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はじめに

• 本資料はRaySheet Version 14（2022年8月24日リリース）の
新機能の概要を説明するものです。



1. RaySheetPivotの集計機能を強化

2. ビューをサブフォルダで管理

3. 重複ルールを反映したアラート表示

4. グループ列ヘッダーの開閉状態の初期設定

5. 検索機能の動作改善

6. 操作性・表示の改善

7. フローアクションの改善

8. Industry Cloudのサポート

9. どこでもViewにビューのリストを取得するAPIを追加

新機能一覧



小計項目を自由に挿入して柔軟な集計画面を作成可能

• Excel関数で柔軟に条件設定した集計項目を任意の行（または列）に挿入可能

1. RaySheetPivotの集計機能を強化
新機能

カスタム小計
挿入位置
‣ 第2営業課の後に挿入
数式
‣ 第1営業課と第2営業課の合計金額

挿入位置

数式



1. RaySheetPivotの集計機能を強化

営業担当者ごとの予算／実績

カスタム小計

第1グループの集計

カスタム小計

第2グループの集計

カスタム小計

営業部全体の集計

ユースケース1

予実管理
• 拠点ごとの予実状況を可視化できる

新機能



ユースケース2

1. RaySheetPivotの集計機能を強化
新機能

カスタム小計

売上高 – 売上原価

カスタム小計

給料手当+役員報酬
+地代家賃+…

カスタム小計

営業利益+営業外収益
-営業外費用

損益予算管理表
• 「収益」「費用」「利益」のそれぞれの要素に関連するデータを集計
• 予算の全体状況を1画面で確認しながら科目単位の予算を登録できる

科目単位で詳細データの
確認・更新が可能



2. ビューをサブフォルダで管理

営業1課のメンバーが参照可能

営業2課のメンバーが参照可能

営業部の全メンバーが参照可能

営業1課のメンバーが利用する場合
• 営業部、営業1課のフォルダで管理しているビューを

参照できる。
• 共有権限がない営業2課のフォルダは表示されない。

※ フォルダは親フォルダを含めて最大5階層まで作成可能

部署内のグループや業務目的ごとにフォルダを分けてビューの管理が可能

• サブフォルダに分けてビューを管理することが可能

• サブフォルダ単位で共有設定が可能

新機能



3. 重複ルールを反映したアラート表示

重複するデータの登録を未然に防止

• Salesforceで設定した重複ルールをRaySheetでもそのまま利用可能

• レコードの新規登録や編集時に重複データとみなされる場合にアラートを表示

新機能

重複データに
アラートを表示

重複ルールの設定を
引き継いでアラートを表示



4. グループ列ヘッダーの開閉状態の初期設定

業務で使用しない項目を非表示にすることで一覧画面の最適化が可能

• 初期表示時のグループ列ヘッダーの開閉状態を設定可能

基本デザインの
列ヘッダーの設定から設定

グループ列ヘッダーの開閉の
ON/OFF

グループ列ヘッダーを開いた状態で表示

グループ列ヘッダーを閉じた状態で表示

改善項目



5. 検索機能の動作改善

検索パネルの検索機能の改善

改善項目

1. 検索パネルの条件設定にも独自の選択リストを表示

RaySheet独自の選択リストを設定した場合
セルと検索パネルの両方で利用可能

2. ロングテキストエリアの検索をサポート

ロングテキスト
エリア

検索パネルの検索条件にロングテキストエリア
およびリッチテキストエリアの項目を追加可能

RaySheet バージョン13以前の動作
セルにだけ独自の選択リストを表示したため
検索パネルの条件は手入力で設定が必要

※ ロングテキストエリアおよびリッチテキストエリアの項目は
現在のページのデータのみが検索対象になります。

検索パネルの
条件設定

セルの入力



5. 検索機能の動作改善
改善項目

ルックアップ検索の動作改善

• 未保存の項目もルックアップ検索条件が適用されるように改善

RaySheet バージョン13以前

RaySheet バージョン14
ルックアップ検索条件

変更前の取引先に関連する
取引先責任者をリストに表示

変更後の取引先に関連する
取引先責任者をリストに表示

変更したデータが未保存の状態でも
適切にルックアップ検索結果を表示



5. 検索機能の動作改善
改善項目

設定ダイアログの項目を文字入力で検索可能

• フィルターの設定ダイアログなどで項目の検索ができるように改善

文字入力して
項目の検索が可能

RaySheet バージョン13以前

RaySheet バージョン14

検索できないため
リストから探して

選択が必要

改善対象個所

シートモード／ピボットモード共通
• Salesforce標準準拠フィルター
• RaySheetフィルター
• 検索パネル

シートモード
• 並び替え
• 書式とアクセスのルール

ピボットモード
• 書式ルール
• デフォルト値



6. 操作性・表示の改善

ショートカットキーの追加

改善項目

1. ドロップダウンリストの表示 2. 現在の日付、時刻の入力

Alt ↓+

Ctrl ;+ Ctrl :+

3. 1 つ上のセルの値のコピー&ペースト

Ctrl D+



6. 操作性・表示の改善

1行おきの背景色設定

• 行を縞模様に設定することでデータの視認性を高めることが可能

改善項目

奇数行／偶数行にそれぞれ
背景色を設定可能



6. 操作性・表示の改善

フォルダーパネルの横幅変更

• ビューの名前をすべて表示することが可能

改善項目

マウスドラッグで
パネル幅を変更

RaySheetロゴの表示／非表示

• RaySheetの標準画面のロゴ表示を切り替え可能

RaySheetの設定画面で
ロゴ表示のON／OFFを設定

ロゴ表示 ON

ロゴ表示 OFF



7. フローアクションの改善
改善項目

未保存や編集中のレコードに対してフローアクションの実行許可を指定

• データが未確定の状態でフローが処理されないように実行操作を制限することが可能

未保存の
レコード

編集中の
レコード

未確定データを含むレコードが選択されている場合
対象のフローアクションは非活性になる

編集中のレコードに対して
フロー実行の許可／不許可



Manufacturing Cloud
営業業務のデータ管理も効率化

商談管理

顧客管理

8. Industry Cloudのサポート

Salesforce Industry Cloudのラインアップのうち次の2つの製品を動作保証

• Financial Services Cloud

• Manufacturing Cloud

新機能

Manufacturing Cloud – ユースケース

• 販売計画の策定や実績管理においてデータの更新を効率化

RaySheet

計画や実績の値をまとめて修正可能

Manufacturing Cloud 標準画面

1項目ずつ編集モードに入ってデータ更新

販売計画管理



9. どこでもViewにビューのリストを取得するAPIを追加
改善項目

どこでもViewでビューのリストを取得するAPIを利用可能

• Visualforceページに埋め込んだRaySheetのビューを動的に切り替えるためのリストなどで利用可能

VisualforceページRaySheet標準画面

対象フォルダのビューリストを取得

a062v00001hUzhTAAS,
a062v00001inW0aAAE,
a062v00001inW0ZAAU

APIで取得したビューリストを選択リストに
表示すれば動的にビューの切替が可能



グレープシティ株式会社
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創 業 1980年5月(旧:文化オリエント)
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