
業務改善レシピ

How to use



この資料について

本資料は、RaySheetを使ってご自身のSalesforce 業務を飛躍的に改善する

「ビュー」の作り方を紹介する「レシピ」です。

Salesforce のデータは取引先と取引先責任者、取引先責任者と商談などの

ように多数のオブジェクトが相互に参照しあっています。だから、関連しあう

オブジェクトを一覧できると、データはずっと見通しが良くなります。

見通しの良い状態ができれば、新しい業務改善のアイデアが生まれます。

RaySheet はそれをお手伝いする強力なツールです。操作は簡単。ポイント＆

クリックで項目を選択して、並べ方やグループ化を設定するだけ。どんなビュー

を作るかはオブジェクトと項目の選び方で決まります。

この資料ではRaySheetを使って、業務に役立つビューの「レシピ（作り方）」を

いくつかご紹介します。この資料を読んだら、すぐにご自身のSalesforce 環境

で試してみてください。きっと、すぐにいろいろな業務改善を実現できるように

なります。

本資料は2021年4月時点の情報に基づき作成されています。
記載内容は予告なく変更することがあります。
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RaySheetを理解する

入門のレシピ
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入門のレシピ RaySheetを理解する

商談の既定ビューが表示される1 2

2クリックでできる初めてのビュー

では早速、RaySheetを使ってみましょう。操作は簡単。インストールしたら、

Salesforce画面の右上にある「アプリケーションメニュー」をクリックし、 

「RaySheet」をクリックするだけで、最初のビュー（商談）が起動します。

RaySheetを起動する

RaySheetインストール直後は、「商談」オブジェクトの既定ビューが表示されます。

既定のビューには商談名や取引先などの項目があらかじめ選択されています。次の

スライドでは、Salesforce標準の商談ビューと何が違うのか、見比べてみます。

※本文中の製品スクリーンショットに古い製品名であるGrapeCitySpreadsheetの画面が混在します。

1st

Click

2nd

Click

商談
データ
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入門のレシピ RaySheetを理解する

1 2

標準リストビューと見比べてみよう

RaySheetのビューは、1ページの最大表示行数は2,000行。データ編集はExcel感覚

で行えます。また、編集以外にもデータのコピーやフィルタリング、検索、条件付き書式

設定などExcelと類似した機能を使うことができます。また、関連オブジェクトの表示

も可能です。

RaySheetビュー標準リストビュー

Salesforceの標準リストビューは、1ページに表示できる最大行数が200行、

列は15項目まで。データ編集時はアクション項目の「編集」リンクをクリック 

して詳細画面に遷移するか、データをダブルクリックすると現われる編集 

エディタで行います。

最大200行

一覧上でデータ編集する場合

最大2,000行

一覧上でデータ編集する場合

RaySheetは、
Excelに近い外観と

操作感です。
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入門のレシピ RaySheetを理解する

金額の大きなもの、フェーズなどがすぐわかるCase Ray 
Sheet

商談ビューをカスタマイズする

■ 商談の所有者ごとにグループ化し、さらに取引先ごとにグループ化
■ 金額フィールドにデータバーのUIを設定
■ 価格交渉フェーズのみ色を付ける
■ 期限切れToDo には赤で色を付ける

部下の商談進捗を把握できるビューを作る

では、先ほど作った商談ビューをカスタマイズして、より業務改善につながる

画面に作り変えてみましょう。

■ 想定する業務課題

Salesforceを使っている企業の大崎営業マネージャー

には4人の部下がいます。部下はそれぞれ自分が担当 

する得意先との商談を抱えています。Salesforceの標準

レポートでステータス分類などしていますが、遅れがちの

商談などがひと目でわかるようにしたいと思っています。

担当者ごと、企業ごとの
商談の標準レポート

次のページから、設定方法を詳しく説明します。
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入門のレシピ RaySheetを理解する

