端末が出入りする際に、システム検知する仕組みです。
事前に目的地やエリアの情報を登録することで、この自動検知を実現します。

cyzen 連携 API（以下、連携 API）は、報告書の情報やステータス報告の取得、スポットの登録など、外部のプログラム（以下、連携プログラム）から cyzen を利用
するためのインタフェースです。連携 API を利用したプログラムを開発することにより、報告書データの集計、顧客データの自動インポート、スケジュールのエクスポー
トといったことが可能になります。

DB 連携プログラム

API
cyzenアプリ

登録・更新

連携対象システム

参照

https
DB

cyzen から自社システムにデータをインポート

自社システムから cyzenにデータをインポート

現場スタッフ

現場スタッフ

・スケジュール情報
・スポット情報

連携プログラム

連携プログラム

日次で
・メンテナンス報告
・作業ステータス
を取得

自社システム

自社システム

顧客情報・予定の登録

指定した時間の間隔で
・顧客情報
・スケジュール情報
をスタッフの端末に送信

データの集計・分析

・作業ステータス
・メンテナンス報告

認証方法
連携 API は REST 構成です。全ての連携 API の呼び出しはOAuth2.0 認証が必要になります。

取得可能なデータ
JSON のみになります。

呼び出し制限
連携 API の呼び出しには、一定の制限（数、期間）があります。制限数を使い切ってしまった場合は API の呼び出しができなくなりますが、
一定時間経過後、制限数がリセットされます。
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cyzenの基本機能に加え、以下の機能のうち1つをご利用いただけます。
●ルート自動記録
●交通費自動計算
●写真管理*1

cyzenの基本機能に加え、以下の機能が標準でご利用いただけます。
●ルート自動記録　●連携API　●IP接続制限設定

さらに、以下の機能のうち2つをご利用いただけます。
●安全走行支援
●ルート自動記録間隔変更

●交通費自動計算
●写真管理*1

上記ゴールドプランの選択機能のうち、3つをご利用いただけます。

以下の機能を含めた、cyzenの全ての機能をご利用いただけます。

●安全走行支援
●ルート自動記録間隔変更
●今後追加される付加機能
●β版提供機能

●ルート自動記録
●連携API
●IP接続制限設定
●交通費自動計算
●写真管理*1

*1...写真管理における写真の保存容量は10ID毎に120GB/年(100kBの写真約120万枚分) となります。

（1つ選択）

（次項に記載）

（1つ選択）

（2つ選択）

（3つ選択）

（1つ選択）

（2つ選択）

（3つ選択）

（2つ選択） （2つ選択）

（3つ選択） （3つ選択）

cyzenの基本機能（次頁に記載）のみご利用いただくプランです。
※本カタログ記載の機能のうち、原則として、シルバープラン又はゴールドプラン以上の記載がない
限り、ブロンズプランでもご利用いただけます。

