クラウド顧客管理・案件管理 ゾーホー・シーアールエム

導 入事例集

ビジネスに必要なサービスが、スマートに調和した Zoho クラウドソリューション。
あなたのビジネスのほとんどをサポートできる 30 種類以上のツールを、
たったひとつのアカウントで利用することができます。

https://www.zoho.jp

お問い合わせ

sales@zoho.jp

045-319-4614

▶ お見積もり・ご購入方法など、導入に関するご相談はお気軽に。

ゾーホージャパン株式会社
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町２０７番地２
関内ＪＳビル901号室
・このリーフレットの記載内容は、2016 年 5 月現在のものです。
記載されている内容は事前の予告なしに変更する場合があります。

ユーザー登録 (無料) で
今すぐ使えます

www. zoho. jp/crm/signup.html

・本文中に記載されている会社、ロゴ、製品の固有名詞は各社の
商号、商標または登録商標です。

Index

クラウド型の顧客管理・案件管理サービス「Zoho CRM」は、

中小企業やスタートアップを中心とした世界中の企業に選ばれ、 5 万社に利用されている CRM です。

本書では、実際に活用されている国内ユーザー様の声と、Zoho CRM の具体的な活用法についてご紹介します。
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明和リアルエステート株式会社

不動産の業務を効率化し、

3 部門の課題を解決！

「仲介」
「賃貸」
「物販」
建設・不動産

11

株式会社マークス

エクセル顧客管理の苦労から脱却！
ファイルが「どこにあるか」
「 どれが最新か」分からない… を解消
サービス

01

株式会社星野リゾート

意志決定スピードが 2 週間から即日に！

13

ボトルネック解消でキャンセル率 50% 減！
サービス

03

1000 名以上

複数拠点の顧客情報を共有！

グローバル展開を強力に支援
製造

05

営業現場を見える化し、モチベーションUPを実現！

07

17

100 名〜1000 名

株式会社スカイコム

低価格で導入リスクを縮小！

50 名〜100 名

株式会社キャムキャスト７

セールスフォース更新期限前に一週間で乗り換え！

コスト１/３で徹底した業務効率化を目指す

100 名〜1000 名

50 名以下

情報通信

19

株式会社ネットプロテクションズ

月間 100 時間 の業務時間を削減
& 年 2 倍の営業目標を達成

情報通信

クライアントが活用するセールスフォースとのデータ同期も容易
サービス

バリューマネジメント株式会社

容易なカスタマイズで 現場のニーズに即応

1000 名以上

株式会社リンク・リレーション・エンジニアリング

50 名以下

サービス

15

サラヤ株式会社

50 名〜100 名

株式会社ジーニアスウェブ

現場で変更できる優れたカスタマイズ性と低価格で

シンプルですばやいマーケティングオートメーションで急成長！

急成長事業を支援

顧客とつながり続け

情報通信

100 名〜1000 名

情報通信

売上と生産性を同時に向上
50 名以下

星 野リゾート 様

導入前の課題

かけていたエクセルでの管理

セスをどのように設計していますか？

ところが、ZohoCRM を導入し、データを多

ピードに変化はありましたか？

面的・多角的に分析すると、その勘を裏付け

加藤氏：比較にならないほど、早い意思決定

る「法則」が見えて来たのです。たとえば、
「予

ができるようになりました。

約から来館までの期間が一定日数を超えると

エクセル時代では、データを可視化して打ち

キャンセル率が上がる」というもの。それま

合わせするのは、2 週間に 1 回程度の割合で

では、先入観や思い込みで判断するしかなかっ

した。日々の業務という制約の中ですので仕

たのですが、Zoho により科学的に営業を見

方ない部分もあるのですが、2 週間後ではす

話」からのファーストコンタクトにつながり、
来館やブライダルフェアを経て、成約という
のが一般的なプロセスです。

でに問題が終わっている等、手遅れ感はあり

ら鱗でした。それらの法則が分かってからは、

ました。しかし、Zoho CRM を導入した今で

スをどのように管理・把握されていましたか?

事前に手を打つようにしました。これにより

は、毎日のルーティンの中で確認できますし、

キャンセル率は大幅に減りました。

気になったことがあれば、即座に打ち合わせ

セルは汎用性があり、操作も慣れていて良かっ

―― 具体的に、どれくらいキャンセル率が変

たのですが、大きな 2 つの問題がありました。

わったのですか？

昭和 26 年 (1951 年 )

ひとつは、セキュリティの脆弱性。もうひと

設立

2015 年 4 月 1 日

従業員数

正社員 1,750 名
(2013 年現在 )

つは、データの共有性の低さです。特に後者

事業内容

リゾナーレ
八ヶ岳所在地

リゾート・温泉旅館経営
リゾート・温泉旅館運営受託
ブライダル事業 等
山梨県北杜市小淵沢町 129-1

「 勝ていても負けていても、常に戦況をこの目に見ていられる

圧倒的な安心感 があります。」

星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳 総支配人 加藤智久氏、ブライダル広告ユニット Web ディレクター 深水善道氏

を抱えていました。例えば、いま私が東京に

「Zoho CRM」の本格導入を始めた。Web からの予約は API で直接 ZohoCRM に取り込む事で、入力の手間を削減。さらに Zoho レポート
( クラウド型 B I サービス ) との連携により、刻々と変化する営業 / マーケティングデータを毎日レポート形式で詳細に視覚化。総支配人の加藤氏は
「勝っていても負けていても、常に戦況をこの目で見ていられる、圧倒的な安心感」
「疑問を感じてから、状況を把握するまでの手遅れ感がない」と語る。

ます。イタリア語で " 響きあう" という意味を
家、マリオ・ベリーニが手掛けた大人のための
ファミリーリゾート施設です。一般に再生案件
と呼ばれるもので、
前事業者から事業を引き継
ぎました。
その際、改めてリゾナーレ 八ヶ岳の
価値を見出すべく「コンセプト委員会」を立ち

改善されるようになりました。
―― Zoho CRM からのデータを多面的・多

チェックしています。喫緊の課題と判断すれ
ば、即座に確認しますし、気になる程度であっ

いて、先週のブライダルフェアの成果を知り

角的に見ることで、何が変わりましたか？

たいと思っても、すぐに見ることができない。

加藤氏：より早く、より精緻に、そして場所

技術的には見られますが、その間のエクセル

にとらわれず必要な時に、現状把握と対策を

ファイル編集を止める等、業務に支障をきた

講じることができるようになりました。

―― リゾナーレ 八ヶ岳における、今後の展

してしまいます。かと言って、遠隔でやり取

Zoho なら、ワンクリックで様々なグラフを

望・展開をお聞かせください。

りしながら現地の対応を待っていたのでは、

導き出すことができますから 、たとえば来館

加藤氏：Zoho CRM によって、ブライダル事

情報を得る頃には手遅れかも知れません。

予約数もエリア別に瞬時に見ることができる

業の経営判断は飛躍的にスピードアップしま

また、欲しい情報を得るには、その意図を伝え

ようになりましたし、それぞれの広告の媒体

した。この成功に留まらず、さらに横展開し

※

ても、日々の業務の合間を縫って確認するこ
とができるようになりました。

て、加工の指示をする必要もありました。人に

効果もわかる。素早く、精度の高い意思決定

ていきたいと考えています。

住人との触れ合いも体感できる。将来に渡っ

よってはデータの扱い方が異なり、結果も微妙

ができるので、効率とスピード感の両立がで

リゾナーレ 八ヶ岳は、ブライダル事業や宿泊

の特長を教えてください。

て思い出の場所として、記念日には帰って来

に変わるからです。そしてもちろん、データを

きるようになりました。

事業に加え、リテール部門や法人事業にも力

加藤氏：ブライダル事業も、施設同様、コン

ることもできる。ご家族が増えても、ファミ

可視化するにも、人の手と時間が必要になる。

また、広告チームは東京に、営業チームは山

を入れています。その中でも特に、法人事業

セプトを再設定しました。

リーリゾートとしてのリゾナーレ 八ヶ岳で楽

早急に現状を把握し、対策を打つためのデータ

梨にいて物理的な距離感はありますが、同じ

は Zoho CRM との相性が良いと思っていま

リゾナーレ 八ヶ岳の敷地は 7 万 m² にも及び、

しめる。このような「一生、記憶に残るウエディ

把握であるのに、労働コストがかかってその度

数字をリアルタイムに共有できることで、様々

す。ゆくゆくは、リゾート全体にもデータの

施設内には回廊もあることから、全体をひと

ングを提する」ことが、リゾナー レ 八ヶ岳に

に業務が止まる。常々、もったいないと感じて

な齟齬を解消しつつあると感じています。こ

可視化を浸透させ、経営の意思決定ツールと

つの街と捉えることにしました。ここで挙げ

おけるウエディングのコンセプトと再定義し

いました。

れは今後、さらに良くなると思っています。

してどんどん活用したいと考えています。

るウエディングは、街で挙げるウエディング

たのです。

です。街には住人がいて、文化がある。その街、
全体で祝福する。街ですから、建築や食文化、

活用法

Zoho CRM 導入により、来館予約の

※ ↓ Zoho CRM は、Zoho が提供するBI サービス「Zoho

深水氏：Zoho さんには、今後も色々な場面

レポート」と連携可能。Zoho CRM に登録したデータを元に、

でサポートしていただき、さらに効果的な使

グラフやピボットテーブルを作成できる。グラフをクリックする

い方も指導していただければと思っています。

と、データの詳細が表示される。

キャンセル率が50% 減
―― Zoho CRM を導入して、どのような変化
が起こりましたか？

「ファミリーリゾート」として再生することが

深水氏：成約までのステップの中には必ず、

適切と判断され、
宿泊だけに依存するのではな

対面での接触があります。それが来館 ( また

く、ブライダルや法人利用、レストランや小売

はブライダルフェアへの来場 ) です。しかし、

等のリテールまでも含めた収益構造を再構築

残念ながら予約したすべてのお客様がお越し

し、2001 年に開業しました。
引き継ぎ前は約

になるわけではありません。
いわゆるキャンセ

40% だった稼働率も、74% までになりました。

ルも発生します。中には連絡なしでキャンセル
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どれくらいの頻度で確認作業はしていますか？

加藤氏：主要な指標は毎朝いちばんに、必ず

戦略的マーケティング

上 げ ま し た。
多 様 な 意 見 を 集 約 し た と こ ろ、

策を講じることで 3 ヶ月目には多くの問題が

コストカット

持 つ"RISONARE" は、イ タ リ ア の 世 界 的 建 築

確認する」という作業が増えたと思いますが、

現場ニーズへの即応

に「星野リゾート リゾナーレ 八ヶ岳」があり

―― これまでにはなかった「Zoho CRM の画面を

生産性の向上

加藤氏：長野県と山梨県にまたがる八ヶ岳山麓

のような法則が複数明らかになり、即座に対

安心できる状態なのです。

―― リゾナーレ 八ヶ岳におけるウエディング

事業について

―― リゾナーレ 八ヶ岳について教えて下さい。

イル管理を考えると、使い勝手に大きな問題

ました。Zoho CRM 導入後 2 ヶ月目からこ

感は、支配人という私の立場としてはとても

脱・エクセル

もともとエクセルで来館管理をしてきたが、「ファイル紛失のリスク」や「共有作業の煩雑さ」を考慮し、2013 年 6 月にクラウド型顧客管理

帰ってきて楽しめる『祝祭のまち』

部署は東京に、現場であるリゾナーレ 八ヶ岳
は山梨と離れていますので、データ解析やファ

コンセプトの立て直しと革新的な経営により再生案件の稼働率を大幅に改善した「星野リゾート リゾナー レ 八ヶ岳」。同施設のブライダル事業では、

「記念日に」
「家族と一緒に」何度でも

に関しては、Web マーケティングを担当する

加藤氏：来館予約のキャンセル率が 50% 減り

ができる材料は揃っています。このスピード

複数部門間での活用

創業

事業展開のサポート

ることができました。これに至っては、目か

―― Zoho CRM 導入以前は、その営業プロセ

営業現場の可視化

―― エクセル管理のときとの意思決定のス

います。その上で「問い合わせフォーム」と「電

長野県北佐久郡軽井沢町
大字長倉 2148

他事業への展開を計画中

すから必ずしも当たるわけではありません。

加藤氏：エクセルで管理していました。エク
本社所在地

の部分は「多分こうだろう」といったある種

ブライダル事業の成功に習い、

―― ブライダル事業における成約までのプロ

自社ホームページへの流入が大多数を占めて

株 式会社
星野リゾート

あるのですが、ZohoCRM 導入前までは、こ
の「勘」でしか判断できませんでした。勘で

深水氏：ウエディング系雑誌と各種広告から、

導入企業 DATA

加藤氏：キャンセルされるには相応の理由が

導入効果

グローバル展開

意志決定スピードが 2 週間から即日に！
ボトルネック解消でキャンセル率 50% 減！

意思決定スピードにブレーキを

される方もいらっしゃいます。

意思決定のスピード化

導入事例
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サラヤ 様

複数拠点の顧客情報を共有！

ようです。入力された日報は、設定によって週

使い込むためには一定のI T リテラシーが求め

次 / 月次で拠点担当者に送られます。以前は、

られるためか、現地での利用者が増えませんで

積極的に情報を取りに行く必要がありました

した。入力されている情報も少なく、それでい

が、この設定により、自動で情報を得られる仕

て、必要以上のコストがかかります。本社から

組みが整いました。また、展示会で見つけた見

手厚い指導ができればいいのですが、直接海外

込み客の登録、商談の開始、以降のステータス

拠点に赴くことは難しく、十分な時間を取るこ

管理までZohoCRM で実施しています。

ともできません。経営層から見直しを求めら
れ、対策を考えることになりました。

導入企業 DATA

Zoho CRM にリプレース。
コスト、操作性、カスタマイズ性を評価
―― Zoho CRM を採用した決め手を教えて

最大の効果は海外拠点との情報共有が実現で
きたことです。以前はCRM に情報を入力する
人が限られていましたし、情報量も多くはあり
ませんでした。また、拠点によってはエクセル