1 2

オブジェクトと項目を選ぶ

項目の選択と設定は、ビューの右上にある「デザイン」をクリックすると現れる 

デザイナ上で行います。「列」をクリックすると、選択可能な項目を表示。選択済みの

項目は「選択した列」タブで確認できます。今回のビューで選択した項目は、下図 

（右）のとおりです。

項目の選択オブジェクトの選択

まず、RaySheet画面でオブジェクトを選択します。左上にあるメニューボタン

から「お気に入りパネル」を開き、「商談」をクリックすると、先ほど作成した 

「既定のビュー」が表示されます。

お気に入りに表示されていない
オブジェクトを表示する場合は

ここをClick

Click

Click

Click

Click Click

選択可能な項目。
参照オブジェクトの項目も

選択可能

▲と▼で項目の
順番を変更

選択済みの項目
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入門のレシピ RaySheetを理解する

設定結果データをグループ化する3 Ray 
Sheet

任意の項目でグループ化する

ここまでの作業で、ビューはこのように表示されます。設定内容は随時自動保存される

ので設定保存のための操作を意識する必要はありません。

表示したい項目（列）を選択したら、商談所有者ごと取引先ごとに商談が一覧 

できるようにデータをグループ化します。グループ化はデザイナの「フィルター/

並べ替え/グループ化」で設定します。「最初にグループ化する列」の▼をクリック

し所有者（ユーザ）を選択、次のグループ化項目は、「取引先」を選択します。

Click

Click

グループ化可能な項目が
表示される

ユーザ（商談所有者）で
グループ化

取引先ごとに
商談名が表示される

次に取引先でグループ化
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入門のレシピ RaySheetを理解する

4 5
次に、項目（列）の外観を変更してデータを見やすくしていきます。まず、完了

予定日の表示を17-06-26（2017年6月26日）のように短い幅で収まるよ

うにします。設定画面はデザイナから「選択した列」タブを選び、「完了予定日」

の横にある歯車アイコンをクリックすると現れます。

商談金額に¥をつける

商談金額も￥をつけて、見やすくします。設定方法は同じです。「金額」の歯車アイコン

をクリックして、下図のように設定します。金額や日付の書式文字列はExcelの 

「セルの書式設定」と同じ表記方法です。

完了予定日の表示を見やすくする

データを見やすくするセル書式

ClickClick

Click

用意された書式から
任意の形式を選ぶことも可能

yy-mm-dd と入力する

[$¥]#,0 と入力する

参考：Excelのセルの書式設定画面
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入門のレシピ RaySheetを理解する

ここまでの設定

取引先でグループ化された商談

商談所有者

yy-mm-dd 形式の日付

最終活動日も同様に
yy-mm-dd を設定

￥マーク、3桁区切りの金額

だいぶ、見やすくなりました。
次はデータの条件によって

セルの色を変える
「条件付き書式設定」を解説します。
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入門のレシピ RaySheetを理解する