cyzen でご利用いただけるプランのご案内です。各プランの金額については販売会社までお問い合わせください。

Web画面

アプリケーション

プラン別ご利用可能機能表

ブロンズ

ブロンズ

プラン名 ご利用可能機能

シルバー

シルバー

ゴールド

ゴールド

ゴールドプラス

ゴールド
プラス

プラチナ

◎…標準で利用可能   ○…選択により利用可能　△…機能により選択可能

プラチナ

プラン ルート
自動記録

IP接続制限
設定

基本機能 連携API 交通費
自動計算 写真管理 今後の

付加機能
安全走行
支援

ルート
自動記録
間隔変更

機能分類

機能分類 機能分類 機能分類

機能

機能 機能 機能

機能分類 機能

グループ管理

ホーム画面表示

スポット詳細

履歴

報告書フォーマット管理

ユーザー管理

ステータス報告

スポット

予定

メンバー

お知らせ表示

設定

報告閲覧

通知管理

パスワードポリシー設定 位置情報表示

スポット管理

タイムスケジュール
（予定）管理

ステータス管理

勤怠状況表示

報告閲覧

行動種別管理

メッセージ管理

ヘルプ

グループ検索
グループ一覧
グループ登録
グループ削除
グループ詳細表示
グループ詳細編集
グループ一括登録

ユーザー検索
ユーザー一覧
ユーザー登録
ユーザー削除
ユーザー詳細表示
ユーザー詳細編集
ユーザー一括登録

スポット検索
スポット一覧
スポット登録
スポット削除
スポット詳細表示
スポット詳細編集
スポット一括登録
スポット一括登録状況表示
スポット一括出力
スポット顧客担当者一覧
スポット顧客担当者登録
スポット顧客担当者編集
スポット顧客担当者削除
スポット顧客担当者一括登録
スポット自社担当者一括登録
スポットタグ一覧
スポットタグ登録
スポットタグ編集
スポットタグ削除

ステータス一覧
ステータス表示順変更
ステータス登録
ステータス編集
ステータス削除

行動種別一覧
行動種別登録
行動種別編集
行動種別削除

管理ユーザーパスワード制約設定

スポット地図表示
予定地図表示
履歴地図表示
移動線地図表示
ホーム画面表示設定
ステータス報告
簡易報告・写真添付
ヘルプページ表示
アカウント切替

スポット基本情報参照
スポット基本情報編集
スポット報告一覧
スポット報告検索
スポット報告参照
報告書参照
報告書編集
架電
予定作成
報告書作成
リンク先表示
経路検索
顧客担当者情報検索
顧客担当者情報参照
顧客担当者情報編集
顧客担当者情報登録
顧客担当者情報削除
自社担当者検索
自社担当者参照
自社担当者選択

履歴一覧
履歴地図表示
履歴表示設定
履歴検索
報告書参照
報告書作成

メンバー情報一覧
メンバー情報地図表示
メンバー情報表示設定
メンバー情報検索

予定一覧
予定地図表示
予定検索
架電
スポット基本情報参照
経路検索
予定登録
予定削除
予定詳細参照
予定詳細編集

簡易報告一覧
簡易報告検索
簡易報告検索条件保存
簡易報告検索条件編集
簡易報告検索条件選択
報告書一覧
報告書検索
報告書検索条件保存
報告書検索条件編集
報告書検索条件選択
報告書参照
スポット基本情報参照
「後で読む」チェック
「後で読む」一覧
「後で読む」チェック解除

お知らせ一覧
お知らせ詳細参照

アプリの各設定

チェックインスポット一覧
チェックインスポット検索
チェックインスポット選択
スポット登録
報告書作成

スポット一覧
スポット一覧表示設定
スポット地図表示
架電
予定作成
報告書作成
リンク先表示
経路検索
スポット検索
スポット検索条件保存
スポット検索条件編集
スポット検索条件選択
スポット登録
スポット削除

フォーマット検索
フォーマット一覧
フォーマット登録
フォーマット編集
フォーマット削除
フォーマット複製

通知一覧
通知登録
通知編集
通知削除

位置情報検索
位置情報一覧（リスト）
位置情報一覧（地図）
スポット情報一覧（リスト）
スポット情報一覧（地図）
周辺メンバー検索
指定ユーザーメッセージ送信
位置情報履歴一括出力

スケジュール一覧
スケジュール登録
スケジュール編集
スケジュール削除

報告書検索
報告書検索条件保存
報告書一覧
報告書詳細参照
報告書詳細編集
報告書一括出力
報告書一括出力状況表示
報告書一括出力設定

勤怠情報検索
勤怠情報一覧
ユーザー別月別勤怠一覧

メッセージ送信履歴検索
メッセージ送信履歴一覧
メッセージ一斉送信

利用マニュアル一覧
FAQ 表示
お問い合わせ
利用規約表示
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毎日の業務に安心してお使いいただけるために、以下のサービスレベルに準じてサービスを提供いたします。

