


1 TESLA MOTORS INC. Auto

2 SALESFORCE.COM INC. Software

3 REGENERON PHARMACEUTICALS Bio

4 INCYTE CORP Bio

5 ALEXION PHARMACEUTICALS INC. Bio

6 UNDER ARMOUR INC. Apparel

7 MONSTER BEVERAGE CORP Dirinks

8 UNILEVER INDONESIA TBK PT Products

9 VERTEX PHARMACEUTICALS INC. Bio

10 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. Bio 



セールスフォースが提供するもの

社員の動き

グループ
ウェア

顧客の動き

顧客管理
CRM

商談の動き

営業支援
SFA

顧客満足度を向上させるために、

顧客との関係構築に力点を置く

経営手法。顧客の基本情報ややり

取りの履歴などを管理して長期的に

優良な関係を構築する。

商談（案件）の発生から受注までの

流れを管理し、適切な対応を実施

し成約率を上げてい手法。

“勘”や“経験”だけに依存しない営業

を科学する仕組み。



あらゆる規模の企業をサポート

まったく同じシステムを 1ユーザから利用可能、

業種・業態・企業規模を問わず、 世界最先端の高機能なシステムを

4

小規模企業

中規模企業

大企業



一つの大きなクラウドのプラットフォーム

セールス
売上の拡大

サービス
エージェントの生産性向上

ビジネス分析
意思決定の高速化

マーケティング
投資対効果の向上

コミュニティ
ユーザー満足度の向上

eコマース
オンライン収益の拡大

Sales Cloud

Commerce Cloud

Analytics Cloud Community Cloud

Marketing Cloud

Service Cloud

アプリ開発
開発から実装までの高速化

App Cloud

IoT
新しいビジネスを生み出す

IoT Cloud

Internet of Things







人口オーナス期（Onus＝重荷）の日本

人口ボーナス期 人口オーナス期

高齢者

女性

生産性



日本の全体人口 日本の労働生産人口

2012

2030

2012

2030

現在と同じ売上を維持するためには

労働生産性を 30％ 以上

向上させる必要がある

労働生産人口比率 約62％



アメリカ

中国

日本

2008
リーマンショック

失われた20年





営業は5つのタイプに分かれる

© 2013 The Corporate Executive Board Company. All Rights 

Reserved. 

•常に違った見方をする

•顧客のビジネスを理解

している

•議論好き

•顧客に強く働きかける

チャレンジャー
（「論客」タイプ。サンプルの27%）

•自身の直感に従う

•自信家

•管理しにくい

ローンウルフ
（「一匹狼」タイプ。サンプルの18%）

•内外のステークホルダーへの

対応が信頼できる

•すべての問題を解決する

•細部に気を配る

リアクティブ・プロブレムソルバー
（「受動的な問題解決」タイプ。サンプルの14%）

•顧客の組織に強力な

賛同者をつくる

•他人を助けるのを

いとわない

•誰とでもうまくやれる

リレーションシップ・ビルダー
（「関係構築」タイプ。サンプルの21%）

•常ににもうがんばる

•簡単にあきらめない

•自発的

•フィードバックと能力

開発に関心が高い

ハードワーカー
（「勤勉」タイプ。サンプルの21%）

チャレンジャー・セールス・モデル 成約に直結させる「指導」「適応」「支配」

http://www.amazon.co.jp/dp/4903212521
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複雑性：小 複雑性：大

リレーションシップビルダー

プロブレムソルバー

ハードワーカー

ローンウルフ

チャレンジャー

ハ
イ
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
（
上
位
20%

）
の
割
合

ハイパフォーマーの比率（案件の複雑性：大）

販売の複雑さ

関係構築タイプは
複雑な販売環境で
は成功しにくい

チャレンジャーは複
雑な販売環境では
成功しやすい

比較的シンプルな単独製品を
短いサイクルで売るハイパフォーマー

もっと複雑なバンドル製品やソリューションを、
比較的長いサイクルで売るハイパフォーマー

© 2013 The Corporate Executive Board Company. All Rights Reserved. 