フェーズの値が「価格交渉」なら背景色を黄色にする6

条件によってセルの外観を変える

さらに「次の値を含む」を選び「価格交渉」と入力。テキストの色と背景色は、「外観」

にある「色」と「背景色」をクリックして、カラーピッカーから好みの色を設定します。

最後にOKボタンをクリックするとビューに書式が反映され「価格交渉」が黄色くな

ります。

特定のデータの時だけセルの背景色やテキストの色を変えることで、データ 

視認性はぐっと上がります。ここでは、商談のフェーズが、「価格交渉」になった

ら自動的に背景色が黄色になるように設定します。方法は書式の設定と同様、

デザイナの歯車アイコンから列の設定画面を呼び出します。条件付き書式タブ

の「セルの強調表示」から「特定の文字列」を選択。

Click

ClickClick

好みのテキストの色と
セルの塗りつぶし色（背景色） 

を選ぶ

「次の値を含む」を選択し、
「価格交渉」と入力

反映結果
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入門のレシピ RaySheetを理解する

商談金額に応じて、簡易的な横棒グラフを表示する7

データバーで数値の大小を把握する

データバーのほかにも、Excelの条件付き書式と同様の「上位/下位ルール」、

「カラースケール」などの機能がありますので、データの性質に合わせて、視認し

やすい外観を設定してください。なおデータバーやカラースケールは、データの

型が数値の場合にのみ適用できます。

条件付き書式の1種類ですが、数値データの大きさに合わせてセル内に簡易的

な横棒グラフ（データバー）を表示できます。Excelのデータバーと同じ機能で

す。これを商談金額に適用してみます。「金額」の歯車アイコンから、列の設定

画面を呼び出し、条件付き書式→データバーをクリック。任意の外観を設定し

OKボタンをクリックするだけです。

条件付き書式は他にもいろいろな
データ表現方法がありますので、

ご自身の環境でぜひお試しください。

任意の外観を選択

最小値と最大値は
自由に設定可能。ここでは、 

「自動」に設定
反映結果
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入門のレシピ RaySheetを理解する

カスタマイズ完了

最終活動日や期限切れが一目で
わかりますし、誰が、どの取引先
でどういうフェーズの商談を 
抱えているのかもよくわかる 

ようになりました！

「価格交渉」を黄色に設定する方法と同じ方法で、
期限切れToDo項目に条件付き書式を設定。

値がTrueの時に背景色を赤に設定

視認性が上がるだけでなく、 
データ編集作業も可能です。 
次のページではこのビューを 

使ってできることを紹介します。
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RaySheetを使って効率よく作業する

基本のレシピ
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基本のレシピ RaySheetで効率よく作業する

1 2 作業ウィンドウを表示

作成した商談ビューを見てみると「期限切れToDo」が何件かあることがわかり

ます。もし、担当者が作業を忘れていたら大変なので中身を調べてみましょう。

Salesforceは各レコードに対してToDoを設定でき、Chatterでそれを追跡・

確認できます。RaySheetは一覧上のレコード（行）を選択すると、そのレコード

のChatterを「作業ウィンドウ」に表示できます。作業ウィンドウは新たなToDo

を追加したり、コメントを残したり、また、長いテキストの閲覧・編集もできる

とても便利な機能です。

期限切れのToDoを確認！

ChatterでToDoを確認する

期限切れのToDoが
いくつかあるのを発見

コメントや新規ToDoを
すぐに登録できる！

選択したレコード（行）の
期限切れのToDoがわかる

Click

Click
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基本のレシピ RaySheetで効率よく作業する

1 2

データを編集する

変更したデータを「保存」して確定させる

変更した値をSalesforceに確定させるには、画面上部にある「保存」ボタンをク

リックします。確定前のレコード（行）には鉛筆アイコンが表示されます。変更を

反映させたくない場合は、「再読み込み」をクリックすると修正を破棄します。

Salesforceで頻繁に行うデータ編集作業の1つにフェーズの変更があります。

RaySheetは詳細画面に遷移しなくても、データ編集が可能です。また、担当者ごと、

取引先ごとにグループ化してあるので電話や訪問といった実際の営業活動に即して

フェーズを変更できます。下図のように、フェーズ項目の▼ボタンをクリックすると、

リストがドロップダウンします。「商談成立」を選ぶとセルの値が変わります。

フェーズを変更する

Click

Click

修正をキャンセルする場合は 
再読み込みをクリック

値を変更したレコードには
鉛筆アイコンが表示

Click

1615



基本のレシピ RaySheetで効率よく作業する

1 2 RaySheetの入力はとっても便利

商談の追加は通常Salesforceの標準画面で行いますが、RaySheet上から行う

ことも可能です。ここでは、営業メンバーの「品川たまち」さんの得意先である、

「ラース株式会社」に新しい商談を追加します。

「品川たまち」さんのセルを選択し、画面上部メニューにある「+追加」ボタンを

クリックします。新しい行が追加されたら各セルに値を入力して、保存ボタンを

クリックすると新しい商談が追加されます。

新しい商談を追加する

データを追加する

新しい行が追加
データを入力したら保存する

Click

選択

セルに文字を直接 
入力すると、該当する 
取引先の候補を表示

他のセルをコピー＆ペーストした後、 
セルを直接編集している状態。 
データ揺れの防止につながる

日付はカレンダーから選択可能

Copy

Paste
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基本のレシピ RaySheetで効率よく作業する