設立

1959 年（昭和 34 年）
（創業 :1952 年）

1 つ目は、コスト要件をクリアしていること。

で情報管理をしているところもあり、このよう

資本金

4,500 万円

以前と比較してZoho CRM は半分ほどの費用

な場合、各担当者によってフォーマットがバラ

従業員数

グループ全体 1,800 人（うち正社員 1,120 人）
2014 年 10 月末現在

で運用できます。これは経営層にとっては大き

バラという事も珍しくありませんでした。

事業内容

家庭用及び業務用洗浄剤・消毒剤・うがい薬等の衛生用

な魅力になります。
2 つ目が使いやすいイン

一方、ZohoCRM に切り替えてからは、入力内

ターフェースです。
画面がシンプルで、
ボタや

容やフローが整備され、情報の標準化が進みま

ています。
―― ほかに今後の展開があれば教えて下さい。

http://www.saraya.com/
http://worldwide.saraya.com/

操作ステップも少なく、現場のスタッフからも

した。現場スタッフの活用頻度も増え、情報を

「入力しやすい」
という評価を得ました。3 つ目

閲覧する機会にもつながっています。結果とし

が容易なカスタマイズ性です。Salesforce を

て、グループ全体の一体感も促進されました。
―― Zoho CRM が、拠点同士の関係を強固に

全体の一体感を持つことは難しい。そこで
「衛生・環境健康」をテーマに、環境に配慮した石鹸・洗剤や健康食品を製造する化学メーカーとして知ら

者レベルで自在にカスタマイズでき、
現地社員

はい。コミュニケーションはメールでもでき

れるサラヤ株式会社では、顧客および営業活動の情報共有のため、2009 年から大手ベンダーの CRM を導入した。しかし、海外拠点への浸透が進まず、

のリクエストにも即座に応じられます。

ますし、情報の伝達はファイル転送でも可能

2013 年にはZohoCRM にリプレース。
コスト半減の他「画面が使いやすい」
という現場スタッフからの評価も得、活用頻度も向上した。
その結果、情報
の拠点で導入を終え、4 カ国目の導入を推進中である。

また、最近ではマレーシアの衛生関連企業の

海外15 カ国に拠点展開。

始め 4 拠点で導入しました。オーストラリア、

M&A が完了しました。経済発展に伴い衛生へ

ヨーロッパについては、エリアが広大なため、

BOP ビジネスで世界貢献も

の意識が高まるアセアン諸国へ働きかけを強

営業担当は一度外出するとなかなかオフィス

め、また、現地市場に合わせた幅広い商品展

創業は 1952（昭和 27）年。戦後、まだ日本
の衛生環境が整っていなかった時代に、創業
者が手を洗うと同時に殺菌消毒ができる薬用
しました。その後、「衛生」「環境」「健康」を

項目を増やしています。この項目で、特定の市

プデートされています。画面を開けば世界中

場分類、製品分類に当てはまるお客様をフィル

の営業活動や顧客情報に触れることができ、

タリングすることができ、顧客分析に役立てて

「そこに海外のスタッフがいて、繋がっている」

仕組みを構築しています。会計システムまで全
世界共通にするのは莫大なコストと時間がか
かります。そこで、各拠点の会計システムから
データをエクスポートする仕組みを設け、それ
をZoho レポート（Zoho が提供するBI シス
テム）に集約し、加工・分析できる環境を構築し
ました。ここにもZoho の製品が役立っていま
す。今後は、収集した情報をいかに分析し、今後
の戦略へ生かしていくかに注力したいです。
―― グローバル展開とZoho CRM の関係につ
いて、コメントをお願いします。

という実感がわきます。経営層だけでなく、

Zoho CRM は入力しやすいこと、カスタマイ

最もカスタマイズしたのは「問い合わせ」画面

現場のスタッフもグループの一体感を感じて

に戻れません。営業担当のスケジュール、顧客

ズが容易なことから、現地社員にも受け入れ

開を目指しています。これまでに日本で培っ

の登録項目です。従来海外拠点からお客様のク

いるようです。海外事業本部では「One サラヤ」

情報、商品情報を遠隔からも情報共有できる

られやすいと思います。また、多言語・マル

たノウハウとともに、「手洗い世界 No.1 企業」

レームが通知される場合、必要事項の聞き取り

という言葉をよく使います。人同士の繋がり

CR M ツールが必要だったのです。

チデバイスに対応しているなど、グローバル

に何度もメールでのやり取りが発生していま

を大切にして、グループ内の一体化を目指そ

展開に即した性能を備えています。今後も、

した。そこで、Zoho CRM の「問い合わせ」画面

うというキーワードです。これを支援するツー

活用方法の提示などで、更なるご支援をお願

をクレーム登録用にカスタマイズし、まずはそ

ルとして Zoho CRM は大変役立っています。

いしたいと思っています。

を目指して世界の衛生ニーズにお応えしたい
と考えています。

―― Zoho CRMにリプレースした理由は何
だったのでしょうか？

導入前の課題

顧客情報共有のためにCRM を導入。

医療・介護の感染予防の分野などへと、マー

しかし、浸透に課題

理由は現場になかなか浸透しなかったことで
す。Salesforce は 機 能 が 豊 富 な の で す が、
ごくシンプルにしか活用しない当社にとっては、

こへ入力するよう運用を変更しました。海外の
営業担当が入力すると、拠点マネージャと本社

▼ Zoho レポートで作成したグラフ。各拠点から集めたデータを集約

担当者に通知が届き、以降本社のワークフロー
にのっとって処理されます。これによってク
レーム処理への対応がスムーズになりました。

―― CRMを導入したのは、いつ頃ですか？

―― Zoho CRM をどのように活用していますか？

―― グローバル展開について教えて下さい。

2009 年頃です。グローバル化を開始した当初

ま ず は 営 業 担 当 者 の 日 報 で す。日 報 は 必 ず

1995 年にアメリカに拠点を設けたのを皮切り

から、本社と海外拠点の情報共有を目指してい

Zoho CRM へ入力するよう求めています。入

に、2006 年までに香港、韓国、台湾、ベルギー、

ましたが、ビジネスの急速な拡大に追われ、後

力しないと仕事をしていないことになるため、

上海、オーストラリア、カナダ、ロシアに進

手に回っていました。そこで、クラウド上で

出を果たしました。現在 14 の国と地域に 18

自由に情報共有ができるツールとして、業界

の営業・製造拠点を持つまでに成長していま

スタンダードとなっていた Salesforce を導入

戦略的マーケティング

に幅広い製品を展開しています。

一方、Zoho CRM では常に最新の情報がアッ

現在、海外15 の拠点から売上情報を収集する

います。

事業のキーワードに、産業衛生、食品衛生や、
ケットを拡大しました。家庭用および業務用

例えばお客様の詳細画面に、市場カテゴリーの

隣の ASEAN 諸国への展開も広がると期待し

コストカット

石鹸液を日本で初めて考案・開発し、事業化

じ、海外拠点の存在を遠く感じてしまいます。

な拠点です。タイに基盤を構築することで近

現場ニーズへの即応

しました。まず、オーストラリア、ヨーロッパを

です。しかしそれらではどうしても時差を感

進めていますが、タイは東南アジアでも主要

生産性の向上

す。海外従業員は 200 人近くになりました。

―― どのようなカスタマイズをしていますか？

したということでしょうか？

本格化させていきます。現在タイへの導入を

脱・エクセル

ていました。
しかし、
Zoho CRM は本社の担当

す。いよいよこれから、他の拠点への展開を

複数部門間での活用

衛生のコンサルティング、食品等の開発・製造・販売

海外拠点との情報共有は簡単ではない。距離的に離れているため容易に会うことはできず、時差も言語も異なる。本社との連携はもちろん、グループ

―― サラヤのご紹介をお願いします。

Zoho CRM の導入はまだ始まったばかりで

理由としては3 つあります。

ており、これもコストを押し上げる要因となっ

事業について

―― 残っている課題はありますか？

代表取締役社長 更家悠介

グローバル化は多くの日本企業に求められている課題である。ワールドワイドに市場を拡大しなければ、生き残るのが困難な時代となった。しかし、

共有にも成功してグループ全体の一体感も増したという。2015 年 3 月現在、既に 3 カ国

Zoho レポートで売上情報を分析

代表

使っていた頃は些細なカスタマイズも外注し
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―― Zoho CRM の導入効果をお聞かせ下さい。

Zoho CRM の活用拡大。

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8

URL
海外拠点

海外事業本部 主任 河合悠希氏

海外スタッフとのつながりを実感

今後の展開

本社所在地

品と薬液供給機器等の開発製造・販売、食品衛生・環境

海外拠点とのつながりを強く感じるようになりました。」

複数拠点での情報共有を実現。

事業展開のサポート

「 時差や距離が気にならず、

ください。

▲ Zoho CRM のホーム画面。海外拠点のクレーム情報や
活動履歴、リードの最新情報を参照できる

営業現場の可視化

サラヤ 株式会社

選定・評価

導入の経緯

グローバル展開

グローバル展開を強力に支援

負担となっていました。

意思決定のスピード化

導入事例

さすがに徹底して入力されています。Zoho
CRM はスマートフォンからも入力できるので、
外出が多い営業担当者にとっても使いやすい
▲ 赤ちゃん・敏感肌の方に愛用頂いている Arau ラインナップ
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リンク・リレーション・エンジニアリング 様

導入事例

意思決定のスピード化

スピーディに PDCA を回していくためには、
Excel では限界がありました。そこで、プロ

営業現場を見える化し、モチベーションUPを実現！

を拡大できると思いました。
選定・評価

グローバル展開

クライアントが活用するセールスフォースとのデータ同期も容易

ジェクト管理の仕組みがあれば、さらに業績

価格とカスタマイズ性で
Zoho CRMを採用

導入企業 DATA

―― それらの課題をどのように解決しようと
CRM ツールで解決できるのではないかと思い

リンク・リレーション・

ました。出向先の企業でセールスフォースを

エンジニアリング

使った経験があり、この類のツールであれば
情報の共有や営業活動の把握が容易になると
そこでセールスフォースも含めて、いくつか
のツールを検討していた時、上司からの紹介

〒104-0061 東京都中央区銀座 3７ -3 銀座オーミビル

で Zoho CRM を知りました。すでに Zoho

伊原和之（代表取締役社長）

CRM を試用していた部門に見せてもらうと、

設立

2015 年 4 月 1 日

セールスフォースと同様の機能が用意されて

資本金

80 百万円

事業内容

企業向けのリレーション・
コンサルティングサービスの提供

URL

http://www.link-re.co.jp/

「 Zoho CRM は

個人の戦力強化の切り札 。

現場の営業担当のみならず、中間管理職にも欠かせないツールです。」

いると分かりました。CRM と謳っているだけ
あって顧客管理の細かな機能が充実しており、
カスタマイズの柔軟性や容易さはセールス
フォースよりもが優れていると感じました。
また、決め手となったのは導入のしやすさです。
Zoho CRM は無料プランを 3 ユーザーまで

