


社員力

情報力

IT力実行力

変革力

成長企業

リーダーシップ

社員個々の力と成長

それを支える会社の力

共有・理解・発信

有効に情報活用する力

ITを積極導入して

高生産な企業活動する力

チームワークで

絶対に結果を出す力

冷静に変化を見極め

新しい文化を創る力





昭和の営業のカタチ
http://bbpromo.yahoo.co.jp/special/showa/



当時の
デスクを再現

資料を探そう

資料の作り方

当時の持ち物



地図帳



社内に設置されたサーバで
情報管理

グループウェア メール 社員管理

案件情報 顧客情報管理 名刺管理 ファイル

■費用面での負荷

ハードウェア・ソフトウェア

自社購入が前提

■システム構築の時間が長い

作りながらシステムの確認できない

■モバイル活用の難しさ

モバイル専用のアプリケーションの必要性

■災害対策やセキュリティ限界

自社のみでは費用負担が莫大



グループウェア メール 社員管理

案件情報 顧客情報管理 名刺管理 ファイル
インターネット

インターネット
経由で
データセンター

会社内から
インターネット

に繋がる

会社外から
インターネット

■簡単にシステムが使える

■システムの柔軟性が高い

■モバイルがフル活用できる

■万全のセキュリティ対策



1. 土地・資材購入から建てる時間

2. 大工さんへの発注が必要

3. 高額でもセキュリティ対策も必要

4. 購入したら引っ越すのも大変

5. お金を持っている人が買う

6. 修繕補修も自費で実施

1. 完成された一つの部屋を賃貸

2. あっても内装工事レベルの発注

3. 常時万全なセキュリティ

4. 賃貸なら引っ越しもしやすい

5. 所有権ではないのでリーズナブル

6. 全戸で少しずつ修繕費負担

戸建の注文住宅 賃貸マンション



モバイル

モバイルがかなり使える

仕事のやり方が変わる

生産性の向上

自分で作れる

簡単にマウス操作で

グラフや項目を作れる

ビジネス環境に

適したシステム

繫がるシステム

アプリが繫がるAPI公開

既存システム連携・拡張可能

統一された

企業内システム



アプリアイデア
アプリ
開発

アイデア

ハードウェア
調達

基本ソフト
のインストー

ルなど

ユーザ
アクセス

設定

脆弱性
検査と

その対応

モバイル
ソーシャル
への対応

リポートや
分析指標の
設定など

アプリ
開発

従来のプラットフォーム

アプリ

６~１２ヶ月？

従来プラットフォーム
と比較すると

開発時間

1/5



2013 • 2014

2015 • 2016
2008 • 2009 • 2010

2011 • 2012 • 2013

2014 • 2015 • 2016

2011 • 2012 

2013 • 2014 

2015 • 2016

Most innovative 

companies in 

the world

4th largest software company based on 

analyst consensus revenue for FY2017. 

Salesforce fiscal 2017 guidance provided 

November 18, 2015: "revenue for the 

company's full fiscal year 2017 is projected 

to be approximately $8.0B to $8.1B.”

83.2億ドル

2017年度売上予測

2万人

2016年度社員数



年間数百億円の投資

99.95%以上の稼動実績

情報漏えい無事故

1日20億件を超える情報処理

米国政府や金融機関から信頼されるサービス

（日本郵政、国防総省、国務省、U.S.Army、NASA…）

企業向けクラウドサービスの
リーディングカンパニー



・Salesforceのようなプラットフォームをフル活用する

・ITを使って、育てていくという姿勢（主役はITじゃなく会社）

・“情報の伝達コスト” （確認、連絡、引継…）を徹底的に削減

・慎重過ぎない、まずはチャレンジして走りなが覚える勇気！

・分断的なITシステムのため集計作業が負荷になっている

・IT導入に苦手意識がある（失敗したらどうしよう…）

・モバイルの活用が促進されていない（働き方の問題）

・問題を先延ばしにする傾向が強い（社員の問題に終始しがち）





月別売上積み上げペース 今月フェーズ毎の商談金額 今月フェーズ毎の商談件数

今年度 月別売上結果 商談日数でみる商談金額傾向 商談日数でみる商談件数傾向

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

社員全員が同じ 共通理解・情報共有 で頑張る

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



“見える化”の定義

あらゆる企業活動の状態が数値で

正しくリアルタイムに確認 できる状態

その数値を確認することで

気づく・感じる・考える → 行動が変わること



1. 立ったまま確認作業を進める

2. 上司は全進捗に関して具体的アドバイス

3. 進捗がない、可能性が低い案件は思い切って「捨てる」

4. 仕事の分配、量に偏りがある場合はその場で是正

5. 漏れなく、重複なし → 時間の無駄がない

営業メンバー:8人

商談:120件

リード:15件

約1時間半で全案件確認

隔週でPDCA

それまでの会議は資料作成者、発表者の 都合の良い情報

全員が毎日、ダッシュボードで確認している

↓

会議は過去の振返り10％

残り 90％ は未来についての議論



① ビジネス状況把握
全体をまずは把握

全体ビジネス目標値と現在実績及び差異

② 販売プロセスKPI
各プロセスが順調か？

件数と次のプロセスへの成功率
「見込客 → 商談 → フェーズ毎 → 受注」

③ カテゴリ別実績
どこが問題箇所か？

チーム、エリア、営業、製品、顧客分類毎…

④ 行動量チェック
営業の基本行動量

リソース配分の適正、行動量の過不足

⑤ ビジネス創出
新しい商談はできてるか？

将来の商談発掘状況

⑥ 異常値チェック 抜け漏れチェック

⑦ 分析系
戦略立案に繋げる

勝敗分析、競合分析、マーケティング効果測定…



・資料作成や集計に時間は勿体無いという発想が強い

・情報発信を促進する文化 （発信しないと情報の価値が下がる）

・全員が情報共有できるコミュニケーションの仕組み（SＮS）

・俯瞰的にビジネスを見る仕組みがある （KPIの管理、BIツール）

・形式的な会議資料や集計作業が多く、活用がいまいち見えない

・そもそも、“見える化”の仕組み（ＩＴ）が導入されていない

・精神論での社内会話が多い （モチベーションの問題がある）

・情報発信をすることを妨げる雰囲気がある（間違いでもＯＫ？）





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…



プロジェ
クト

グループ

人

ファイル

取引先

商談

質問や発言
Webリンク

グループ内で
の情報・
ナレッジ

ファイル
更新

人事異動
ニュースリリース、
戦略、取引履歴

フェーズ、
金額、競合
承認、行動

進捗、問題、
原因、ファイル
アイデア

自分のchatterページ通常のSNSとして共有する情報 業務に統合されたSNSにより
把握できる情報



写真などの共有で点在する部門間でも

臨場感のあるやり取りができる



“顧客の声”は最も早く情報共有するべき

会社全体で新しい

アイディアを生み出す

新しいコミュニケーション

人材育成にも繋がる



← 新人を会社全員で支援する

仕組みがあるので、助け合う

自然な文化が育つ！



・“繋がり・認め合う・助け合う” 雰囲気つくり

・社内のノウハウを集約→活用する仕組み

・リアルなコミュニケーションを大事に（定期的な1対１会議など）

・意識的に褒めることを徹底し、雰囲気の良い会社を創る

・社員が何を考え、何を発言したか？が見える仕組みがない

・“褒める” ことを社内コミュニケーションに組み込めていない

・中間管理職の育成支援が少ない （やれ！と支持することが多い）

・経営層と社員間、部門間のコミュニケーションが少ない



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