計画停止
予定通知

サービス時間 平均
復旧時間

データ
退避の方法

30 日前にメール /HP で通知 HW/NW/ 性能の監視
契約期間内 

99.9% 3 時間以内

解約後1ヶ月以内に破棄

月1回 5分以内

変更履歴をデータ保管

すべてログ保管

システム
監視基準

データ保持
期間の要件

サービス
稼働率

障害通知
時間

データ
消去の要件

アップグレード
方針

障害監視
間隔

処理履歴
管理

アクセス
履歴

24 時間 365日 3 時間以内
日次バックアップ
複数データセンター間で分散管理

システムの稼働 システムの信頼 データの安全

導入サポート（有償）は、申込から約3ヶ月間、お客様の導入後運用をサポートするサービスです。

850社以上の導入事例をもとに、運用に関わる
様々な課題に関するノウハウをご提供します。

導入サポートは有償となります。ご希望のお客様は運営会社までお問い合わせください。

ヒアリング
STEP STEP STEP

1 2 3

STEP1. ヒアリング

STEP2. 設定

STEP3. フォロー

設定 フォロー

No

No

No

項目

項目

項目

内容

内容

内容

1

2

4

3

5

6

ヒアリングシートの作成

具体的に何から始めればよいか？ 現場に協力的に使ってもらうには？

運用展開時のやってはいけないこととは？ 運用が回り易い体制って？

業務フローの落とし込み方は？ 成果をどうやって測ればよいか？

cyzen の初期設定

アプリ利用状況の報告

操作手順書の作成

運用評価シートの記入

アフターフォロー

導入目的、cyzen の利用シーン、評価指標、ご利用部署、利用者、体制、現行運用の
報告内容などをご記入頂き、ヒアリングシートを作成します。

ヒアリングシートの内容を基に、cyzenに組織、ユーザー、顧客属性、打刻ステータス、
報告内容を登録します。

運用開始から3ヶ月間、月次でアプリ利用状況のレポートをご提供し、運用の浸透具合
を確認できます。

現場向けの、利用シーンに応じた cyzen の操作手順書を作成します。

フォロー期間の運用を振り返った評価シートのご記入をお願いします。

ご契約期間中、数か月おきにお電話・メールにて運用に関するお困りの点やご要望のヒア
リングをさせて頂きます。

セキュリティ

公的認証取得

脆弱性の排除

接続の制限

TLS

AES 128bit、SHA-256 の暗号化 / 利用者ごとに異なる暗号鍵を使用

システム管理者およびグループ管理者によってアクセス権限の設定が可能

アプリケーションログ、セキュリティ監査ログ、システムログを保持

・外部に対しては 80/443 ポートのみ解放
・不要なプログラムの排除
・構成要素の脆弱性に関する情報収集とその対応

通信の暗号化レベル

データの暗号化レベル

アプリケーションセキュリティ

トレーサビリティ

個人情報保護法、JISQ15001に則りサービス運用

企業別に指定したアドレスのみ、管理サイトに接続が可能

cyzen 導入の流れ

グループ・メンバーの登録

アプリにログイン

【一括登録が便利！】 Excel 形式でデータを用意していただければ、
グループとメンバーはすぐに登録できます。

登録するメンバーに対して、アプリにログインするための情報を記載し
たメールを一斉に送信します。

App Store, Google Play からスマホにアプリをインストールし、ログ
イン情報を入力するだけでログインできます。

業務に必要な行動ボタンを設定します。
 例：「出勤、移動、訪問、点検、診断、修理、休憩、退勤」など

行動ボタンの設定

メンバーに情報を配布

cyzen は契約完了後、最速 3営業日でご利用になれます。以下のステップでご利用ください。
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電池の消耗はどれくらいか