実績がプロジェクトの成績に直結する。では、いかにしてチームワークと個人スキルのアップを図ればいいのか。そこで、株式会社リンク・マーケティ

試すことができ、実費での購入も極めて低価

ング営業サポート事業本部アウトソーシングユニットで導入したのが Zoho CRM であった。

格です。さっそく 2 名分を申し込んで 1 カ月

同ユニットでは Zoho CRM のコストパフォーマンスとカスタマイズ性を評価し、試用期間を経て、半年ほどで 18 ユーザー分のライセンスを購入した。

間使ってみました。その結果、操作性に問題

これによって営業現場のリアルタイムの見える化と活動分析による適切な個人指導を可能にした。同部門での業績向上と社員のモチベーションアップ、

はなく、導入する価値があると確信しました。

さらには離職率の大幅低下の成功を経て、今後はユニット内全プロジェクトでの Zoho CRM 導入を計画している。

2013 年 10 月に会社に購入を申請して以来、

か、自分の作業量はどの程度なのかを見るこ

で状況をリアルタイムに確認したり、レポー

とで、設定された目標との乖離が分かります。

ト機能を使用してメンバーの活動を一覧で出

プロジェクト全体の進捗状況も一目でわかり、

力したりしています。

個人のやる気を醸成できます。

また、得意先も一部プリセールス活動をして

3 つ目は副次的な効果です。有効なアドバイ

いるので、私たちの作業と重複しないよう、

スとモチベーションアップにより、結果的に

顧客リストのデータを同期し、常に最新の状

離職率が大幅に低下しました。人材派遣の業

態に保っています。得意先はセールスフォー

種では離職率の高さが課題となっています。

スを使っていますが、Zoho CRM 側で顧客

Zoho CRM を 導 入 し て 半 年 に な り ま す が、

リストの ID をキーに顧客データを更新して

この間、私のプロジェクトでは 1 人も辞めて

います。セールスフォースのデータベースも

いません。これは驚くべき数字です。

問題なくインポートできるのが、Zoho CRM
の便利なところです。
導入効果

ダッシュボードで状況を見える化。
社員のモチベーションアップに活用

事業について

人材派遣で急成長。
営業アウトソーシングの領域も拡大

導入前の課題

コンピタンスにリソースを集中しようとする
のです。
一方、優れた販売営業能力を持っているにも

急成長に仕組みが追いつかず
現場の状況把握と管理が課題に

―― リンク・リレーション・エンジニアリング

います。特に結婚に伴い退職してしまった女

―― アウトソーシングユニットではどのような

について教えてください。

性や育児中の女性は、大きなポテンシャルを

課題を抱えていたのでしょうか？

2005 年に設立された人材派遣の企業です。ま

持っているにもかかわらず、その能力を生か

だ若い企業で、社員の平均年齢も 30 代前半、
は営業・販売職に特化していることです。当
初はアパレル関係への店員派遣が中心でした
が、現在では他の業種にもサービスを拡大し
ています。
り、どの企業でも自社のメンバーだけで実行
していると思われがちですが、そうとは限り
ません。例えば卓越した技術を持っているの
に販売力が弱い企業や日本に進出してきたば
かりの外資系企業が、国内での販売ノウハウ
を必要とすることは多くあります。そこで、
私たちに販売をアウトソーシングして、コア
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る人材を採用し、企業に派遣、あるいはアウ
トソーシングして営業活動を請け負っている
のです。
また、目標となる売上数字の提供はもちろん、
市場を分析して新しい企画を提供したり、課
題の解決策を提案したりしています。このよ
うなきめ細やかなサービスが市場に受け入れ
られ、たった 1 人のマネージャーが立ち上げ

私のプロジェクトでの成功を元に、ユニット

の ラ イ セ ン ス を 利 用 し て い ま す。セ ー ル ス

―― Zoho CRMを導入して得られた効果を

フォースも一定期間の試用ができますが他の

教えてください。

システムを利用する場合、導入の際にはそれ

大きく 3 つあります。

は 2 つあります。

1つ目は、今まで分かっていなかった現場の状

1 つ目は個人の活動状況の把握です。今まで

況を見える化できたことです。これによって、

不明だった部分を見える化することによって、

メンバーに効果的なアドバイスを提供できる

分析と対策、最終的には業績の向上につなげ

ようになりました。成績の上がらないメンバー

られると思います。

は電話の件数が少ないのか、少ないとすればそ

2 つ目はプロジェクト間の情報共有です。導

の原因はどこにあるのか。件数以外にトークス

入前はプロジェクトが個々に独立しており、

キルに問題があるのか。あるいは割り当てられ

他のプロジェクトがどういう情報を持ってい

たリスト自体に問題があるのか。これらを分

るのかほとんど分かりませんでした。顧客リ

なりの金額が必要です。Zoho CRM の導入に
対する垣根の低さは素晴らしいと思います。
活用法

セールスフォースのデータと同期。
顧客リストを常に最新版に更新

向を経て2013年8月に同ユニットに配属され

全体のプロジェクトで Zoho CRM を採用す
ることが決定しました。ユニットとして目的

た時は、各自が手探りで仕事をこなしている状

―― 導入したZoho CRMをどのように活用

析・改善して、PDCAを回しています。

していますか

ストやノウハウを共有化することで、ユニッ

況でした。

数値的な結果だけを見て「頑張れ」と言われ

トの更なる営業力強化につながるでしょう。

仕事を進めるルールはあるものの、情報の共

私の属しているプロジェクトでは、大手 IT 企

ても、頑張りようがありません。どのような

もちろん、守秘義務範囲に限りますが、オリ

有、メンバーの活動把握、チーフによるメン

業が展開している商材のプリセールスを担当

社員も、皆それぞれ自分なりの頑張りを実践

ジナルの顧客データベースを構築することで

バーの活動支援などがうまく機能していな

しています。得意先である IT 企業から提供さ

していると思います。ですので、結果だけを見

新たな事業を展開できるかもしれません。

かったのです。もちろん、何もしていなかった

れ た 顧 客 リ ス ト を 元 に 電 話 し、見 込 み 度 を

て意見するのではなく、全体の数値から見えて

また、会社側ばかりではなく、モチベーショ

わけではありません。活動記録やプロジェクト

チェックしてお返しするという作業です。

くる分析結果を元に適切なアドバイスをする

ン ア ッ プ な ど、現 場 へ の 効 果 も あ り ま す。

プロジェクトチームは十数名で構成されてお

ことがマネージャーの勤めだと思っています。

Zoho CRM は管理するも側も、働く社員も、

り、全員が Zoho CRM を使っています。顧

2 つ目はモチベーションの向上です。ダッシュ

両方をハッピーにするツールです。これから

客リストを Zoho CRM に登録し、これを元

ボードは私だけではなく、メンバー全員が確

も最大限に活用していきます。

に電話をかけ、結果を Zoho CRM に入力し

認できます。同僚がどこまで業務を進めたの

た社内ベンチャーの部門でしたが、今では約

管理にはExcelを利用していました。ただ、

100 名 80 名で 15 のプロジェクトを受け持つ

Excelでは管理作業を自動化できませんし、レ

までに成長しました。

ポート作成も手作業になります。既に10名を
超えるプロジェクトがいくつもあったので、

？

戦略的マーケティング

営業活動というのは企業に不可欠な業務であ

ングユニットはそのような販売営業能力のあ

の活動が把握しきれていませんでした。私が出

―― 今後の展開をお聞かせください。

コストカット

チャレンジ精神旺盛な社風があります。特色

す職場が用意されていません。アウトソーシ

数年で急激に拡大したものですから、メンバー

営業力を強化

現場ニーズへの即応

関わらず、その機会を得られない人材も多く

全社で構築した顧客リストを武器に

生産性の向上

少しずつ買い足して現在では 18 ユーザー分

今後の展開

脱・エクセル

企業活動の多くはプロジェクト単位で行われるため、チームワークが重要だ。一方、営業現場では個人の力量に頼る部分が多く、各営業担当の

ています。私は管理者としてダッシュボード

複数部門間での活用

代表

▲ Zoho CRM の「ダッシュボード」機能の画面イメージ。各担当者のコール件数がひと目で把握できる。

事業展開のサポート

思ったのです。

本社所在地

営業現場の可視化

しましたか？

株式会社

06

ネットプロテクションズ 様

現場で変更できる優れたカスタマイズ性と低価格で

広井氏 ：特に意識したのは、基幹システムと

ありましたか？

の連携についてです。
作り込んでしまうと、初

広井氏：3 点あります。1 つ目は導入が簡単

期導入のための工数が膨大になりますし、連携

であること。複雑なシステム設計や構築に労

情報の変更のためにも開発が必要になってし

力・コストをかけず、シンプルかつ早急に導

まいます。
そのため、Zoho CRM と基幹システ

入したいと考えていました。

ムではCSV ファイルでデータ転送しています。

2 つ目は導入後の画面変更が簡単であること。

API による本格的な連携は、必要な転送項目等

現場の意見を速やかに取り入れ、改善しなが

が明確に固まってから進めていくつもりです。

ら使う必要があると思ったからです。事業の
展開と共に把握したいお客様のニーズや必要

導入企業 DATA

な管理項目が変化するのは自然なことです。

株式会社
ネットプロテクションズ

カスタマイズは現場に任せるべき。

ステムがシンプルかつ柔軟でなければなりま

モチベーションUPにも

良いシステムは現場の知恵から

せん。その点、Zoho CRM は構造がわかり

柴田紳

設立

2000 年 1 月

資本金

3 億 8 千 5 百万円

従業員数

114 名（2014 年 1 月 1 日現在）

URL

後払い決済サービスの運営、企業間
決済サービスの運営、
クレジットカード
決済サービスの運営
http://corp.netprotections.com/

スクにならない価格帯であることです。
ひと言でいって、Zoho CRM には大きな自
由度があると思います。現場ですぐに修正で

「 現場で使うサービスは現場で改善していくべき。Zoho CRM は

成長中の事業に適した 柔軟なカスタマイズ性があります。」
BtoB グループ カスタマーサービスリーダー 羽田 祐 氏、ビジネスアーキテクトグループ 広井 和貴 氏

きる自由度、やりたい画面構成を実現する自
由度、さらに低価格のため失敗を恐れずに導
入を進められる自由度がありました。

が多すぎる。では手軽な製品ではどうかとい

以上の請求業務に追われていた。Excel では情報の蓄積や共有に限界を覚え、CRM の導入を検討。成長中の事業のため、現場での柔軟な舵取り

うと必要な機能を満たせない、という問題が

が必要であることを見越し Zoho CRM を採用した。決め手となったのは投資リスクを極力抑えられる「価格の安さ」と「優れたカスタマイズ性」。

ありました。特に、買い手企業や売り手企業、
そこから発生する問い合わせの情報をリレー

万社を突破しております。

20万社「 FREX B2B後払い決済 」

とっては先に商品を受け取れるので安心、通販

いします。
羽田氏：2000 年に創業した企業です。ベン
チャーではありますが、意志決定がトップダ

請求件数が月2,000件を超えExcel

にご利用いただいているサービスです。

では限界に。容易さ・低価格・柔軟性

羽田氏：私が属する「BtoBグループ」では、
「NP

を備えたZoho CRMを採用

後払い」のビジネスを企業間取引に展開した

広井氏：半年ほど試行錯誤を重ね、本格的に

恵を絞らせるべきです。その方が必ず使い勝

ホージャパンが提供しているユーザーフォー

手の良いシステムになります。

ラム（FAQ サイト）を参考にして勉強してい

このような使い方に Zoho CRM は大変適し

るようです。Zoho CRM はカスタマイズも

ています。試行錯誤できる自由度に優れてお

簡単である程度ならロールバックも可能なの

り、導入後のリスクが低い。たとえ失敗して

で、例え失敗しても膨大な開発費やデータを

も大きなコスト負担になりません。

Zoho CRM の活用を開始したのは 2013 年
1 月からです。すでに Excel ではデータ量が
多くなりすぎて、処理が困難になっていまし
た。1 年後には請求件数が月 10,000 件を超
え、Excel での対応は不可能だったでしょう。
活用法

するアウトソーシング決済サービスです。買い

業務改善とともに

がいのある会社」にもランクインしています。

手企業から売り手企業へ注文があった際、買い

カスタマーサポートの問い合わせ対応履歴で

システムの完成をめざす

また、第三者機関が 2015 年度卒の学生を対

手企業の与信審査を当社が代行し、与信審査を

象に調査したインターシップの振り返りアン

通過すると、当社が買い手に代わって売り手に

ケートでは「後輩にオススメしたい企業」と

代金を支払い、買い手にはその後に請求しま

して高評価をいただきました。

す。類似サービスと違い、
「FREX B2B後払い決

ネス基盤を確立しました。
通販で買い物をする

すぐに後払い取引を利用できることが最大の
特徴です。また、与信完了までのスピードは、売
り手から取引情報をいただいてから最速5分で

界を感じるようになり、最適なCRMを求めて
しばらく検討を続けていました。

失うなどのリスクがありません。結果として、
現場での導入メリットを多く引き出せました。
▼ Google Sites で参照している Zoho CRM のレポート画面

―― 導入時に工夫したことはありますか？

戦略的マーケティング

広井氏：
「NP 後払い」サービスを提供し、ビジ

―― CRMの導入を検討している方へのアド

す。自分たちで使うのだから、自分たちで知

す。実際に 2013 年から 2 年連続して「働き

も膨大になりました。Excelによる管理では限

ないか期待しています。

まかせています。操作上の疑問があると、ゾー

スモールスタートでスピード導入。

になり、その後も順調に増加。問い合わせ件数

が高まったので、これらのニーズに適用でき

場にカスタマイズを任せることをお薦めしま

羽田氏：Zoho CRMで管理しているのは、主に

済」は、買い手が企業情報を登録する手間なく、

能が追加されました。カスタマイズの自由度

は教えましたが、その後は現場での横展開に

求書後払いによる取引をリスクなしで可能に

る頃には請求件数が月2,000件を超えるよう

では最近、新しいタブを自由に作成できる機

―― 導入の経緯をお尋ねします。

良い」などの面で高い評価をいただいていま

くはありませんでした。これが、2012年に入

ポ ー ト し た い と 考 え て い ま す。Zoho CRM

羽田氏：使いやすいシステムにしたいなら現

せられており「社員の士気が高い」
「風通しが

程度の請求を取り扱っていて、問い合わせも多

モチベーションのアップにもなっています。

これら関連するデータを Zoho CRM にイン

広井氏：特にしていません。導入時に使い方

―― CRMを検討した背景をお聞かせ下さい。

す。サービスの提供を開始した当初は月100件

スタマイズの過程で担当者のスキルも向上し、

幹システムにアクセスしなければなりません。

バイスをお願いします。

「FREX B2B後払い決済」を提供しています。請

―― どのようなビジネスを展開されていますか？
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ただいています。すでに、
2 万店の通販事業者