チャレンジャーの特徴

指導
営業上のやりとりのなかで

差別化ポイントを指導する（教え導く）ことができる。

適応
顧客組織のなかの正しい人に正しいメッセージ を伝え、

共感 を得られるように適応することができる。

支配

「チャレンジャー」はお金の話もいとわず、必要とあらば顧客に多少の

無理強いができる。したがって、営業プロセスを支配する

（主導権を握る）ことができる。



チャレンジャーの特徴

指導
営業上のやりとりのなかで

差別化ポイントを指導する（教え導く）ことができる。

適応
顧客組織のなかの正しい人に正しいメッセージ を伝え、

共感 を得られるように適応することができる。

支配

「チャレンジャー」はお金の話もいとわず、必要とあらば顧客に多少の

無理強いができる。したがって、営業プロセスを支配する

（主導権を握る）ことができる。
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■ 営業担当しか顧客の情報、キーマンを把握できない

またデータ化されていないので記憶に頼るところが大きい

よく聞く現場からの声

■ 顧客の要望や電話/メールなど対応履歴が残っていない

間違いの原因、確認や調査に時間がかかり、顧客満足度も下がる



基本情報
社名・住所・連絡先・担当営業

「360度ビュー」

情報は会社の資産に

担当者情報
役職・部問・連絡先・アドレス

問合せ履歴

営業活動履歴

過去取引・納品情報

過去提出見積・資料

誰が重要キーマンか？

お客様の声やクレーム

訪問や電話の履歴

過去の取引状況 …

会社として正しく把握

引き継ぎ漏れなくす

顧客カルテに“歴史”を残していく

いつ、誰が見ても、顧客のことを正しく把握できるようにする



営業がヒアリングした情報は商談カルテに残す

顧客との対話やヒアリング情報が1つのカルテに集約

項目は自由に追加・編集ができるので

本当に必要な情報を集めることが簡単になります



ホームページに訪れた履歴

誰が、いつ、どのページを、

どれくらいの時間見たのか？がわかる！

顧客の興味度の点数化

ホームページ内の見ている部分で、

お客様の興味の内容や興味の度合いがわかる

顧客に適したページ表示

お客様の興味に合わせて

ホームページの表示を変えることができる！

メール配信自動機能

お客様の属性や興味、反応に合わせ自動的に

最適なコンテンツとタイミングでメール！

マーケティングオートメーションとは？
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ドラえもん 39巻

「さとりヘルメット」

①
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ドラえもん 39巻

「さとりヘルメット」

②
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ドラえもん 39巻

「さとりヘルメット」

③
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メール開封
Web閲覧履歴

興味度の点数化

いつどこで
名刺交換したか？

メールやWEB閲覧履歴を見て “相手を知る！”



25

お客さまへ連絡する前に見込み客が興味を持った広告など履歴がすべてわかる

一番興味があるのは営業支援ツール

どのWEB広告を見たか？

どの製品をWebでチェックしたか？

自社主催のイベントに参加

顧客との接点の歴史 を正しく把握することで商談化に繋がる

マーケティングオートメーションからの情報や営業の対応履歴から

見込み顧客の動向を正しく知ることができるので、高い確率で商談化できる

見込み客との歴史を把握することで商談化率が上がる



次回
コンタクト

顧客名
前回

コンタクト
興味のある製品

前回の
失注理由

次のステップ
対応
状況

1 2017/4/10 ABC商事 2014/3/15 顧客管理ツール
タイミング

あわず
再アポ取得 完了

2 2017/4/10 ◯◯会社 2015/12/15 営業支援ツール 業績の問題 イベント招待 未完了

3 2017/4/15 □□建築 2014/6/1 モバイルアプリケーション
予算確保
できず

社長訪問 完了

4 2017/4/18 イロハ商会 2013/5/10 開発プラットフォーム
効果訴求
できず

イベント招待 完了

5 2017/4/20 XZY製作所 2015/8/3
マーケティング

オートメーション
効果訴求
できず

Webセミナー 未完了

いつ何をすべきか？が分かる仕組み

担当変更などの引継ぎ時の抜け漏れをなくす。会社としての長期対応の実現
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高