ファイル出力が可能なデータはあるか

顧客情報の一括登録はできるか

申し込みの後、いつから利用可能になるか

システム連携可能か

海外利用は可能か

契約単位について

どのような権限設定が可能か

携帯電話が壊れた場合でもデータは引き継げるか

自動で位置を把握する機能はあるか

携帯電話の電波が届かないエリアでも使えるか

iPhoneとiPadを同じアカウントで併用することはできるか

一ヶ月のデータ通信量はどれくらいか

データの保持期間はいつまでか

複数の端末にcyzenのインストールを一括で行えるか

導入後のサポート体制について

 契約期間中のアカウント追加について

位置情報の精度はどの程度か

地図上に表示している情報は、地図提供会社に対しても
公開されているのか

お使いの端末により異なりますが、充電が十分な状態で8～12時間はご利用いただくことが可
能です。オプション機能を未使用の場合はさらに消費量は少なくなります。

行動履歴、報告書、スポットの出力が可能です。出力はCSV形式で行われます。

CSVファイルをご用意いただくことで、顧客情報の一括登録を実施していただくことが可能です。
ブロンズ・シルバープランは1,000件/日、ゴールドプラン以上は、2,000件/日の制限を超えて登録
する場合は有料でのご対応となります。

お申し込み書類を提出いただいてから、3営業日いただいております。

APIを通じてのcyzenとのシステム連携が可能になります。APIはゴールドプラン以上からご利用
が可能です。

国内のお客様が、海外出張する場合、Google Mapが対応している地域は利用可能です。アプリ
の利用可能かは地域によって異なりますので、運用会社にお問合せください。

最小単位は10IDとなります。

＜ユーザー＞
　　メンバー同士の行動履歴・報告書の共有を許可/制限することが可能です。
＜顧客情報＞
　　メンバーによる閲覧・編集権限を許可/制限することが可能です。
　　グループ管理者による閲覧・編集権限を許可/制限することが可能です。
＜行動予定＞
　　メンバーの閲覧・編集権限を許可/制限することが可能です。

端末ごとの設定は初期化されますが、これまで報告したデータは全てサーバー上にありますの
で、新しい端末で引き継いでご利用いただくことが可能です。

ルート自動記録をご利用頂くと、出勤から退勤までの間は自動で位置情報を取得することがで
きます。ルート自動記録はシルバー以上のプランでご選択・利用可能です。

打刻や一部の報告は行うことが可能です。情報は端末に保持され、電波の繋がる状態になった
際に送信されます。電波の届かない状態では、他のユーザーの情報の参照などはできません。

同時に複数の端末でご利用いただくことはできません。1アカウントは1つの端末でご利用ください。

標準的なご利用方法で1日10時間程度、20日利用された場合で、通信量は約30Mbとなりま
す。これはスマホの写真を無圧縮で10～15枚送信した場合や、高画質動画を2分半ほど視聴し
た場合と同様の通信量となります。

ご契約期間中、保持し続けます。

原則端末１台ごとに、アプリをインストールしていただく必要がございます。

弊社カスタマーサポート部門による電話・メールによるサポートを致します。また有償サポートと
して、導入コンサル、訪問サポート、トレーニング、各種支援メニューをご用意しております。