なことを自分で判断する必要があります。カ

データや請求情報を確認しようとすると、基

コストカット

ウンではありません。現場に裁量の多くが任

払い決済を提供できるという点を評価してい

導入前の課題・選定

は、業務の状況を理解し、必要なことや不要

集約できないかということです。過去の取引

現場ニーズへの即応

―― ネットプロテクションズのご紹介をお願

事業者にとっては代金の未回収リスクなく後

るのが分かります。システムに手を加えるに

との連携を密にして、Zoho CRM に情報を

生産性の向上

をして代金を回収するサービスです。
購入者に

できるようにしています。実際、Zoho CRMの

ます。現在構想しているのは、基幹システム

るのでしょうか？

スが取れた製品は他にはありませんでした。

導入企業500社、累計利用企業数

現場目線で必要な項目や入力方法を適宜修正

広井氏：細かな使い勝手は現場にまかせてい

―― カスタマイズのための教育を実施してい

ショナルに管理できる機能と、価格のバラン

現在では導入企業500社、累計利用企業数20

には自由にカスタマイズできる権限を渡し、

―― 今後の展開をお聞かせください。

脱・エクセル

決済サービスを提供するベンチャーとして 2000 年に創業し、2011年 4 月には BtoB へも事業を本格展開。反響が大きく 2012 年には月2,000 件

金をお支払いし、
購入者に対しては後から請求

問い合わせ現場でZoho CRM を使っている8 名

わっていて、状況の変化に柔軟に対応してい

またある会社の CRM は導入までのステップ

あり、これらの手軽さとスピードが認められ、

育成や業務フロー改善にも繋がっています。

羽田氏：特に競合になった製品はありません。
手法とがある。株式会社ネットプロテクションズが CRM 導入に際して採用したのが後者であった。同社は日本初の未回収リスク保証型の後払い

購入者に代わって当社が通販事業者に商品代

きるようになったのはもちろん、現場の人材

レポート報告を見る度に項目やポイントが変

ある会社の CRM は導入費用がかかりすぎ、

事業について

羽田氏：問い合わせデータがきちんと管理で

―― 他に検討していたCRMはありましたか？

IT システムの構築には、完璧な設計の下で長く使えるものを完成させる手法と、現場の業務フローの成長に合わせてシステムを柔軟に変更してゆく

「現場が考えて現場でシステム画面を変更する。これによって業務が改善し、担当者のスキルやモチベーションもアップします」と効果を語る。

が得られましたか？

複数部門間での活用

事業内容

そして 3 つ目が、たとえ失敗しても大きなリ

生まれる
―― Zoho CRM導入後、どのようなメリット

事業展開のサポート

代表

今後の展開

CRM活用で人財育成・

なら、やりたい事ができると思いました。
〒104-0061 東京都中央区銀座
1-10-6 銀座ファーストビル 4 階

オペレーターが柔軟にカスタマイズ。

CRM を使っていく方針でした。それにはシ

やすく画面設定にも柔軟性があります。これ
本社所在地

▲ お問い合わせ登録画面
導入効果

営業現場の可視化

は じ め か ら、現 場 の 試 行 錯 誤 と 共 に Zoho

グローバル展開

急成長事業を支援

―― CRMの採用に当たって考慮したことは

意思決定のスピード化

導入事例

羽田氏：スモールスタートを心掛けました。
BtoB 部門はまだまだ途上段階であると判断
し、手を入れやすい構造にしています。現場
の作業フローの成熟とともに Zoho CRM も
完成させていく方針です。
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明 和リアルエステート 様

意思決定のスピード化

導入事例

決定的だったのは各営業担当者の動きが上席
への口頭での報告でしか確認出来ず、営業内
容が記録として共有出来ていないことでした。

不動産の業務を効率化し、

個人の裁量に任せる事は悪い事ではありませ
効なアドバイスもできません。

グローバル展開

「仲介」
「賃貸」
「物販」3 部門の課題を解決！

んが、営業内容の共有が十分に出来なけれ有
このような現状に歯がゆさを覚え、早くから
SFA や CRM を検討し、可能性を探っていま
した。しかし、高価であること、かつ、シス
テムへの理解が得がたく投資対効果を厳しく

明和リアルエステート
株式会社

判断する風潮もあり、度重なる導入提案にも
決済がおりることはありませんでした。

えれば、稟議がスムーズになると思いました。
導入の経緯

Zoho CRMの導入を軸に

仲介営業部

木村裕一郎氏

、総務部

小田祐太氏

、住宅営業部

本社所在地

〒150-0045
東京都渋谷区神泉町 9-6

代表

堀内研二（代表取締役）

―― あきらめていたツールを導入できたの

設立

平成 6 年 6 月 5 日

は、どのような背景からでしょうか？

資本金

3 億 3,000 万円

従業員数

50 名

木村氏：きっかけは、新しく就任した社長が

事業内容

不動産の売買仲介、賃貸仲介、賃貸
管理、
住宅設備機器、
インテリア商品

URL

http://www.meiwa-jjr.jp/

桐生友里絵氏

IT 化に協力的だったことです。その後の親会
社である明和地所との調整も比較的スムーズ
に進みました。
小田氏：CRM 導入の動きが開始された中で、

うなもので、システム要件も様々です。ですが、
試験的に無料プランにサインアップして確認
したところ、Zoho CRM は極めて柔軟なカス

担当者が答えられるようになりました。対応
も素早くなり、手配が遅れるなどの初歩的な
ミスがなくなったのでお客様の満足度が向上
し、クレームも無くなりました。

タマイズ性を有していると分かりました。

桐生氏：
「物販」の場合は、親会社との連携が

加えて、
システムの専門家ではなくても、
短時

紙ベースの資料やデータで行われていました

間のレクチャーで容易に構築、活用ができま

が、Zoho CRM 導入後は親会社のシステムか

す。そこで、
3 部門の異なる要件に合うカスタマ

ら直接データで受け取り、商談後のお見積書

イズを施すことで、
各部門用のシステムを整備

とご請求書も Zoho CRM で出力しています。

できると判断しました。
2013 年 10 月、すぐに

さ ら に、Zoho CRM に 入 力 し た デ ー タ を

Zoho CRM の検討に着手し、担当のSE にいろ

CSV 形式でエクスポートして、経理システム

いろ相談に乗ってもらいました。これで確信を

と連動できるようになりました。今までは業

得て、11 月中旬に稟議を上げました。

務の性格上、どうしても紙に頼ることが多かっ
たのですが、初めて一連の工程を行ったとき

一言で不動産の業務とはいえ、「仲介」「賃貸」「物販」では内容が大きく異なる。その営業力強化や事務作業の効率化を目的としてツールを導入し

ました。
「賃貸」部門はお客様との相談や書類

予想どおり1 週間ほどで稟議が通り、
「仲介」と

ようとしても、すべての課題をクリアするのは困難な場合が多い。そこで、クリオマンションで知られる明和地所グループの明和リアルエステート株

の交換などのやり取りが非常に多いのですが、

「賃貸」は12 月から稼働を開始しています。
「物

は「同じデータを何度も入力しなくてもいい

式会社が着目したのが Zoho CRM であった。他社ツールの 1/5 以下という圧倒的な低価格に加えて、優れたカスタマイズ性を評価して、同社で

その工程を個人が抱えており、ほとんど外か

販」はテストを重ねたことと、経理等のシステ

のだ」と思い感動しました。また、Excel と

は Zoho CRM を採用。Excel や紙資料に頼ることの多い不動産業の営業部門で、顧客情報と進捗状況の IT 化に成功した。「仲介」部門では案件

らは見えません。トラブルがあっても営業担

ム連携が必要であったことから、期の変わる

違い、データの編集作業も数人で並行して行

や営業情報の共有化により販売力を強化。「賃貸」部門では顧客満足度を向上させクレームを削減。「物販」部門では経理システムとの連携により

当者以外は対応できず、この不透明さが課題

2014 年4 月から切り替えて使用しています。

え ま す。Zoho CRM に よ っ て 一 連 の 業 務 フ

重複業務を撤廃した。今後は 3 部門間における情報の共有と活用が期待されている。

となっていました。
販」もシステム化の対象になるのではと検討

事業について

不動産の流通に３部門で
トータルに対応
―― 明和リアルエステートについて教えて下
木村氏：クリオマンションシリーズを手掛け

内では、例えば明和地所はマンションの

2 つ目が「賃貸」で賃貸物件の管理、原状回復

介」営業部です。Zoho CRM 導入前、販売管理

工事、各種保険、入居中のトラブル対応、リ

はもちろんお客様情報の管理もエクセルベー

ノベーションの提案などを行っています。3 つ

スでシステム化されていませんでした。当時、

目が「物販」で主に明和地所が分譲する新築

様のご要望を伺ってご提案をし、お見積りの

教えてください。

会社全体でシステム化して業務を処理出来て

クリオマンションのインテリアオプションや

発行から、商品の納入、ご請求書の発行ま

木 村 氏：
「仲 介」と「賃 貸」は 月 に 100 〜

―― 今後の展開をお聞かせください。

いたのは経理と賃貸管理、その他オフィス業務

でがお客様側の一連の流れです。その後、社

150 件ほどの案件を新規に登録して進捗状況

木村氏：まずは、
部門間の情報共有です。
「仲介」

で、システムでカバーしきれない部分はエクセ

内処理として、Zoho CRM に入力したそれら

を管理しています。今では Zoho CRM への

「賃貸」
「物販」の 3 部門の個別最適化が進ん

ルやアクセスを利用する事で管理したりして

のデータを経理システムと連動させる事で完

データ入力は報告業務の基本です。これによっ

だので、これからは全体最適化です。不動産

いました。

了します。従来はこれら一連の作業を手作業

てこれまで担当者にしか把握できなかった詳

業という性質上、必ず部門間で共通のお客様

「仲介」は日々様々な案件を追っていかなけれ

で行っており、二重三重のデータ入力が発生

細な営業内容を管理者だけでなく部門全体で

がいるはずなので、それらのデータ共有を進

ばなりません。ひとつひとつの案件を丁寧に

し、ミスを避けるための確認作業も膨大でし

把握できるようになり、結果的な数値以外で

め、部門間で相乗効果を出したいと思います。

追い続ける担当者もいれば、次から次へと案

た。この非効率性を Zoho CRM で明和リア

も営業活動を評価できるようになりました。

件を手がける担当者もいます。

ルエステート株式会社 仲介営業部解消したい

本社と営業所間でも互いの動きを Zoho CRM

それらの案件の進め方や成否判断は個人の裁

と考えました。

で把握でき、いい刺激となっています。

家具、家電の販売などを行っており、こちら
の部署は顧客管理、見積書・請求書の発行業
務がポイントになっています。
導入前の課題

Excelで営業担当ごとに案件管理。

の役割がありますが、当社は不動産の仲介、

管理者が把握できずアドバイスも困難

ンテリア販売まで、トータルに対応できるの
が特長です。1997 年に母体が設立され、渋谷
に本社、横浜に営業所があります。
お客様への対応部門としては 3 部門あり、1
つ目が「仲介」で物件の広告掲載や問い合わ

―― どのような課題を抱えていたのでしょう
か？

量に任せる部分が大きく、システム化されず
にリアルタイムな管理がされていなかったた
め他の営業がアプローチしたくてもリスト化

木村氏：お客様の窓口となる3 部門、それぞれ

出来ず、旧担当に内容をそれぞれ確認する必

で課題を抱えていました。

要がありました。

ンションのインテリアオプション販売が中心
のため、お客様に煩わしさのないように親会
社と十分な連携を取ることが重要です。お客

―― これら異なる3 部門の課題をどのように
解決しようとしましたか？

―― Zoho CRMを導入して得られた効果を

当初の目的どおり、取りこぼしていた案件も
Zoho CRM で確認でき、他の担当者に割り当
てられるようになりました。また、担当するお

木村氏：当初から注目していたのがZohoCRM

客様のない新人でも、
誰も追っていない案件を

でした。

Zoho CRM で見つけ出し、即座に営業活動を

一つ目の魅力が、他社標準ツールの 1/5 以下

開始できる等、チーム全体の販売力アップに

3部門間で情報を共有。
個別最適化から全体最適化へ

小田氏：楽しみにしているのは 5 年後、10
年後の情報活用です。仲介を依頼したお客様

戦略的マーケティング

建設と販売、明和管理はマンション管理など
賃貸、売買、リフォーム、住宅設備機器・イ

今後の展開

きっかけとなったのは私の所属していた「仲

ている、東証一部上場の総合 デベロッパー明和
地所グループの中核企業の 1 社です。グループ

営業力が強化されクレームも激減

せ対応、販売業務などを行っています。

コストカット

さい。

案件の進捗状況を見える化。

ました。

現場ニーズへの即応

クリオマンションの明和地所グループ。

を開始しました。
「物販」部門は新築クリオマ

ローの無駄をそぎ落とし、大幅に効率化でき
導入効果

生産性の向上

桐生氏：お客様の窓口部門の 1 つとして、
「物

09

ます。3 つの会社の営業部門が集まっているよ

うに見通せ、お客様からの問い合わせに他の

脱・エクセル

「賃貸」部門もシステム化に参加することにし

部門あり、それぞれ抱えている課題が異なり

小田氏：
「賃貸」も進捗状況がガラス張りのよ

複数部門間での活用

< 物販 > では経理システムとデータ連携ができて感動的でした。」

課題解決が始動

次が機能面です。
「仲介」「賃貸」「物販」と 3

なっています。

事業展開のサポート

「仲介」
「賃貸」
「物販」の

「 < 仲介 > と < 賃貸 >では顧客対応がスムーズになりクレームもなくなりました。

という圧倒的な低価格です。投資対効果を訴

営業現場の可視化

導入企業 DATA

からさらに別の案件をいただけるかもしれま
せんし、クリオマンションを購入したお客様
が、仲介を依頼するかもしれません。登録し
たお客様情報を長期的に生かして、販売力アッ
プやお客様の満足度をさらに向上できればと
期待しています。