本当に追加されたかどうか確認
本当に追加されていますね。取引先ごとに 

まとまっていて、ほかの商談の状況もわかる 
ので、完了予定日なども決めやすいです。

保存した商談に、作業ウィンドウ上で 
新規ToDoも登録できるので、 

次の活動予定も立てやすいですよ。

標準画面で追加を確認

Click

商談名をクリックすると、
別タブが開きSalesforceの

標準画面を確認可能
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基本のレシピ RaySheetで効率よく作業する

1
削除したいレコード（行）の左端にあるチェックボックスにチェックを入れ、画面

上部メニューの［アクション］ボタンをクリックし、［チェックしたレコードを削除］

をクリックします。

［本当に削除しますか？］というダイアログがでますので、問題がなければ、 

OKボタンをクリックします。レコードを削除すると、そのレコードに紐づいた 

子オブジェクトや活動履歴なども一緒に削除されます。

RaySheetでデータを削除することもできます。複数レコードを選択してから

一括削除も可能です。実際の業務で一度に複数の商談データを削除すること

はほとんどありませんが、リードオブジェクトや管理者向けのオブジェクト、 

あるいはテストで作成したレコードなどは一括削除できると、Salesforce環境

をクリーンに保つことができて便利です。

重複してしまった商談を削除する

データを削除する

Click

Click

Click

Click

デザイナの［拡張］にある［削除を

許可する］のチェックを外すことで、

RaySheetではデータ削除できない

ようにすることができます。

チェックを外す

  RaySheetでデータ削除できないようにするには
!
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基本のレシピ RaySheetで効率よく作業する

1 2

データを検索する/置き換える

Excelと同じ方法でデータを検索/置き換え

データフィルタではなくデータを検索したり値を置き換えたいときは、これも

Excelでおなじみの方法が使えます。ちょっとした検索に大変便利です。

ビューのカスタマイズのところで紹介した、デザイナを使ったデータフィルタ

のほかに、ビューの項目見出し右にある▼ボタンからデータをフィルタする

こともできます。今月完了予定の商談だけフィルタしたり、商談成立した案件

だけ抽出したり、さまざまな使い方ができます。

Excelと同じ方法でデータをフィルタする

Excelと同じ感覚で 
データフィルタを設定できる

Click

Click

Click

検索した文字列を
置き換えたい場合はこちら

クリックすると該当する
レコードにセルジャンプ

Click
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基本のレシピ RaySheetで効率よく作業する基本のレシピ RaySheetで効率よく作業する

ビューは他のユーザーと共有可能

Click

Click

Click

Click

RaySheetだと業務全体の 
見通しがよくて、作業が快適に 

なりますね！

業務ごとに作業ビューを作っておけば、
Salesforceの作業がもっとスムーズ

になりますよ。次のページからは 
実践的なビューをギャラリー形式で 

ご紹介します。

ロールやユーザー単位で
共有相手をカスタムできます。
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業務に役立つビューギャラリー

応用のレシピ
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応用のレシピ 業務に役立つビューギャラリー

Excelからリード情報を一括コピー

リード情報の入ったExcel/CSVと 
項目名をそろえた空のビューを 
「リードオブジェクト」で作る

Paste

Copy

データローダを
使わなくてもいいので

ものすごく便利！
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応用のレシピ 業務に役立つビューギャラリー

今週の新規リードだけを表示する

このビューの設定値
■ オブジェクト：リード
■ 選択項目（列）：作成日、氏名、会社名、都道府県、状況、所有者、リードソース
■ グループ化：所有者、取引先、業種
■ フィルタ：作成日が「今週」に等しい