10ID単位で、ご契約中いつでもお申込み頂けます。

スマートフォン端末が取得する位置情報を利用するため、端末性能やご利用環境に依存します。

あくまでアプリ内で情報を表示しているだけなので、外部公開はされません。

サービス全般について

Web画面について

アプリについて
設定、操作に関するご質問や技術的なお問い合せ、サポートが必要な場合、エキスパートが迅速に回答します。

お客様サポートへのお問い合わせはこちら

お問い合わせの受付は、Web( フォーム）、メール、電話のチャネルで行います。
お問い合わせは重要度のレベルに分類し、対応させて頂きます。

レベル 問い合わせ内容 対応時間種別

重大

現場ユーザー様

窓口ご担当者様

運用担当者様 cyzen の運用方法に関するお問い合わせは、運用担当者
様によるご対応をお願いいたします。

窓口ご担当者様にて問い合わせを集約し、メールフォーム
にてお問い合わせください。

お問い合わせに対して、調査及びご回答差し上げます。

cyzen お客様サポート

Web メール 電話

主要な機能が影響を受け、重大な性能の低下が発生している。多数のユーザに
影響を与えていて業務に支障がある。

システムの性能の問題又は不具合が、相当数のユーザに影響を与えている。
短期的な回避策はある。

機能についての情報の依頼、インストールまたは設定、少数のユーザに影響を
与える不具合で、速やかな解決を要する。

緊急

高

中

サービス停止、データの完全性の問題など、全ユーザに影響を与える重大な問
題で、回避策がない。

24 時間受付 24 時間受付
平日09:00 ～18:00
（年末年始除く）

電話

Web
メール

Web
メール

Web
メール

1営業日

1営業日

3営業日

3営業日

様

お客様

サービス運営会社

サービス提供時間帯

https://cyzen.zendesk.com/
アプリケーションからは：　メニュー ＞ 設定 ＞ アプリケーション ＞ お問い合わせ問い合わせ

電話：営業時間内 9:00 ～18:00（年末年始・土日・祝祭日を除く）

03-5341-4430
メール、Web 画面の問い合わせフォーム：24 時間 365 日
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「導入後、お客様訪問件数が約２倍になりました。」

営業マンの行動のムラが課題

顧客情報、商談報告機能などをフル活用

営業部門以外にも展開

SLAの高いお客様に対するフォローの管理工数に課題

導入によって、関わる人すべてが幸せになる

今までの働き方

cyzen 導入後

RMの店舗間の移動中の時間が有効に使えていなかった

チェック項目をスマホで簡単入力

報告内容の集計簡易化により、データの分析が精緻となった

営業マンの顧客フォローに課題

隙間時間に訪問件数を増やすことに成功

受注率200%アップ

導入の決め手は画面のわかりやすさ

Wi-Fiレンタル事業やブロードバンド通信サービスの加入取次を行う株式会社ビジョン様では、すべての法人がタ
ーゲットとなります。株式会社ビジョン様の営業部門の課題は、営業マンが多数の見込み客や訪問先に対して十
分な再訪問やフォローができずに取りこぼしてしまう案件が発生するということでした。

東芝ITサービス株式会社様は、保守サービス業務で契約上のSLA(=Service Level Agreement) が高いお客
様に対し、受付から出勤、到着、作業開始、作業完了まで作業進捗の都度、電話連絡を入れて、常に進捗の管理
を行い、契約に違反せぬよう監視し、必要に応じてフォローしなくてはならずこのことに管理工数がかかるとい
う課題がありました。

東京冷機工業株式会社様では一人の営業担当者は100～200社の担当顧客を持たれており、そのうち常時引き
合いのある顧客は全体の20%ほどで、どうしても残り80%の顧客訪問に手が回らない状態が発生していました。

埼玉東京冷機株式会社 大宮営業所
所長 森淳氏

写真：株式会社ビジョン

外にいながら周辺の顧客を地図上に展開

Web画面から現場の動きを支援

cyzenを導入後、引き合いのあったお客様への訪問の後に、アプリで付近のお客様を調べ、空き時間でもう一
件訪問できるようになりました。以前までの訪問件数は1日3～4件程度だったのが、およそ2倍に増えました。
単に地図情報が便利だからというだけではなく、顧客情報をその場で把握できるのが訪問数増のポイントです。
本来はオフィスに戻って取引台帳から顧客情報を調べてからでないと訪問しづらいのが、cyzenには訪問に必
要な顧客情報や過去の取引状況が登録されており、簡単な操作でその情報を引き出せます。営業担当者は直帰
や会議などにより日報を数日分まとめて書くこともあり、訪問時の会話内容を詳細に報告するのは難しくなりま
す。cyzenには商談内容を記録できる機能があるため、訪問直後に入力した内容をオフィスにいる上司はパソコ
ンからリアルタイムに把握できるようになりました。

当初は営業担当者のみの利用でスタートしましたが、導入効果が高いためサービススタッフや設備スタッフへの
展開も検討中です。また、現在はアプリでの訪問記録と並行運用している紙の日報を廃止するほか、記録を基幹
システムに取り込むシステム改修も進めています。