10

マークス 様

意思決定のスピード化

導入事例

―― 経営者の方の反応はいかがでしたか？
社長がすぐに気に入り、
「エクセルなんか使う

エクセル顧客管理の苦労から脱却！

た。気に入った理由として、データが「一元管
理できる」
「どこでも見られる」
「どこでも作成
できる」
ということが大きかったと思います。

グローバル展開

ファイルが「どこにあるか」
「 どれが最新か」分からない… を解消

な」といった感じの方向性を定めてくれまし

選定・評価

Zoho なら価格が安く、カスタマイズ

株式会社マークス

設立

2006 年

従業員数

9名

事業内容

ガソリンスタンドの
総合プロデュース事業
・販売促進の支援
・収益改善の支援
・人財育成の支援

クリエイティブディレクター 課長 白木壯一 氏

クラウド型サービスの ZohoCRM を推奨。その後、5 月までの約 2 カ月で導入を完了し、社内向けのマニュアル制作や勉強会によって Zoho CRM
の利用を社内に浸透させたキーマン、白木氏にお話を伺った。それまでステム企画・開発・運用のノウハウを生かし、震災等での自社データ紛失
の可能性にも配慮しながら、「低価格でカスタマイズの融通が効く」ZohoCRM に決めた白木氏。その具体的な導入物語とは…

んで処理しています。
タマイズしています。サマリーを出したり、

のサービスもあるのではと思い、インターネッ

在庫の情報を確認したりするのにも使ってい

短所としては、だいぶ改良されてきています

トで調べていたところ、以前から知っていた

ます。この他には、ダッシュボードを活用し

が、日本の商習慣になじまない部分はありま

Zoho CRM が出てきました。アクセスの他に

て「月別売上高」や「ステータス別の請求書」

す。ただ、そもそも商習慣や企業独自の業務が

は、セールスフォースも考えていました。

等を一覧表で確認できるようにしています。

本当に必要か？といった検証をするべきだと

―― Zoho CRM を導入した決め手とは？

――「商談」機能については、使われているで

アクセスは、自分でサーバーを立てたり、ネッ

しょうか？

ト経由の設定をしたりするのが面倒だと感じ

商談機能は、営業スタッフが新規案件を登録

ていました。それに、サーバー運用のコストも

する時に使っています。案件の制作対応を担

かけたくありませんでした。また、3.11（震災）

当するスタッフにとっては、案件情報が早め

の後だったので、自社でサーバーを持ってい

に分かった方が良いので、新しい商談が Zoho

てデータが流されたら一大事だという思いが

CRM に 登 録 さ れ る と、「ワ ー ク フ ロ ー 機 能」

あり、むしろ、有名な企業がたくさん使って

によって社内に自動通知メールが届くように

いる Zoho にデータを預けた方が良いのでは

設定してあります。

と考えました。

ワークフロー機能については、他にも発送依

セールスフォースも少し調べましたが、「明ら

頼通知に使っています。業者に商品を依頼し

かにコストが高いよね」ということで、あま

たときに、「どの業者」に「どの商品」を発注

り検討が進みませんでした。機能的には、や

したかが通知されます。

ありました。Zoho については、価格の安さ

通知が送られるようにして、請求書の郵送情

作業に携わり、5 月頃には導入を一通り完了し

具体的には、勉強会を開催したり、グループ

もそうですが、カスタマイズの融通が効くと

報を共有し、請求漏れを防ぐためにも使って

ました。

ウェアのサイボウズ Live で情報共有したりし

いうところも、決め手でした。

います。

エクセルで管理していた時は、ファイルが「ど

ました。例えば、データの抽出の仕方等に関

こにあるのか分からない」
「どれが最新か分か

する項目を作って使い方の説明を載せたりし

―― 導入後どのような機能を活用していますか？

―― その他に活用している機能はありますか？

らない」「共有が大変」「同じようなデータを

ていました。

まず、お取引先に対しての見積・請求業務を

「問い合わせ」機能を使っています。当社のお

何度も入力している」といった問題が発生し

その他、「取引先はこうやって登録してくださ

いかに効率よくできるかが大きな課題でした

取引先のポータルサイトを開発・運用してい

マークスは、広告代理店事業を行っています。

ていましたが、それが解決しました。

いね」
「請求書を発送したら必ずステータスを

ので、見積書と請求書を発行・管理する仕組

るのですが、そこに関するお問い合わせを受

メインのお客様はガソリンスタンドを経営し

※チェンナイは南インドの都市で、Zoho の開発センター

変えてくださいね」といったルールや TIPS を

みとして利用しています。

けた際に、ログとして「問い合わせ」タブに

ている会社様です。業務内容は、主に「販売

があります。

整理して当社用の CRM の使い方を理解しても

具体的には、
請求情報と合わせて「発送日」
「到

情報を残しています。

らえるようにしました。

着日」
「運送会社」
「伝票番号」の情報を管理

―― 御社の事業について教えてください。

促 進」
「収 益 改 善」「人 財 育 成」の 3 つ で す。
もともとはコンサルティング業務からはじま
り、お客様のニーズに応える中で成長してき
ました。

いはじめたのでしょうか？
以前インドのチェンナイ※に半年いたことがあ
り、その縁で Zoho のことは知っていました。
その後、マークスに入った際に顧客管理や見
積・請求処理などをエクセルで行っていたの
を見て、「今はこういうものを使うと効率化で

しています。社内のスタッフが入力したデー

ありましたか？

タは、レポート機能で抽出し、請求業務使に

「安い！」まずはそれですね。日本語のローカ
ライズの部分が弱いというのはありましたが、
仕組みはちゃんとできているので、それに乗
るのが良いと考えました。

という意見もあったりしますが、大体のことは
CRM をカスタマイズすればできると思いま
す。日本のサービス業の生産性が他の先進国と
比較して低いのは、こういうところにもあるよ
うな気がします。
こうした業務の見直しを図るためには、CRM
を管理する人・カスタマイズできる人が、社内
に対してヒアリングしながらその会社専用の
CRM を構築していくことが大事かなと思いま
す。私の場合は、とにかく同じ情報を2 回も3
回も入力するのが大嫌いで、データは一ヵ所に
集約し、手間やコストを削減した上で、もっと
生産的なことにみんな時間を使うべきだと
思っています。もちろん、今までのやり方を変
えるには、
（準備のために）一度立ち止まる必要
がありますが、それができずに、今までのやり
方を踏襲してしまうところが多いです。弊社の
場合は、立ち止まり、CRM を導入したことで、
もっと早く走ることができる会社になり、業務
の効率化や生産性の向上を実現できました。
最後になりますが、フォーラムやメールといっ
たゾーホージャパンが提供するサポート体制

納品チェックが完了しているデータについて

のは、その後もっと早く走れるよう

ステム専任者ではなくても、自分のやりたいこ

は、請求しても良いということなので、レポー

になるため

とが明確であれば相談に乗ってくれますし、回

―― 社内での導入に当たって工夫した点はあ
りますか？

ごとの請求内容を合算して合計請求書を出す
必要があるのですが、ここは Zoho CRM 単
▲ 白木氏が制作した社内向け ZohoCRM マニュアル

いなものがあって「これじゃないとできない」

システム導入の際に一度立ち止まる

なお、一部のお取引先では管轄している店舗

アルあります」と言っても誰も見ないので（笑）

す。営業マンが各自で管理しているファイルみ

使います。例えば「請求書発行日」が先月で、

トでデータを抽出して、処理します。

「 CRM のヘルプを見てください」
、
「チュートリ

導入の効果

務を見なおした方が、絶対効率が良いと思いま

独ではできないので、エクスポートした CRM

―― Zoho CRM の長所・短所を教えて下さい。
良いところは、
「分かりやすいこと」「必要十
分であること」
「値段が安いこと」ですね。変

には随分と助けられました。プログラマーやシ
戦略的マーケティング

―― Zoho CRM は、どのようなきっかけで使

―― Zoho CRM を見つけた時に印象は、何か

多いじゃないですか（笑）。CRM を軸にして業

コストカット

に作っていました。

思います。日本のオリジナル業務って、無駄が

現場ニーズへの即応

導入しました。3 月に入社した後すぐに導入の

けのことができれば文句は言えません。

生産性の向上

また、請求書の「郵送日」の項目を入力したら、

分からず、共有も大変だった

十分なのが、良いです。また、この値段でこれだ

を一番よく使っていました。でも、今時は別

れることが多すぎると使いづらいというのも

「どこにあるか」
「どれが最新か」

まうじゃないですか。そう言う意味では、必要

Zoho CRM の請求書レポートは、かなりカス

当社の実務に即した説明資料を自分でこまめ

エクセル管理の時はファイルが

に多機能すぎても、使うのに二の足を踏んでし

データベースとしては、それまではアクセス

きるんじゃないでしょうか？」と提案をして

事業について
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のデータを、別途制作したアクセスに読み込

脱・エクセル

2011 年 3 月に入社後、顧客台帳や見積書・請求書などのエクセル管理で「ファイルの場所や最新版が分からない」といった問題点を認識し、

―― 導入時に比較したサービスはありましたか？

複数部門間での活用

「 データの集約化でムダを削減し、
生産的な業務環境を実現できました 。」

東京都渋谷区渋谷 1-11-3
第一小山ビル 4 階

ホーム画面

持っているより安心

事業展開のサポート

本社所在地

ご利用中の Zoho CRM

営業現場の可視化

導入企業 DATA

◀ 株式会社マークスで

の 融 通 も 効 き 、自 社 で サ ー バ ー を

答や有益なサジェスチョン与えてくれます。ま
た、ユーザーと一緒にサービスをより良くして
いこうとする姿勢が素晴らしいと思いますし、
そうしたアフターフォローがなければ、弊社も
ここまで活用はできなかったと思います。
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バリューマネジメント 様

決まる度、または変更の度にメールが飛び交

▼ Zoho CRM の「メール連携」機能の画面イメージ。顧客とやりとりしたメール履歴を蓄積し、共有管理できる。

意思決定のスピード化

導入事例

い、1日50通近くに達していました。数が多す
二重入力、三重入力も多くありました。お客様
名や住所を何度も入力すると、間違う危険性も
増えます。この入力が年毎に倍になっていくわ

グローバル展開

月間 100 時間 の業務時間を削減
& 年 2 倍の営業目標を達成

ぎてどれが最新の情報なのか迷う状況でした。

けですから、効率化は避けて通れませんでした。
―― 効率化の解決策として何を検討しましたか？
笠氏：IT 化することでした。チームの業務を
自動化・省力化することです。2012 年初頭に

導入企業 DATA

バリューマネジメント
株式会社

ツールの情報収集を開始しました。資料を請求
したり、セミナーに参加したりしていました。
具体的にベンダーやパートナーの方と接触を
開始したのは 4 月以降です。
業界最大手の SFA ベンダーにも何度か来社い

大阪市北区梅田 2-2-2
ラザウエストオフィスタワー 19F
2005 年 2 月 14 日

資本金

314 名（2013 年 4 月 1 日現在。
パート・アルバイト社員含む）

事業内容

事業再生コンサルティング、新規
事業開発支援、人材開発コンサ
ルティング、ウエディング / 宴会
会場の経営・運営
TEL: 075-354-7010
MAIL: info@vmc.co.jp

したりするとコストに跳ね返り、思わぬ高額
な料金になってしまい、断念しました。

「 Zoho CRM による生産性向上は産業革命に匹敵します。

選定・評価

開始した 2013 年は「生産性向上」のため、
「チームで月間100 時間の業務削減」を目標と

うクラブ活動のようなものです。

して打ち出しました。チームはパートも入れて

10 月末には十分使えるサービスだと判断して

7 人ですが、
これは簡単に達成できました。

有料版に切り替え、5 ユーザー分を購入しまし
た。部署内での限られた活用でしたが、これ
が大変好評で、その年の 12 月末には関係者全
員分のライセンスを購入し、翌 2013 年から
本格的な活用に入りました。現在は 15 ユー