1週間のタスクとして、新規リードに
対して、担当者を振り分けることが

できるのが良いですね。
営業が担当しないリードは 

マーケ部門用のキャンペーンにも 
直接登録できます。

Check 任意のレコード（行）を選択して、
任意のキャンペーンに一括追加も可能

Check
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応用のレシピ 業務に役立つビューギャラリー

不要なリードを一括削除

このビューの設定値
■ オブジェクト：リード
■ 選択項目（列）：氏名、会社名、メール、状況、作成日
■ グループ化：なし
■ フィルタ：orange.int.comを含む（社内メールドメイン）

メールアドレス以外にも、作成日や 
会社名などでフィルタしたビューでも
一括削除ができるので、さまざまな 

業務シーンで活用できます。

社内のメールドメインのみを 
抽出して、テスト登録された 
リードなどを表示するビュー

Click

Click
Click

社内ユーザーがテストのために登録した
リードは、長く運用していくと 

どうしてもたまってしまうので、
一括削除できると助かります。
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応用のレシピ 業務に役立つビューギャラリー

取引先と取引先責任者の一覧

このビューの設定値
■ オブジェクト：取引先責任者
■  選択項目（列）： 取引先（取引先）、部署、役職、氏名、電話、所有者（ユーザ）、 

取引先/業種、取引先/業種分類、取引先/都道府県（請求先）
■ グループ化：所有者、取引先、業種
■ フィルタ：なし

取引先責任者の部署と名前、 
役職名、電話番号が担当者ごとに 

わかるので、いいですね！
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応用のレシピ 業務に役立つビューギャラリー

「取引先責任者の役割」から作る商談ビュー

このビューの設定値
■ オブジェクト：取引先責任者の役割
■ 選択項目（列）： 商談/所有者（ユーザ）、商談/商談名、商談/フェーズ、商談/金額、取引先責任者/氏名、 

主担当、ロール、取引先責任者/電話、取引先責任者/部署、商談/期限切れToDoがあります
■ グループ化：担当者、商談名、フェーズ、金額
■ フィルタ：なし

取引先の商談担当者が複数いる 
ことがあり、誰が主担当なのか 

確認したいことはよくあるので、
助かります。

商談ビューからは選択できない取引先 
責任者とその役割を表示できます。
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応用のレシピ 業務に役立つビューギャラリー

キャンペーンメンバーの状況を賢く使う

このビューの設定値
■ オブジェクト：キャンペーンメンバー
■ 選択項目（列）：キャンペーン/会社名（取引先）、リード（リード）、取引先責任者（取引先責任者）、状況、メンバー備考
■ グループ化：キャンペーン
■ 条件付き書式： 「状況」が営業フォローに等しい場合薄いブルー、「メンバー備考」が▶で始まる場合は黄色、★で始まる場合はピンク
■ フィルタ：なし

状況や備考欄が見やすいので、 
キャンペーン関連の作業が効率化し、

対応漏れもなくなりました。
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応用のレシピ 業務に役立つビューギャラリー

チームの活動をひと目で把握

このビューの設定値
■ オブジェクト：ToDo
■ 選択項目（列）：所有者（ユーザ）、件名、関連先（Multiple）、状況、優先度、期日のみ、アラーム日付/時間、最終更新日
■ グループ化：所有者（ユーザ）
■ 条件付き書式： 「状況」が未着手に等しい場合、背景色を薄い黄色    「優先度高」がTrueの場合、背景色を赤 

「最終更新日」が先月の場合、背景色を薄い緑

日報を細かく読まなくても、 
活動内容を俯瞰できると、 

メンバーが何をしているのか 
一目でわかってすごく便利です。

関連先のデータにすぐ遷移できるので、 
細かい内容もすぐに確認可能

ユーザーごとにToDoを俯瞰できるビューで、 
活動漏れや作業遅れを視覚化できる
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応用のレシピ 業務に役立つビューギャラリー