※画面はイメージです※画面はイメージです

そこで保守員の「作業進捗報告」にアプリを利用し、業務システムとの連携を実現する仕組みをつくりました。こ
のような仕組みを構築することで、「関わる人すべてが幸せになる」効果があります。東芝ITサービス株式会社様
のお客様は時間に正確で対応が早いことで信頼のおけるサービスを満足いただけるようになり、保守員は作業の
中断や割り込みもなく作業に集中できます。受付は、社内の電話が減って本来の業務であるお客様対応がより
丁寧に行うことができます。更にデータベースへのリードタイムが速くなることで、データ分析の精度が向上し、
推移やレポート作成が簡易になります。これらの結果、定量的な効果予測では、通話中の双方の拘束時間削減だ
けで、約3千万円/年の大きな効果が期待できます。

長電話
現場作業の中断、割り込み
双方を拘束
情報伝達の不正確さ
言った言わないの齟齬
メモして通話

ワンタップ！数秒で報告
作業の中断、割り込みなし
情報は即時に反映
情報伝達が正確
記憶でなく記録
1Writeで確実

この課題を解決すべく、cyzenを営業部隊に導入したところ、スタッフのスマホ端末の地図上に「今訪問すべき顧
客」が表示されることによって隙間時間に訪問数を増やし、取りこぼし案件が激減するという効果が出ました。

cyzenの顧客情報に記載できる詳細情報機能も活用し、総合的な訪問効率がアップした結果、営業マンは1日平
均3社程度だった訪問件数が4～5社に上昇し、有望顧客を効率よく訪問できるようになり、
受注率は120％→200％に拡大しました。

お客様より『低コストで導入できる、画面のわかりやすさ、マニュアル無しでもいけるくらい説明が簡単なので社
内浸透させやすかった。』と評価いただいております。

全国に約450店舗あるファーストフードチェーン業界３位の株式会社ロッテリア様では、リージョナルマネージャー
（以下RM）が担当する店舗を定期巡回し、内部レイアウト、在庫の管理、スタッフ教育などを行っています。

株式会社ロッテリア様では、「ＲＭは、1日あたり３～5店舗に訪問するが、その間の移動時間が有効活用できて
いなかった。」という課題がありました。導入することで、RMが移動中に出退勤管理（出退勤＋チェックイン）
等、今まで会社に戻って行っていた業務処理を可能にしたことに加え、前日の日販管理や店舗ごとのアクション
アイテムの確認がスマホ上でできるようになりました。このようにスマホで事務作業を店舗間移動中に行うの
で、RMは店舗に行った後の時間をすべて、店舗指導に使うことができるようになりました。

RMが担当店舗を訪問する際のチェック項目は多く、今までは紙ベースで調査が行われていました。cyzen導入
後、店舗の客足動向や売上など、店舗の最新情報をRMの端末の報告書に入力しています。衛生面のチェック、店
舗の記録業務などは○×式にして、その場でRMがアプリから報告できるようになっています。このことによって、
リアルタイムでＲＭを管理しているGM（ゼネラルマネージャー）も店舗状況をつかむことができます。アンケート
式の報告書なので入力はタップして完了。年配のスタッフにも苦労なく使える画面デザインならではの効果です。

報告内容の集計簡易化により、RMの巡回行動と、店舗の売上の相関関係分析がより精緻に実現できるように
なりました。

「営業マンの1日あたりの訪問件数が約150%アップした結果、受注率が200%にアップしました。」

「ＲＭ（リージョナルマネージャー）の巡回行動と売上げの相関関係分析が精緻にできるようになった。」

「拘束時間削減だけで、約3千万円/年の大きな効果が期待できます。」

アンケート式の報告書 出先で付近のスポットを表示

現場でチェックイン

カスタマーサポートエンジニア サーバー

受付サーバー
（契約情報）

Service 
Level 

Agreement



ご利用を検討されているお客様

サービスご利用中のお客様

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。
●カタログ内の写真や色は印刷により若干異なる場合が有ります。
●このカタログの制作は平成 28 年 9 月です。

cyzen® はレッドフォックス株式会社の登録商標として申請中です。
Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、Internet Explorer は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。
Android、Google Play、Google Chrome、Google Apps は、Google Inc. の商標または登録商標です。Mac OS は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
iPad、iPhone、Safari は米国アップル社の商標です。App Store は、Apple Inc. が運営する iPhone、iPad、iPod touch 向けアプリケーションソフトウェアのダウンロードを行えるサービスの名称です。
iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。kintone はサイボウズ株式会社の登録商標です。Salesforce は、Salesforce.com, inc. の登録商標です。
「駅すぱあと WEB サービス」は株式会社ヴァル研究所が提供する交通機関の経路・乗換情報サービスです。
「MajorFlow」シリーズはパナソニック ネットソリューションズ株式会社が提供する経費精算システムです。
「楽楽精算」は株式会社ラクスが提供するクラウド型の経費精算システムです。