中

低

1 2 3 4 5

～100万 100万～
1000万

1000万～
5000万

5000万～
1億

1億以上

過
去
５
年
間
の
自
社
取
引
高

企業規模からみた潜在的なビジネスチャンス

営業はどこに何をするべきか？戦略的に考える

日々の顧客からのヒアリング情報をどのように活かしていくか？
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■ 出力・回覧・押印に時間がかかる紙伝票

■ マスターを作ってもローカル管理が乱立するExcel管理

■ 案件管理、生産計画、工程表作成など毎回会議のために

作成している資料を自動化・省力化 したい

■ 営業施策を実行しても途中経過がみえず中途半端

PDCAを正しく実行していきたい

よく聞く現場からの声



商談フェーズを「受注見込み」に

変更すると・・・
生産調整担当 へ詳細情報がメール

割引が10%以上の見積を

作成して保存すると・・・
上司と管理部門 へ承認メール

業務の自動化（ワークフロー）の活用で劇的に変わる！

会議用「営業ダッシュボード」の

更新時間を設定すると・・・
毎週月曜の会議前に参加者 へ

前週の結果レポートがメール配布

１

２

３

何かの “きっかけ” となる業務（動作）を起点に、自動で次の業務へ繋げる

情報の流れを止めない ＝ 情報伝達プロセスの効率化



企業向けサービス

セールスフォースにも

いよいよAIが登場

シンプルに活用できるようにCRM・SFAに特化したAI



①様々なカタチで
情報を集める

②集まった情報を学習する
発見-予測-推奨-自動化

③あらゆるカタチで
発信（つながる）



①様々なカタチで
情報を集める

②集まった情報を学習する
発見-予測-推奨-自動化

③あらゆるカタチで
発信（つながる）

例えば、こんな支援をしてくれる

① どの見込み客情報が勝率が高いかを通知

② 受注につなぐ最適な営業交渉ステップを指導

③ フォローするべきキーマンを通知

④ 商談毎に何をヒアリングすべきか明示

⑤ 営業に必要なトレーニングをアドバイス

⑥ 抜け漏れの顧客対応のアラート

⑦ 開封率の高いメール内容を自動生成

⑧ 工場の機械故障率や傾向から対策案を通知



数字の集計
会議のための資料作成

もったいない…

リアルタイム に動きを知ることができる

資料作成の時間 がほぼゼロになる

社内での 共通理解・情報共有 が促進される

生産性 の高い会議に変わる

抜け漏れ・うっかり忘れがなくなる

“その数字から何が言えるか？“ 考えるようになる

レポート・ダッシュボード活用
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①
ビジネス状況把握

今月の売上目標と現在のGAP

④

見込客からの商談化数

新規案件作成量

商談化後の進捗状況 営業担当別

②
販売プロセスKPI

商談数の推移は順調か？ フェーズごとの案件量・進捗状況

③
カテゴリ別実績

新規と既存どちらが売上伸びてる？

④
行動量チェック

各営業の活動量に不足はないか？

⑤
ビジネス創出

新しい案件は順調に増えているか？

⑥
異常値チェック

30日以上フォローしていない営業

⑦
分析系

キャンペーンごとの効果測定 競合ごとの案件比率



チャレンジャーの特徴

指導
営業上のやりとりのなかで

差別化ポイントを指導する（教え導く）ことができる。

適応
顧客組織のなかの正しい人に正しいメッセージ を伝え、

共感 を得られるように適応することができる。

支配

「チャレンジャー」はお金の話もいとわず、必要とあらば顧客に多少の

無理強いができる。したがって、営業プロセスを支配する

（主導権を握る）ことができる。
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■ 個人でバラバラになっている知識・経験をノウハウ集や