営業活動を 守りから攻めへ転換 するツールです。」

クラウド・低コスト・カスタマイズ性

ザー分のライセンスを利用しています。

店舗統括部セールス課 マネージャー 笠正太郎氏、店舗統括部セールス課 京都担当 熊南和哉氏

すべてが揃うZoho CRMを採用

―― どのような使い方をしていますか？
熊 南 氏 ： 受注が決定した案件を登録し、以降

笠氏：Zoho CRM に蓄積されたデータを事例
集として活用しています。Zoho CRM から過
去の似たような事例を探して応用することが
できます。新人でも過去のデータを参照する
ことで、即戦力としてオーダーを処理してい
くことができます。ノウハウの継承が可能と
なりました。
―― 今後の展開を教えてください。

売上の拡大は企業に求められる必須の命題である。しかしながら営業部門の人員やコストの増加はなかなか認められない。現状のマンパワーでい

―― ツール選択の条件を教えてください。

かに営業力を強化するか。この課題にバリューマネジメントのセールス課は「業務の効率化」で対応しようとした。IT を営業活動や管理に積極的に

笠 氏：大きく3つあります。1つ目はクラウド

登録しています。これら作業の流れはExcelを

活用し、情報入力の省力化、伝達と共有作業の削減、検索と集計のスピードアップなどを目指した。

で利用できること。情報共有が大きな目的で

利用していたころと変わりません。ただ、情報

そのツールとして採用されたのがクラウド型顧客管理システム
「Zoho CRM」
であった。成長著しい同社セールス課は 年2 倍の売上目標を掲げており、

したから、蓄積された情報をクラウドに保存

の二重入力はなくなり、これは期待通りです。

メンバーは目前の仕事に忙殺される毎日であったが、Zoho CRM によりチーム 7 人で月間 100 時間の業務時間削減を達成。お客様とのコミュニケー

したいと考えていました。クラウドにあれば、

また、ワークフローを利用して適宜必要なメー

ションの質の向上や、ノウハウを継承する事例集として Zoho CRM のデータを活用している。

営業担当が外出しても情報にアクセスできま

ルを関係者に転送しています。頻繁なメールの

すし、オフィスに戻るまでに情報登録を済ま

転送作業がなくなり大変助かっています。必要

せられます。

な情報はZoho CRM で確認できるので、飛び

2つ目が柔軟なカスタマイズ機能が用意されて

交うメールの量も格段に削減されました。

いること。導入時も導入後も自分たちの使い

便利なのは差込文書の作成です。例えばお客

やすいように自由に変更できるものを探してい

様に受注内容を確認いただく文書「予約確認

ました。これらをベンダーに依頼すると時間が

書」の場合、必要な情報を差込機能によって

かかり、効率化の魅力も半減してしまいます。

入力し、即座に作成・印刷できます。

3つ目が低コスト。売上を2倍にしてもコスト

メール連携も活用しています。Zoho CRM は

は倍にできません。

メーラーと連動して、送受信したすべてのメー

そ し て 、こ の 条 件 を す べ て ク リ ア し た の が

ルの履歴を蓄積し、顧客や案件ごとに一覧で

笠氏：自動化・効率化の課題はある程度クリア

Zoho CRMでした。

きます。営業担当と当日の式場担当は別にな

できたのではないかと思います。これからは、

るので、引き継ぎをスムーズに行うことがで

捻出した時間を利用して営業活動を充実させ

きるようになりました。

ていきたいと思います。事務処理時間を減ら

展開。高い成長目標に対し、

―― バリューマネジメントについて教えてく
ださい。
笠氏：主軸となっているのはウエディング事
ルティング、婚礼式場の経営などを事業展開し
ています。式場は現在7つありますが、それらが

いました。しかし、営業目標を倍に設定したか

され、贅沢に銅があしらわれています。

らといって、人員を倍に増やせるわけではあり

神戸の邸宅レストラン ル・アン「鸞」は県の

ません。その後も増え続ける目標に対し、限ら

重要有形文化財に指定された西洋建築ですし、

れたマンパワーでいかに対応していくかが大き

BRIDES HOUSE（ブライズハウス 神戸フルー

な課題となりました。

ツフラワーパーク）は10,000㎡の敷地全体が
文化財に指定されています。
中には取り壊し寸前のものもありましたが、

導入前の課題

これら古い建物を修復し、結婚式場やレスト

Excelとメールによる顧客管理が

ランとして蘇らせるのが当社の事業なのです。

限界に。
IT化で業務効率向上を目指す

極めて独特なビジネスモデルといえます。

―― 以前はどのような業務フローになってい

３ライセンスまで使える無料プラン

たのでしょうか？

から開始。ワークフローやメール

―― 御社はどのような課題を抱えていたので

た歴史的・文化的に価値の高い施設を利用して

しょうか？

いるのです。

笠氏：私の属するセールス課は宴会を担当し

笠氏：営業管理にはExcel を利用していまし

て い ま す。新 年 会 や 忘 年 会、企 業 の 懇 親 会、

た。Excel で顧客や見込み客のリストを作成

展示会、修会などが対象です。当社は2005 年

します。宴会を受注するとExcel のファイル

に 設 立 さ れ て い ま す が、私 た ち の チ ー ム は

が 1つ作成され、お客様名や日時、会場、規模

2010 年から業務を開始した新しい部門です。

などの基本情報を入力、商談が進むと人数や

価値ある建造物での、他に類のないおもてな

料理のコースなど詳細情報を入力していきます。

しが好評となり、お問い合わせの数は年々増え

これらを関係者にメールで送信していました。

ました。それと共に、売上目標も毎年昨対比2

基本的に共有手段はメールです。案件の詳細が

業した仕出屋で、現在の建物は大正14年に建て
られた五層四階建ての純和風建築です。京都で
は最も古いドイツ式のエレベータが今でも現
役で動いています。2012年に文化庁より登録
有形文化財（建造物）
に登録されました。
「アカガネリゾート京都東山1925」は大正14年

連携で、情報共有がスムーズに
―― どのような経緯で導入しましたか？

管理していきたいと考えています。その一環と
して資料請求管理を2013年12月から始めてい
ます。素早い資料郵送だけではなく、お問い合
わせ頂いたお客様が新規の方かリピーターの
方かも、履歴から参照できます。今までは母数
が少なかったので活用できなかったのですが、
今後はDM やアタックリストの整備にもZoho
CRMを活用して、リピーター開拓をしていく予
定です。このほか、システム連携も課題として
残っています。他部門とのデータ連携や入金突
合せ処理も検討しています。

してもお客様に満足して頂くための対話は減
導入効果

チーム目標「月間100時間削減」を
達成。Zoho CRMのデータは
ノウハウ事例集として継承

笠氏：2012 年の 8 月に会社の先輩の紹介で
Zoho CRM を知り、9 月にはユーザー登録し

―― Zoho CRMを導入して得られた効果を

ました。3 人までは無料で利用できますので、

教えてください。

体験利用のハードルはとても低いと思います。

熊南氏：生産性の向上です。本格的に活用を

らせません。すでに、Zoho CRMのデタを活
用することで、営業コミュニケーションの質
が向上しています。

戦略的マーケティング

よそとは異なります。すべて文化財を中心とし

例えば「鮒鶴京都鴨川リゾート」は明治3年に開

活用法

入力して、
「見込み客」も含めたすべての工程を

コストカット

業です。結婚式の企画、運営、請負およびコンサ

す。銅の老舗加工メーカーの個人宅として建築

が、問い合わせが発生した時点からのデータを

現場ニーズへの即応

リソース不足が問題に

倍に設定し、始めのうちはなんとか達成できて

熊南氏： 現在登録しているのは受注からです

生産性の向上

歴史的建築物を再生して結婚式場を

（1925年）に建造された邸宅を利用していま

詳細情報や変更情報をすべて Zoho CRMに

脱・エクセル

事業について
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オプションを採用したり、カスタマイズを依頼

ミュレーションを繰り返しました。課外に行

複数部門間での活用

設立

お問い合わせ

た だ き、打 ち 合 わ せ を 重 ね ま し た。し か し、

最初はダミーの会社やお客様を登録して、シ

事業展開のサポート

本社所在地

営業現場の可視化

販売目標を 2 倍に設定してから、さまざまな

プロモーションにも Zoho CRMのデータを積
極的に活用していきます。Zoho CRMは、お
客様からの問い合わせに応えるだけではなく
営業活動を「守りから攻め」へ転換させる強力
な武器となります。まだまだやりたいことは
たくさんあります。今後も Zoho CRMを最大
限に活用していきます。

14

スカイコム 様
導入事例

意思決定のスピード化

が感じられなかったことです。
1 つ目はアプリケーションの仕様にかかわり
ます。入力項目を減らすにもカスタマイズが

低価格で導入リスクを縮小！

容易でなければできません。カスタマイズの
トもかかります。

グローバル展開

容易なカスタマイズで現場のニーズに即応

度に開発ベンダーに頼っていては時間もコス
2 つ目は CRM を導入して営業担当者の負荷
が増加したことにあります。従来の日報や週
報に加えて、CRM へのデータ入力が求めら
れました。必要性は理解できても、これを喜

導入企業 DATA

―― 現場でカスタマイズしやすいのがその成

また、売上の確度に応じて商談のランクを細分

功要因だったのでしょうか？

川村氏：弊社は宮崎県に開発部門があり、併設す

化してゆくことで、将来の売上予測もかなり正

るサポートセンターで2013年6月よりZoho

新栄氏：その通りです。
システム部門にまかせる

確に算出できるようになりました。

ことなく営業本部でカスタマイズしました。現

新栄氏：会議時間も短くなりました。
それまでの

場からリクエストを受けて、わずか30秒ほどで

CRMを利用していました。用途はお客様からの

代表

荒武 捷二 ( 代表取締役社長 )

索でたまたま見つけたこと。その評判を聞くと、

設立

1997 年 6 月

大変使いやすくIT専門でなくても簡単にカスタ

資本金

4 億 300 万円

マイズができるといいます。これなら東京の営

事業内容

67 名

業本部でも導入できるのではと思いました。同

ソフトウェアプロダクトの開発・販売

年10月に営業本部でも導入の検討を開始し、試

（SkyPDF シリーズ／ SkyAgent シリーズ／
SKYCOM シリー ズ ／ SKYPAS シリー ズ ）、

カスタマイズも簡単で、30秒あれば現場のニーズを反映できます。」

システムインテグレーション／コンサルティン
グ 、保守サービス

URL

http://www.skycom.jp/

お問い合わせ管理で、導入のきっかけはWeb検

用版での検証を経て本格的な運用を開始したの
が2014年4月のことです。
早坂氏：データ移行時には、Excelファイルに記

会議は情報共有に時間かかり、課題の抽出やそ
の解決策考案にかける時間が短くなりがちでし
た。しかし、Zoho CRMを使えば会議前に情報
が共有されます。
これをもとに、
課題への対処方
法を議論する会議に変わりつつあり、これはと
ても大きな効果です。

のも成功の要因です。Zoho CRMは他社製品と

部でどのように活用されていますか？
早坂氏：営業本部から、
保守更新のタイミングで

事業について

CRM情報を活用しています。それまではExcel

他部門との連携も検討

れましたか？

リスクもつきまといます。Zoho CRMを活用し

1,000件を超えるようになり、データ入力する

新栄氏：最大のメリットは会社に戻ってデー

側も加工する側も限界になってしまいました。

タ入力する手間がなくなったことです。Excel

は、PDF 技術にセキュアプリント印刷技術を

必要とする情報をタイムリーに得ることも困

で管理していた時は、営業活動の後、データ

融合させたソリューションで、不要な印刷を

難でした。

入力のために帰社する必要がありました。一

―― スカイコムのご紹介をお願いします。

抑制し、印刷文書からの情報漏えいを抑止し

そこで、日々のデータをCRMに入力・蓄積し、

方、Zoho CRM なら、スマートフォンを活用

川村氏：1997 年 6 月に創業したソフトウェ

ます。

きちんと管理し直そうと検討を開始しました。

して出先から入力できます。

開発関連するセキュリティ製品も

新栄氏：PDF 技術を核に、関連製品も提供し

アメーカーです。現在は TKC が主たる株主と

ています。例えば、「SkyAgent SecurePrint」

なっていますが、設立当初は沖電気工業の社

上で PDF 閲覧・編集・加工が可能な製品です。

内ベンチャーでした。

PC やモバイル端末に PDF 文書をダウンロー

代表的な製品は「SkyPDF」で、国産 PDF ソ

ドする必要がなく、安全に作業できます。

フトとしてはトップシェア。とりわけ大手顧
客に恵まれ、日本を代表する IT ベンダーとパー
官公庁や地方公共団体にもお客様が多く、こ

顧客数の増加でExcel作業に限界

の市場では海外メーカー製品よりもシェアが

評判のZoho CRMを採用

高いのではないかと思います。
製品の特長としては、国産ならではの優れた
日本語処理力と安全性が挙げられます。PDF
はサイバー攻撃に利用されやすいのですが、

りましたか？
川村氏：2007年頃にCRMを導入しようと試み

用して、報連相の手間を大幅に効率化しまし
た。

て、見送った経験があります。大きな理由に、現

にもつながっています。
活用の工夫

野に入れています。展示会で収集した名刺デー
タにアプローチをかけ、見込み客に転換する。
業種・業態、あるいは規模でデータ分類し、
売れ筋の商品をマッピングして、セールスを
かける。このようなことが Zoho CRM で出