カンタン見積もり作成 どこでもView

どこでもViewの作成方法はオンラインヘルプで詳しく紹介しています。

▼ オンラインヘルプ「どこでもView」によるカスタマイズを参照ください。

https://docs.raykit.grapecity.com/raysheet/ja/

はい。「どこでもView」という機能です。 
RaySheetのビューを表示する

Visualforceページを作成し、それを 
ページレイアウト上に追加すると 
このような画面を作成できます。

Salesforceの標準ページにRaySheet
で作成した子オブジェクトのビューを 

埋め込むこともできるのですか？

Salesforce標準の詳細ページ

RaySheetで作成した
見積もり明細オブジェクトのビュー
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応用のレシピ 業務に役立つビューギャラリー

超便利なキャンペーンメンバー どこでもView

どこでもViewは主従関係 
ではないビューでも埋め込む
ことができるのでこのような

使い方も可能です。

おお。キャンペーンの詳細ページで
すぐメンバー備考欄や状況変更の編集が

できるのはすごくいいですね。
それに、リードのビューで、新しい 

メンバーを自由に抽出してキャンペーン
に一括登録できるのも便利です。

状況や備考欄が編集可能な
キャンペーンメンバー一覧

キャンペーンメンバーに
新規追加できるリードの一覧
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応用のレシピ 業務に役立つビューギャラリー

RaySheetのビューはいかがでしたか？

ありがとうございます。RaySheetは、Salesforceの 
標準リストビューやレポートよりも

選択できるオブジェクトや項目がずっと多く、
関連オブジェクトの項目も1画面に表示できます。

いろいろ試すことで、新たな発見があると思います。

考えていた以上に、使えそうなビューが 
たくさんありました。

早速、自分でビューを作って
業務に役立ててみます。
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ご質問は随時受け付けております。

学習のサポートと 
お問合せ

▶ https://docs.raykit.grapecity.com/raysheet/ja/
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学習のサポートとお問合せ

使い方でわからないことがあったら？

インストール方法から、
機能の使い方の詳細まで

詳しく説明したオンラインヘルプを 
ご利用ください。

▶ https://docs.raykit.grapecity.com/raysheet/ja/

3433



学習のサポートとお問合せ

よくいただくご質問

ご利用に際して 
よくいただくご質問をまとめた 

FAQ を公開しています。● ボリュームディスカウントはありますか？

● サイトライセンスはありますか？

● 販売パートナーになるにはどうしたらよいですか？

● パートナー向けのライセンスはありますか？

● トライアル版をSandboxにインストールできますか？

などなど、多くのご質問にお答えしています。

▶ gcsf.zendesk.com/hc/ja
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学習のサポートとお問合せ

ライセンスと価格

月額利用料 （税込）

￥1,650
　1ユーザー

作成できるビューの数 無制限

サポートサービス メールによる技術質問

最低契約数 1ユーザー

最低契約期間 1年

大規模向けライセンス料金 別途お見積もり※

ご契約の更新 解約のお申し出がない限り
1年後に自動更新

※ 大規模向けに利用ユーザー数、Salesforceのライセンスの種類（Force.comや
Community Cloudなど）に応じてご相談いただけます。
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学習のサポートとお問合せ

お問合せと購入のお申込

お問合せ先 グレープシティ株式会社 
Enterprise Solutions 事業部 営業部

お電話 050-5490-4660

メール es.sales@grapecity.com

Web https://raykit.grapecity.com/contact/

住所
〒332-0012 
埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル 3F
本社所在地 〒981-3205 仙台市泉区紫山3-1-4
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学習のサポートとお問合せ

グレープシティ株式会社について

www.grapecity.co.jp

Copyright©GrapeCity inc.

グレープシティ株式会社  GrapeCity inc.
代表取締役社長　馬場 直行

創 立 : 1980年5月
社 員 数 : 国内200名  海外800名
国内拠点 :  仙台本社 / 関東支社 / 関西支社 /   

北関東営業所 / 首都圏営業所 / 九州営業所
海外拠点 :  アメリカ / 中国（上海・西安） / インド /  

ベトナム / 韓国 / マレーシア / ミャンマー
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