お問い合せはこちら 販 売 代 理 店

働くを、もっと楽しく

■ cyzen お申し込み窓口（サービス内容、導入、トライアルについて）
TEL : 0120-61-7799 （フリーダイヤル）
EMAIL : cyzen@redfox.co.jp

■ cyzen お申し込み窓口（サービス内容、導入、トライアルについて）
TEL : 0120-61-7799 （フリーダイヤル）
EMAIL : cyzen@redfox.co.jp

■ cyzen お客様サポート窓口（設定や操作方法について）
TEL : 03-5341-4430
EMAIL : cyzen-support@redfox.co.jp

データ保持期間

OS 環境

ルート自動記録

ユーザー

行動種別

通知設定

お知らせ

端末の電池

Windows Vista 以降
Mac OS 最新版

Android 端末（Android 4.0.3 以降）
iPhone/iPad（iOS 8.0 以降）

App Store、Google Play にて配信しております。
MDM等各企業様向け管理システムへの提供も可能です。

*上記の値を超えるケースでご利用の場合は、事前に運営会社までご相談ください。

GPS 取得間隔：4～ 60 分
サーバー通信間隔：1～3,599 秒

ステータス報告：約 9.5 パケット/ 回
ルート自動記録：約 6パケット/ 回
※１パケット = 128 バイト
※通信毎に証明書情報として約 45パケットが
　付与されます

Internet Explorer
Firefox
Safari
Chrome

※ 各最新バージョン

1日1,000 件（ブロンズプラン、シルバープラ
ンの場合） 
1 日 2,000 件（ゴールドプラン、プラチナプ
ランの場合）
（※住所を元にGoogle Maps API に緯度経
度の検索が発生するもの）

ステータス数：1社15ステータス
ステータス名：全角25文字
コメント文字数：全角140 文字
添付画像数：1画像

スポット数：
1社1,000,000 件（ブロンズプラン、シルバー
プランの場合） 
1社 5,000,000 件（ゴールドプラン、プラチナ
プランの場合）
スポットコード：全角20 文字
スポット名：全角50 文字
住所：全角200 文字
電話番号：半角20 文字
コメント：3,000 文字

フォーマット数：100フォーマット
項目数：80 項目
テキストエリア：全角1,000 文字
テキスト：全角140 文字
ラジオボタン：100 個
チェックボックス：100 個
同時送信可能画像数：20 画像

1,280×768ピクセル以上推奨

顧客担当者数：1スポット100人
自社担当者数：1スポット100人
担当者名：全角20 文字
部署：全角50 文字
役職：全角50 文字
電話番号：半角20 文字
メールアドレス：半角255文字

グループ数：1,000 グループ
グループコード：全角32 文字
グループ名：全角50 文字
所属グループ：1ユーザー20 グループ

タグ数：99 タグ
タグ名：全角20 文字

ユーザー数：10,000 ユーザー
ユーザーコード：全角20 文字
ユーザー名：全角20 文字

行動種別数：99 種別
行動種別名：全角20 文字

1社 20 設定
ラベル名：全角20 文字

メッセージ文字数：全角500 文字

最大で72 時間
* 端末の利用状況によって変動

パケット量

Web ブラウザ

スポット一括登録

ステータス
スポット

報告書

解像度

スポット担当者

グループ
スポットタグ

■ 主な仕様について

■ 推奨環境（Web画面）について ■ 対応機種（アプリケーション）について

■ アプリケーション配信について

保持期間：契約期間内
※解約後1ヶ月以内に全てのデータは消去されます。