導入成功のポイントは現場への定着。

来ると考えています。

容易なカスタマイズと低コストで実現

早坂氏：現 在 は Zoho CRMを 部 門 単 独 で
使っている状況です。サポートセンターのデー

―― CRM導入成功のポイントを教えてくだ

タを利用していますが、ほんの一部に過ぎませ
ん。今後は販売管理システムや経理システムと

場の営業担当者がデータ入力を継続できなかっ

―― マネージャーと経営層のメリットはいか

さい。

たことがあります。データが入力されれば、マ

がですか？

新栄氏：入力現場となる営業担当者の負荷を

ネージャーや経営層には大きなメリットがあり

川村氏：マネージャー層は部下である営業担当

なくしたことです。過去に CRM 運用を見送っ

川村氏：使い始めてまだ半年ですが、かなり

ますが、入力する現場に拒否されてはどうしよ

者の動きをリアルタイムに把握できるようにな

た原因に、営業担当者がデータを入力してく

使 い 込 ん で い ま す。し か し な が ら、Zoho

うもありません。

りました。新たな商談を追加したり、商談が進ん

れないことがありました。今回はこれに配慮

CRM はまだまだ奥が深い。利用していない

でランクが上がったりすると、その更新情報が

し、データ入力の負荷軽減に務めました。入

機能や他の業務システムとの連携など、新た

Zoho CRMから通知されます。反対に、放って

力項目も、導入当初は極力減らしました。慣

に挑戦したいと考えています。

おかれたままの案件が丸見えになる訳ですか

れるに従って入力項目を増やし、トレーニン

ら、早急に気付いてアドバイスすることで営業

グしつつ使いこなせるようにしていきました。

―― CRMを検討した背景をお聞かせ下さい。

新栄氏：現場が入力を嫌がった理由は2つ考えら

川村氏：案件数の増加です。従来、顧客管理も案

れます。
1つ目は入力項目が多すぎたこと。

件管理もExcelで行っていました。Excelは、

に活動報告ができるようにレポート機能を活

に連絡を差し上げることでお客様満足度の向上

新栄氏：今後はマーケティングでの活用も視

2つ目はデータ入力をする事で現場のメリット

も連携できるのではないかと期待しています。
戦略的マーケティング

トナー契約を結んで協業しています。

導入前の課題

―― CRMの採用に当たって考慮したことはあ

また、Zoho CRMに情報を入力すれば自動的

挿入でき、
業務が大幅に効率化されました。
早め

―― 今後の展開をお聞かせください。

コストカット

「SKYCOM Web Viewer 2012」はブラウザー

てからはメールテンプレートで必要情報も自動

現場ニーズへの即応

手 間 が か か り ま す 。取 り 扱 う 案 件 も 半 期 に

センター）様にもご評価いただきました。

今後の展開

マーケティング分野での活用に期待。

間がかかり、手作業である以上は記入間違いの

国産PDFソフト「SkyPDF」を

導入に踏み出す決断が早くできました。

手作業で送信していました。これには膨大な時

―― 営業現場ではどのようなメリットが得ら

「SkyPDF」は NISC（内閣官房情報セキュリティ

きな損失になりません。
リスクの縮小によって、

のリストから抽出し、毎月100件近いメールを

データをさまざまな形に加工できるのですが、

ラインアップ
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の時のデータ元としてサポートセンターの

期投資が小さいのでやめる判断もしやすく、大

生産性の向上

それぞれにメリットを提供

お客様にメール連絡を差し上げるのですが、そ

比べるとかなり安い。もし導入に失敗しても初

脱・エクセル

トは一括で実行できるので作業は簡単でした。

営業担当、マネージャー、経営層

タマイズの容易さが現場の利用に対するモチ

川村氏：導入コストを低く抑えることができた

の要望が反映されない、多機能な反面 IT リテラシーの低い社員は使いこなせない、費用対効果を見い出せない…。国産 PDF ソフトのトップシェアを

会議時間も短縮させた。

しまうため、
その後は使わざるを得ません。
カス

Zoho CRMで引継げるようになったからです。
―― サポートセンターのZoho CRMを営業本

ことで現場の営業担当者の負荷を軽減しつつ導入に成功した。マネージャーや経営層のリクエストにも即応し、売上予測や情報共有の精度を上げ、

現場としては、依頼した変更がその場で叶って

担当が替われば分からなくなっていた情報も、

ト用のCSVファイルを作成しました。インポー

導入効果

画面を変更しています。

ベーションアップにも寄与しています。

CRM は多くの導入メリットが得られる反面、失敗例が多いのも事実である。データ入力が営業担当者の負荷になる、カスタマイズに時間がかかり現場

データ管理の必要性を感じ、カスタマイズの容易さとコストパフォーマンスを重視して Zoho CRM を採用。導入当初は必要最低限の入力項目に絞る

から変更の依頼を受けても、ほとんどその場で

異動や担当替えも楽になりました。それまでは

録された既存の顧客データを整理し、インポー

誇る株式会社スカイコム営業推進部でも、過去に CRM 導入に挑戦したが現場に定着せず、本格導入を見送った経験がある。しかし案件の増加と共に

カスタマイズできます。マネージャーや経営層

複数部門間での活用

〒110-0016 東京都台東区台東
1-38-9 イトーピア清洲橋通ビル 4 階

事業展開のサポート

担当者のモチベーションキープにも使えます。

―― 導入の経緯をお聞かせください。

本社所在地

「 低価格で導入リスクが少ないのがZoho CRMの魅力です。

取締役 営業本部本部長 川村久信氏、営業本部 営業推進部 課長 新栄大助氏、営業本部 営業推進部 早坂はづき氏

ないよう、採用する CRM を吟味しました。

営業現場の可視化

株式会社スカイコム

ぶ社員はいません。このような問題が再発し
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キャムキャスト 7 様
導入事例

意思決定のスピード化

はなんとか自分で出来ましたが、たくさんある
SFDCの機能をちゃんと使えていたわけでは
無いですね。例えば、10個の機能があるとする

セールスフォース更新期限前に一週間で乗り換え！

メージです。

グローバル展開

コスト１/３で徹底した業務効率化を目指す

と、3個くらいしか使えていなかったというイ

導入の経緯

Zoho には請求書機能が
はじめから付いていた。
使いやすく価格も安かったので即決

営業現場の可視化

▲ キャムキャスト 7 でカスタマイズされた Zoho CRM 商談の作成画面

導入企業 DATA
―― Zoho CRM へ乗り換えた経緯は？

株式会社
キャムキャスト７

価格の安さもそうですが、やはりZoho CRM

ありません。お問い合わせも、だいたいは「見

はい。中継サービスという仕事は、月の半分く

の一番の決定要因は、見積・請求書の機能が最

積もり依頼」という形で送られてくるので、

らいは現場に出ています。機材を準備して、運

初から付いていた事です。SFDCでは高額なコ

その時点で「商談」として登録しています。

んで、作業して、また持って帰ってきて……と、

ない。ただ、我々は5人でCRMを使っているの
ですが、見積書を作成する人数となると限られ
てきて、3人ほどしかいません。それなのにこの
大阪市西区京町堀 1-4-3
TCF ビル 5F

事業内容

インターネットを使った映像中継の
ためのハードウェアエンコーダー製
品の販売、同製品を利用したライ
ブ中継・配信受託サービスの提供

高額な料金を支払うのか、という話になり、更
新期限が一ヶ月前に迫る中、代替のサービスを

「

見積・請求書を作れるし、価格も安いしということで、
すぐにZoho CRMを入れようと決めました。」
常務取締役 松岡達矢 氏

かけず、更なる販路拡大を実現するための重要課題だった。Excel での顧客管理に限界を感じ始めたのが 2009 年。翌年にはCRM 業界最大手の
セールスフォース（以下、SFDC）
を導入したが、画面に表示される日本語訳や使い勝手に馴染めなかったという松岡氏。
さらに、必要としていた請求書
作成機能を追加するには、高額な開発費が必要であることを知り、コストパフォーマンス面からも継続利用を断念。更新期限を機に、Web 上で見つ

つけました。

時流に乗ってサービスの発注が増加。

―― 御社の事業内容を教えてください。

の割合で中継サービスの案件が多いです。以
前から中継サービスに対する需要はあったの
ですが、インターネットの回線が遅いため、
サービスの提供に制限がありました。しかし、

必要だった。SFDC は画面の
使い勝手にも違和感

光ファイバー等の光速インターネット通信の

みて、SFDCと結構似ているなと思いました。た

も使えますね。

だ、画面に表示される日本語は、SFDCに比べて
無理矢理翻訳したという感じではなく、分かり
やすいと感じました。項目の追加などのカスタ
マイズも、特にヘルプを見た訳ではないです
が、すぐにできました。

決めました。導入は、データのインポートのと
ころで少し手間取りましたが、約一週間後には
運用に乗っていました。
―― コストはどの程度削減できましたか？
(現在の料金プランを見ながら）Zoho CRM

―― CRMの導入経緯を教えてください？

と、それらの機器を利用したライブ中継・配

ましたね。2010 年の時点で Zoho CRMを知っ

たことで、需要が高まっています。最近では、

信サービス（以下、中継サービス）の提供を行っ

ていたら、だいぶ違っていたかも知れません。

イベントの中の一つの要素として中継という

2010年に、CRM 最大手のSFDCを導入しまし

ています。中継サービスでは、回線調達から中

選択肢が確立したと思います。
―― 中継サービス事業の案件管理や請求管理の

会、音楽ライブイベントの複数地域配信、医学

ためCRMの導入を検討されたのでしょうか？

会での術式映像中継など、利用事例は多岐に渡

はい、そうです。サービスが時流に乗り順調

ります。

にお客様が増えたことから、Excel での顧客情

―― ライブ中継サービスにかなり特化されて
いるのでしょうか？
はい。元々はライブ中継用の機器販売がメイ
ンでしたが、2009 年頃からは物販から中継

報の管理では処理が追いつかなくなってきま
した。そこで、当時話題になっていた CRM の
導入を検討しました。

用にカスタマイズする所ですごく労力がかか
りました。

商談画面に必要な指標をカスタマイズ。
レポート機能で利益率を管理

Zoho CRMの商談画面に「粗利」という項目を
追加し、これをレポート機能で集計して「今月
の利益はいくら」というレポートを出していま
す。月ごとの目標を立て、レポートの集計額と
の差分で、達成度の管理をしています。
カスタマイズの目的は、最終的にはレポート
（集計）ですよね。こういう集計がしたい（こう
いう情報が欲しい）から、
「 商談」の画面にこう
いう項目を入れておくという考えで作り込ん
でいます。

人がローカルのフォルダーに保存していまし
た。ただ、見積書を作成する度にファイル内の
シートが増えていくので、どんどん動作が重く
なって、ファイルを開くのも保存するのも遅く
なってしまいます。また、サービス価格などは
自分で入力していると間違えるリスクが高く
な り ま す よ ね 。次 の 導 入 ス テ ッ プ と し て 、
Zoho CRMで見積・請求書を自動でパッと
作ってしまえるというのが、理想ですね。
Zoho CRM は見積・請求書のテンプレートが
HTMLでカスタマイズできるというのを知っ
たので、できるだけ自社のデザインに近いもの
を用意し、運用に乗せたいです。請求書の項目
を入力する際のオペレーションは、従来のもの
から若干の変更はありますが、運用を開始すれ
ば、慣れるでしょうね。
―― 他に、活用したい機能を教えてください。
「Web-to- フォーム」という機能を活用して、
Web サイトに埋め込んだフォームから、直接

―― そ の よ う な 集 計 や レ ポ ー ト の 作 成 は 、

顧客情報をZoho CRM に取り込むというの

CRM 導入前はどのようにされていましたか？

は、説明を聞いて簡単にできると分かったの

経理担当の社員がひとりいるのですが、その

で、進めたいです。あとは、
「一括メール送信」機

人が会社のキャッシュフローを全て管理して
います。数字的な事は、その人に都度、確認
していました。
（レポート機能を使う事で）そ
ういう人を介する必要が無くなり、お互いの
負荷が軽減しました。
今後の展開

能を使いたいですね。弊社は、こちらから営業
をかけるということはしていませんが、既存の
お客様に対して「新製品の紹介」メールなどは
送りたいと思っています。
また、毎年お客様宛に年賀状を出しているので
すが、今までは昨年のExcelファイルを出して
きて、送付先の追加や更新をアナログで行って