トラブル対応集として集約して検索可能にしたい

よく聞く現場の声

■ 先輩社員のノウハウが継承されていないのでもったいない…

結果、同じ失敗が繰り返される（社員の成長問題）



チームやテーマなどでグループを作る

例 ： 提案資料グループ ／ 質問グループ

情報共有の場

グループの人が情報発信して

掲示板のように情報共有がされる

グループに参加している人たちに

情報が共有される

グループのファイルサーバー

添付した資料などが保存され

後から検索も可能

グループの掲示板



商談ステップを更新したら

自動的に情報発信される



札幌 営業A

製造スタッフ 設計スタッフ

福岡
営業Ｂ

更
新 A案件が “見積提示” 段階へ変更しました。競合は ABC製造 で

す。

よし！今月
重要A案件が
前進したぞ

いいね

いいねいいね

入
力先月、ABC製造に競り勝った商談の提案資料を参考に添付しま

す。是非、がんばってください！何かあれば言ってください。

入
力

提案中の製品では、設置場所の天井高の制約で作図の再依頼があ

りました。念のため仕様打合せを設定してください。他の方にも

ぜひ共有しておいてくださいね。

入
力

現在、パーツ欠品の影響で納期かかります。今年5月以降の納品と

事前にお客様と調整して下さいね。

＊＊＊会社向け提案資料

ダウンロード
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人の成長を支える3大要素

向上心 学習速度 経験値

社員のやる気 スピード 情報共有

“繋がる・認める・支える” という会社への安心感や信頼が必要

安心感があると → 見てくれているし、何かあれば助けてくれる。思いっきりやってみよう！

安心感がないと → 怒られたらどうしよう…  上司も大して見てないし言われたことだけでいいか…
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・社員のモチベーションは職場の会話から影響される

・金が人をまとめる力は弱い

・部下には上手な傷付き方を教える

・VUCA(Volatility - Uncertainly - Complexity - Ambiguity) での強さ

・仕事・業務で楽しいこと感じることは何か？それを探す

・リーダー自身がToMoを体現する重要性

・完璧を目指すと感情的圧力が増し、楽しさが減り、

組織の適応性が阻害される

・部下のミスを強調しすぎると感情的圧力が高まり学習効果が下がる

・戦略的パフォーマンス重視の人の特徴＝見かけの良さを求める

・適応的パフォーマンスを大事にする人＝方法を知りたがり大事にする

・1人だけで働くことのない仕事はToMoが高い

・人は忙しそうに見える仕事を優先順位を高くつける

（戦略的パフォーマンスへの傾倒）

・お互いに影響し合える組織＝ToMo高い

ToMo = Total Motivation 
トータルモチベーション
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トータルモチベーション 6つの動機スペクトル

②目的

③可能性

④感情的圧力

⑤経済的圧力

⑥惰性

０
プラス影響マイナス影響

①楽しさ

仕事の中に楽しさ・目的・可能性

を感じる社風は業績を上げる

「適応的パフォーマンス」

感情的圧力 ＝ プレシャー

経済的圧力 ＝ 損得感情…

惰性 ＝ 何も考えてない…

「動揺効果・キャンセル効果・コブラ効果」
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Observe  （観察）

Orient     （方向付け）

Decision  （決断）

Action     （行動）

動く人の自主性を最大に尊重

リーダー不在でも全員がリーダーと

同じ判断・行動ができる組織



成功したビジネスでは、

必ず誰かが一度は英断を下している。

Wherever you see a successful business, 

someone once made a courageous decision.

- Peter Drucker

Image attribute/source: Peter Drucker / buildingpharmabrands.com


