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パフォーマンス機能
操作マニュアル
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ご利⽤の前に
■利⽤開始について

■ご利⽤可能なバージョンについて
・Android: 3.41.0 以降（ただし、3.59.0未満はサポート対象外）
・iOS: 3.39.0 以降（ただし、3.56.0未満はサポート対象外）

・弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。



4

概要

cyzenで取得できるデータを集計し、ランキング形式で可視化する機能です。

集計できるデータは下記の5つがあります。
・報告書の数値項⽬（売上など）
・報告書の件数
・訪問件数（スポットにチェックインした数）
・報告書のリアクション数
・業務中の歩数

■パフォーマンス機能とは

＜例＞
商談報告の報告書数をカウントして
商談件数を集計

報告書に売上の項⽬を作成し、
売上⾦額を集計

売上
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パフォーマンスの設定と閲覧

パフォーマンス設定は以下の⼿順で⾏います。

グループ毎に指標を設定します。訪問件数、報告
書件数、報告書の特定項⽬の合計値など、複数の
指標を表⽰できます。

1. パフォーマンス表⽰を有効にします。

管理サイト︓システム管理者

2. グループ毎に指標を設定します。

企業全体でパフォーマンス表⽰を有効にします。
以降、グループ毎に⾒せる指標を設定します。

管理サイト︓システム管理者

アプリメニューのパフォーマンスより、設定した
指標が閲覧可能になります。

3. アプリでパフォーマンスを閲覧できます。

管理サイト︓グループ管理者

アプリ︓全員
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ご利⽤前の準備
本機能を利⽤するには、システム設定より機能を有効にします。

1. システム設定画⾯より、パフォーマンス設定を開きます。

2. パフォーマンス設定を有効にします。

設定を有効にすると、
アプリのメニューに
「パフォーマンス」が追
加されます。

設定をしていないため、
「パフォーマンス」を開
くと「準備中」画⾯が表
⽰されます。

設定の同期

管理サイトで設定後
に、アプリで同期を
忘れずに⾏ってくだ
さい

https://center.cyzen.cloud/d/company/system-settings
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指標の設定

1. [設定]>[パフォーマンス設定]を開き、指標を追加します。

2. 指標設定画⾯が表⽰されます。まず、集計ルールを選択します。

指標を追加したいグループの＋をクリックします。

以下の集計ルールから選択します。
-> 集計の詳しい説明はこちら

パフォーマンス設定画⾯より指標を設定します。
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グラフ表⽰、⽬標値の設定

3. 表⽰設定を⾏います。 タイトルを⼊⼒します。

表⽰単位を設定します。
この例では「名刺獲得」なので、単位は「枚」とします。

この指標の⾊を決めます。

右側の表⽰イメージを確認の上、保存ボタンをクリ
ックします。

4. ⽬標値を設定します。

数値を決めたら、設定をクリックします。

⽬標値がないと、メンバーは積みあがる数字を毎⽇⾒るだ
け・・・という体験になってしまいます。
⽬標値を決めて、どうやったらその数値を達成できるかを
事前にメンバーに共有し、意識を揃えることを推奨します。
※集計ルールによっては、⽬標値の設定が出ない場合もあります。
（報告書数やチェックインは出ますが、歩数は出ません）
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⽬標値の詳細設定

5. ⽬標値を設定します。 ⽬標の対象年（今年または来年）を
選択します。

⽬標値を⼊⼒します。
「⽉ごとに設定する」を選択した場合は、画⾯右側の⽉間欄が⼊⼒でき
るようになります。

⽬標値はすべて⽉間の数値です。
設定⽅法を以下から選択します。

・・・年間の⽬標値を決めて、⾃動で⽉割りします。

・・・毎⽉の⽬標値を固定値で決めます。

・・・毎⽉の⽬標値を⽉ごとに決めます。

⽬標値を決めたら保存ボタンを
クリックします。

・これで⼀つの指標設定が完了しました。続けて、別の指標の追加も可能です。
・設定が完了したら、こちらにお進みください。

＜⼊⼒例＞

4⽉・5⽉は展⽰会が
あるので多めに設定

※⽉ごとの設定が可能
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指標の追加

6. 他の指標を追加します。 指標を追加する場合は
＋をクリックします。

現在設定済みの指標が表⽰されます。
クリックすると、編集画⾯を開きます。

7. 前述の⼿順に沿って設定します。

こちらの⼿順に沿って、指標・表⽰内容・⽬標値を設定します。
設定が完了したらこちらに進みます。
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設定の確認