―― 開発の外注等は考えなかったのでしょうか？

―― 現在は、主にZoho CRMの「商談」画面を

考えたのですが、カスタマイズをお願いする

多用しているそうですね。

自社の運用に合わせたCRM活用。

と、見積もりがかなりの額になりました。
利用

はい。弊社が取り扱う商材は特異で、必要と

請求業務の一本化で効率化を図る

する人数もそれほど多い訳ではないので、
なか

する人が限られています。マーケットが絞ら

なかそこまでコストをかけるという判断には

れるので、そこに対して広告を出すことはあっ

―― 今後は、当初からの予定だったCRMと請

を活用して、まだまだ業務を効率化していき

至りませんでした。ですので、基本的な導入

ても、こちらから営業をかけるということは

求処理の一元化を進める予定ですか？

たいです。

戦略的マーケティング

みです。企業式典での本社と支社の意見交換

もあり画面上の日本語訳に馴染めず、自分たち

Zoho CRMの活用

―― KPI の管理などはされていますか？

請求書を作成し、それをPDF に変換して各個

コストカット

普及により、高品質の映像配信が可能になっ

んでしたので。ただ、海外のサービスという事

力できるようにしています。これらのデータ
販売傾向の把握やマーケティング的な分析に

に乗り換える前は、これの3倍の額は払ってい

た。それ以外の選択肢はあまり情報がありませ

（メール／電話／リピーター… etc.）」などを入

馴染みやすかったですね。無料プランを使って

インターネットを介した映像中継機器の販売

継作業までを一社で提供できる点が弊社の強
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請求書機能には高額な開発費が

「 直 販 ／ 再 販 」あ る い は「 お 問 い 合 わ せ 経 路

従来、Excel のテンプレートを利用して見積・

現場ニーズへの即応

Excelでの顧客管理には限界が

サービスへと主軸が移り、今では 7：3 くらい

ようにしています。その他にも、
「 新規／既存」

は、レポート機能を使って集計できますので、

ということで、すぐ「Zoho CRMを入れよう」と
課題

項目を置いて、
「物販／サービス」を選択できる

―― Zoho CRMを見つけた時の第一印象は？

だから、見積・請求書を作れるし、価格も安いし
事業について

やっていますので、
「商談」画面に「種別」という

と思っています。

生産性の向上

けた Zoho CRM への乗り換えを決意し、約一週間で運用を軌道に乗せたという。成長中の企業が見せる鮮やかなCRM 活用術に迫る。

業支援」などと検索していてZoho CRMを見

弊社では、機器販売と中継サービスの両方を

行う事務的な作業はできるだけ簡略化したい

脱・エクセル

「いかに生産性を上げるか。」
これは、少数精鋭で営業から事務処理までをこなすキャムキャスト７の社員にとって、順調に拡大している事業に歯止めを

色々調べました。その際、Web上で「CRM」
「営

例えばどのような項目を追加されましたか？

やるべき作業がたくさんあるため、オフィスで

複数部門間での活用

本社所在地

―― ご自分で画面をカスタマイズされる際に、

事業展開のサポート

ストをかけて開発をしないと、この機能が使え

いました。これが結構手間なので、Zoho CRM
の画面に「年賀状送付」のようなチェック項目
を追加し、レポートで宛名一覧表を作るなどし
て作業負荷を減らしたいですね。Zoho CRM
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ジーニアスウェブ 様

シンプルですばやいマーケティングオートメーションで急成長！

新たな課題と導入の経緯

顧客情報管理の新たな段階へ。
接触回数と興味分析による案件創出

グローバル展開

顧客とつながり続け、売上と生産性を同時に向上

意思決定のスピード化

導入事例

2014年ロンドンで行なわれたマーケティング
系のカンファレンスで、各コンサルタントが啓
蒙していたマーケティングオートメーション
に重要性を見いだし、自社でのメールマーケ
ティング実践を検討しました。
「顧客獲得は、顧客の情報戦。お客さまに自社や
サービスを知ってもらう必要が有ると同時に、

ジーニアスウェブ
株式会社

私たちもお客さまを理解する必要がある。接触
回数を上げれば、成約率があがる。ただし、嫌わ
れるリスクも」
と小園氏は語ります。
それまでのZoho CRMでの顧客情報の管理に
マーケティングオートメーションを実施でき

大阪府大阪市北区梅田 1-1-3
大阪駅前第 3 ビル 12 階 1 号室

代表

小園 浩之

設立

2006 年 4 月

従業員

23 名

事業内容

ホームページの制作運用をはじめとし
た顧客獲得支援、マーケティング活動
の アウトソ ーシング、MA ツ ー ル・
SFA/CRM 導入支援、採用活動支援

URL

https://www.genius-web.co.jp/

る、Zoho キャンペーンとZohoセールスIQを
新たに導入しました。CRMの顧客情報と紐づ
け、メール効果やWebアクセス履歴を把握で
きることが重要でした。

「 お客さまの反応から自社の強みを知ることが成長への近道です。
Zohoならフィードバックの仕組みづくりを手軽に実現できます。」
代表取締役 小園 浩之氏

「Zoholics」
に毎回積極的に参加されるほどの国内有数のZoholics（熱狂的なユーザー）
であり、国内の複数拠点でWeb マーケティングのアウトソー
シング事業を経営する小園浩之氏に、Zoho サービスの利用により自社内で実現したマーケティングオートメーションの実例を詳しくご紹介いただき
ました。
「中小企業では、
マーケティングオートメーションを簡単にすばやく実行して成果をだすことが大事。」
と語る小園氏。
これから導入を検討してい

結果をだす運用の秘訣は「シンプル」
「やることはシンプル」と小園氏はいいます。
同社では、オファー公開による顧客獲得、メ
ルマガ配信月 2 回、ブログ更新週 3 回、メル
マガ配信後のウェブサイト解析を継続して実
施しました。その結果、既存顧客との接点を
アクティブにでき、興味や温度感を知ること
ができました。ブログによるコンテンツマー
ケティングで集客も６倍にアップしたのです。

迫られました。ホームページ更新代行費用を

を持っており、お客さまの把握できていませ

30%、ホームページ制作費用を500%ほどに値

んでした。リピート営業もしたかったが、ヒ

上げをした。値上げの結果、取引先数は月間

アリング情報や対応履歴を管理できておらず

200社から60社まで1/3以下に減少しまし

困難でした。そうした課題を解決するために、

た。しかし、売上は1.5倍に伸び、事業は拡大。

インターネットを介した映像中継機器の販売

知り合いからの紹介で低コストの顧客管理

社員は当初の5名から3倍に増大したのです。

株式会社ジーニアスウェブは、Web サイトの

ツール「Zoho CRM」を導入しました。

当時、
Zoho CRMはエクセル代わりの単なる連

新規顧客獲得につながるオファーやコンテン

絡帳として利用していました。
「顧客データベー

の戦略コンサルから運用支援サービスを提供
しています。東京にも拠点を置くほか、昨年
夏には宮崎にもオフィスを開設。取引実績は、

営業精度の向上をめざし、
CRM運用を見直しへ
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ました。既存顧客のホームページ更新の要望が

表取締役の小園浩之氏。顧客と深く関わり、

急増し、稼働率が30%から80%に急上昇。現場

一緒にビジネスを担いでいきたいという思い

はパンクし、
対応スピード、
営業精度が落ちまし

で 2006 年に設立しました。当初 200 社の顧

た。
単なる更新代行サービスから、
顧客ニーズを

客に対して、ホームページ更新代行サービス

把握した上での提案営業へ、営業変革の必要に

園氏はその仕組みを語ります。
2015年6月に続いて導入したZoho セールス
問した顧客のWebサイト上での行動を点数化
し、スコアの高い顧客に対して営業が優先的に
対応します。スコアやWeb訪問履歴はCRM上

いなど、運用を十分に検討・実施できておらず、
運用が甘かった」と小園氏は振り返ります。
で、顧客一社あたりの依存度も高くなりまし
た。顧客や商談を管理するリスクと責任が増大
し、経営者として組織のCRM運用を見直すこ
とを決断。既存顧客のデータを細かに入力して
管理することで、顧客をカテゴリや過去の履歴
で抽出できるようにし、これにより、営業の精
度を上げることを目指したのです。

集客の増加は、リピート商談獲得とともに、
多くの失注顧客の商談再開につながりました。
さらには、中小規模以上の大手の新規顧客も
集客できるようになっていったのです。
活用法

情報配信と計測で、
顧客の興味と温度感を知る

味があるのか、営業がいつでも把握できます。
「顧客データが面白いように取得でき、営業対
応時の会話にも活かせる」と小園氏は語りま
す。具体的には、訴求ポイント（品質、成果、ス
ピード、低価格など）を分けたコンテンツを用
意し、顧客がどのコンテンツをよく見ているか
で営業が提案内容を変動。
「 とにかく安くすま
せたいお客さまに対して品質の話をしても噛
み合わず、自社のターゲットではない可能性が
高いなどの判断もできた」と小園氏はいいま
す。見込み顧客とともに既存顧客も分析するこ
とで、新しいニーズや解約リスクを早い段階で
認識して対応することができるようになった
のです。
導入効果

顧客を知り、行動する。
その一手間が大きな結果に結びつく

配信ツールを利用しましたが、配信結果が計測
できませんでした。Zohoキャンペーンでは
メール配信後に、その配信結果（開封率・クリッ
ク率）がわかることで改善意欲がわき、成果に
ダイレクトにつながります。KPI（重要業績評
価指標）は開封率などにするのが取り組みやす
くてよいと、小園氏はいいます。その開封率
20%位、リストを絞れば50%のときもあるそ
うです。メールマーケティングで興味と温度感
を知ることができます。同社では、商談を失注
した顧客にもメルマガは配信しています。
「お

中小企業での成功は、
シンプルですばやい実施が鍵
「営業レポートに時間かけている企業は多いが、
顧客関係を深めていくことが本意。中小企業で
は、マーケティングオートメーションを簡単に
すばやく実行して成果をだすことが大事。時間
のかかるシナリオはつくらない方が良い。
」
と小
園氏は語ります。
新規顧客開拓はコストも時間もかかります。う
まくいく保証もありません。ですから少額での
テスト広告や既存の顧客リストから案件作りを
していくということを選択しました。まずは既
存顧客に対して少しずつメールで情報をお伝え
することで当りをつけるのが良いと小園氏は解
説します。
「コンテンツは自社で作成することが重要。
特に
中小企業は全社員でやらなければ勝てない。質
を追求し過ぎて時間をかけるよりも、顧客接点
と頻度をあげることを重視する」と小園氏は強
調します。
「ホワイトーペーパーは大変だが、ブ
ログはノーシナリオ・連続性不要で手軽なので
ぜひやった方がいい。ブログで自然検索でのア
クセス増加につながった。
また、
トピックが絞ら
れるのでお客さまの興味も把握しやすい」と小
園氏は語ります。さらに、
「ブログ運用で社内コ
ミュニケーションが高まり、人材育成にも役
立った。ブログは書いている人の理解や考えが
把握でしやすく、
また、
書く社員の文章作成能力

「昔はとにかくアポありきで、
無理矢理でも訪問
するのが営業であった。会う事はもちろん大事

も短期間で向上した」と思わぬメリットを小園
氏は語ります。
戦略的マーケティング

転機は2008年のリーマンショック後に訪れ
「お客さまの相棒になりたい」と語る、同社代

スは箱として用意したが、データの出入りがな

営業改革によって案件単価が大きくなること

中小企業を中心に約 1,400 社にのぼります。

お客さまのタイミングで声かけてもらう」と小

マーケティングオートメーション

コストカット

制作および運用を中心に、広告による集客や、
導入後の運用改善

する際の土俵に上がることができる。あとは、

現場ニーズへの即応

を提供。各担当が個別にエクセルの顧客情報

ツの制作支援などの Web マーケティング全般

説します。
「接点を持ち続けることで、再び検討

導入企業へのアドバイス

生産性の向上

る企業への実践的アドバイスとしてぜひ役立てていただければ幸いです。

低コストのCRMを導入。

けのお客さまが結構いるためだ」と小園氏は解

脱・エクセル

です。
リソースが限られた中小企業では、具体的にどのように取り組むことができるでしょうか。米国で年数回開催されるZoho ユーザーイベント

顧客情報の一元管理のため、

はなく、導入時期を単に先延ばしにしていただ

IQで、Web訪問の解析を開始。メルマガから訪
運用の秘訣

全然違う」
と小園氏は実感を込めて語りました。

目に見えて増えた。競合他社に発注したわけで

で見られるため、どんなブログコンテンツに興

昨今話題のマーケティングオートメーションとは、見込み客獲得から商談機会の創出までを効果的に実行するマーケティング戦略とその仕組みのこと

導入前の課題、導入の経緯

客さまとつながり続けることで商談の再開も

複数部門間での活用

本社所在地

▲ 見込み客のスコアリング

事業展開のサポート

加え、データ連携により低コストですばやく

営業現場の可視化

導入企業 DATA

だが、
現在では的確な情報を伝える方が重要」
と
小園氏はいいます。情報を文章にまとめること

現代の企業は極めて人手不足であるため、軽い

が営業活動になるのです。

運用が必要になってきます。そのような状況下

「自分たちの会社・製品の強みは、お客さまに

で、鍵となるのがクラウドの統合型システムで

プッシュして返ってくる反応で分かる。顧客は

す。
「Zoho サービスによるマーケティングオー

多様化しており、企業の強みを多角的にみてい

トメーションなら、
売上を上げながら、
生産性も

る。そうしたフィードバックが分かる仕組みを

上げる、
この両方を実現できる」
と小園氏は熱く

持っている会社と持っていない会社では結果が

語りました。
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