8. グループの設定内容を確認します。

9. アプリで表⽰を確認します。

1グループにつき指標は10個まで
設定できます。

ここから並べ替えができます。

マウス操作で
順番変更。

アプリの[設定]
より、設定を
同期します。 メニューから

[パフォーマンス]
を選択します。

設定した指標が表
⽰されます。
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指標の編集・削除

指標の編集・削除をします。
指標をクリックすると、
設定内容の編集ができます。
※集計ルールは編集できません。

⽬標をクリックすると、
編集ができます。

削除ボタン
※削除後の復元はでき
ません。

集計ルールは編集
できません。

編集後は保存ボタンを
押してください。
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集計ルール

集計ル―ルには以下の種類があります。

報告書の数値項⽬の集計

•報告書の「売上」「名刺交換枚数」などの数値項⽬を集計します。
-> 詳しくはこちら

報告書数の集計

•特定の報告書の提出件数を集計します。
-> 詳しくはこちら

訪問件数の集計

•チェックイン件数およびスポットタグ別の件数を集計します。
-> 詳しくはこちら

報告書のリアクション集計

•報告書に対するリアクションをしている件数/された件数をそれぞれ集計します。
-> 詳しくはこちら

歩数の集計

•業務中の歩数を集計します。
-> 詳しくはこちら

＜補⾜＞
報告書の数値項⽬のみ、
指標の設定を⾏なった時点からの集計となります。
報告書の数値項⽬以外は、データの蓄積を⾏なっているため、
指標設定後すぐ数値が表⽰されます。
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報告書の数値項⽬を集計する場合

報告書の数値項⽬を集計する場合
1. 報告書フォーマット設定より報告書を作成し、数値項⽬を設定します。
※報告書フォーマットの作成⽅法は管理サイトマニュアルをご覧ください。
※既に報告書を設定済みの場合は次へ。

項⽬名・プレースホルダを使って、
メンバーが「何の数値をどういう単位で
⼊⼒すればよいか」わかるようにしてく
ださい。

項⽬欄より
数値を選択します。

２．パフォーマンスの集計ルールを設定します。

「報告書の数値項⽬の内容を集計する」を選択すると、現在設定済
みの報告書の「数値項⽬」の中から選択できます。選択した項⽬を
集計します。

こちらから集計項⽬を複数指
定することも可能です。
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報告書数を集計する場合

報告書数を集計する場合
1. 報告書フォーマット設定より、対象グループが利⽤できる報告書を作成します。
※報告書フォーマットの作成⽅法は管理サイトマニュアルをご覧ください。
※既に報告書を設定済みの場合は次へ。

２．パフォーマンスの集計ルールを設定します。
「報告書数を集計する」を選択すると、すべての報告書件
数をカウントするか、特定の報告書だけをカウントするか
選択できます。

対象グループが報告書を利⽤可能である
ことをご確認ください。

指定した報告書の件数
をカウントします。
複数選択できます。

報告書を何も指定しな
ければ、すべての報告
書をカウントします。
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訪問件数を集計する場合

訪問件数（チェックイン数）を集計する場合
1. ステータス管理より、チェックインができるステータスを作成します。
※ステータスの設定⽅法は管理サイトマニュアルをご覧ください。
※既にチェックインができるステータスを設定済みの場合は次へ。

２．パフォーマンスの集計ルールを設定します。
「チェックイン数を集計する」を選択すると、すべてのチ
ェックインをカウントするか、特定のスポットタグにチェ
ックインした時だけカウントするか選択できます。

チェックインが「あり」になっている
ステータスが必要です。

選択したタグのスポットに
チェックインした件数を
カウントします。
複数選択できます。

タグを何も指定しなけれ
ば、すべてのチェックイン
をカウントします。
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報告書のリアクション数を集計する場合-1

報告書のリアクション数を集計する場合

２．「報告書でのコミュニケーション」を有効にします。
有効にすると、報告書に「いいね」や
コメント⼊⼒ができるようになります。

1. 報告書フォーマット設定より、対象グループが利⽤できる報告書を作成します。
※報告書フォーマットの作成⽅法は管理サイトマニュアルをご覧ください。
※既に報告書を設定済みの場合は次へ。

対象グループが報告書を利⽤可能である
ことをご確認ください。
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報告書のリアクション数を集計する場合-2

報告書のリアクション数を集計する場合
3.  パフォーマンスの集計ルールを設定します。
報告書に「いいね」した件数を集計する⽅法と、
「いいね」された件数を集計する2種類の⽅法があります。

誰が報告書に「いいね」を多くしているか
をランキングで⾒せる⽅法です。
・社内で「褒める⽂化」を伸ばしたい
・組織内の情報共有を強めたい
場合などに、⾃主的な活動を促す効果が期待できます。

誰の報告書が多く「いいね」されているか
をランキングで⾒せる⽅法です。
・報告内容が良い（受注や成功事例、対処内容など）
・写真の撮り⽅がお⼿本になる
など、多くのメンバーに⾒てほしいポイントを意識した
報告書フォーマットを⽤意することで、⾼い相乗効果が期
待できます。



19

歩数を集計する場合

歩数を集計する場合
1. 端末の設定で「歩数計」を有効にします。(iOSのみ）
※ iPadは利⽤できません。
※ Androidは設定不要です。

アプリ利⽤開始時に、モーシ
ョンとフィットネスのアクテ
ィビティへのアクセスを許可
していれば、歩数は記録され
ます。

歩数が記録されないユーザーは、
iOS端末の[設定]
>[cyzen]より、モーションとフィ
ットネスを許可してください。

２．パフォーマンスの集計ルールを設定します。

「業務中の歩数を集計する」を選択
すると、グループ内で歩数ランキン
グが表⽰できます。
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アプリ︓パフォーマンスの閲覧

1. アプリでパフォーマンスを⾒る

メニューから
[パフォーマンス]
を選択します。

指標ごとに、現在の数値・
ランキングが表⽰されます。

メニュー画⾯ トップ画⾯
詳細画⾯

個⼈詳細画⾯

指標エリア
をタップ

⼈をタップ

アプリメニューパフォーマンスを開きます。
トップ画⾯では管理者が設定した指標ごとに表⽰されており、指標欄・⼈・グラフなどをタップすると詳細に表⽰します。

アプリでは、所属しているグループの指標が表⽰されます。
グループ管理者・⼀般ユーザーに依らず、同じ内容が表⽰されます。
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アプリ︓指標の詳細閲覧

1. 指標の詳細を⾒る

詳細画⾯
トップ画⾯

トップ画⾯には設定した指標が表⽰されます。
指標エリアをタップすると、その指標の詳細が閲覧できます。
複数グループに所属している⽅はグループを切り替えられます。

指標1

指標2

指標3

詳細画⾯

表⽰期間を変更できます。

3ヶ⽉表⽰の場合

内訳を表⽰できます。

個⼈別詳細を表⽰できます。

内訳表⽰をタップ

個⼈欄をタップ

グループを
切り替えできます。



22

アプリ︓チェックインしたスポットの内訳

2. チェックインしたスポットの内訳を⾒る（指標がチェックインの場合）

詳細画⾯
トップ画⾯

指標がチェックインの場合は、チェックインしたスポットのタグ別件数が表⽰されます。
個⼈別に訪問ターゲットの偏りがあるかどうかも確認できます。

指標1

指標2

指標3

詳細画⾯

タグの内訳を表⽰できます。

円グラフのタグ「D]を
タップした場合

個⼈別のタグ内訳も表⽰できます。

個⼈欄をタップ
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改訂履歴

⽇付 変更内容 備考
2020/1 新規作成

2023/1 概要追加 -> 概要
編集・削除の説明追加 -> 指標の編集・削除
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レッドフォックス株式会社
東京都中央区銀座三丁⽬4番1号 ⼤倉別館5階
https://www.cyzen.cloud

レッドフォックス 株式会社 カスタマーサポート
•Email:cyzen-support@redfox.co.jp

cyzenはレッドフォックス株式会社の商標です。

サービス提供元

Copyright © 2023 redfox, Inc. All Rights Reserved.


