
Salesforce＆iPadの同時導入で営業活動が激変！
得意先回りを徹底効率化し、“訪問漏れゼロ”を達成！

●得意先の訪問漏れがあったり、全得意先をカバーしきれていな
　かったりするなど、営業活動が非効率的だった。
●得意先に関する情報や、営業担当者の過去の訪問内容を把握で
　きていなかったため、的確な営業活動が困難だった。
● Excel でのデータ集計に時間がかかり、得意先への対応やビ
　ジネス全体の現状の即時把握が困難だった。

● iPad で簡単に操作可能な Salesforce の導入で訪問漏れがゼ
　ロに。得意先との良好な関係を維持し、売上アップにつながった。
●蓄積した各得意先特有の情報をもとに、的確できめ細かな対応
　が可能に。得意先からより厚い信頼を寄せられるようになった。
●営業の進捗状況のリアルタイムな可視化により、社員への適時
　かつ的確な指導が可能となり、得意先対応スキルが向上した。
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業種 小売・流通
業種詳細 米国産タバコの営業活動
導入製品 Salesforce1 Platform
活用用途 ルートセールス、販売店の情報管理、訪問管理、営業日報、モバイル活用

　株式会社トゥルースピリット タバコカンパ
ニーは、ネイティブアメリカンのロゴマーク
で知られる米国のタバコブランド「ナチュラ
ル アメリカン スピリット」の輸入・販売を
手がける企業だ。同社の扱うタバコの特長
は、タバコ葉に化学薬品などの添加物を全
く使用しない「100％無添加」の製品で、
タバコ本来の味と香りを楽しめること。その
長所を前面に押し出した差別化戦略により、
「ナチュラル アメリカン スピリット」は、昨
今の禁煙ブームの中でも国内で愛好者の裾

野を広げ、1996年の日本上陸以来、毎年
二桁成長を続ける稀有なブランドとなってい
る。
　国内でブランドを確立し、売上高では大
手の製品に及ばないものの、業界内におけ
る独自のポジションを獲得した同社。しか
しながら、代表取締役社長の東智徳氏には
大きな悩みがあった。
 「07年の設立当初から、弊社では、各営
業担当者の売上や活動量など、営業に関す
るさまざまなデータを収集していました。で

すが、それらのデータの管理はすべて、ビ
ジネスアナリシスマネージャーの横尾正実
がひとりでExcelを使って行っていたんです。
もし、彼がケガでもして長期間会社を休む
ようなことがあれば、営業の進捗やお客様
の状況がまったく把握できなくなってしま
う、という不安がありました。

　また、彼の管理はExcelによるものとして
は “神業レベル” でしたが、それでも、膨
大なデータを集計してExcelで処理し、レ
ポートとしてまとめるのは月1回が限度。月
末にならなければ、実際にどんな営業活動
が行われているのか、まるでわからなかった
んです」（東氏）
　データの管理を一任されていた当の横尾

氏も、Excelベースのシステムに限界を感じ
ていたようだ。
 「タバコ取扱店は全国約25万店。担当者1
人が営業をかけられる店数は決まっていま
すから、ターゲットを絞って訪問しなくては
ならない。営業担当者の数が10人ぐらいな
らExcelで管理できても、30人、50人に
なってくるともうお手上げでした」（横尾氏）

「Excel管理ではもうお手上げ……」
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株式会社トゥルースピリット タバコカンパ
ニー代表取締役社長の東智徳氏。「導入成功の
カギは、トップの強い意志とユーザー目線で
すね」

ビジネスアナリシスマネージャーの横尾正実
氏。「当初は戸惑いもありましたが、今は、導入
してよかったと心から思っています」

セールスオペレーションマネージャーの西田
武司氏。「社長から、『営業担当者が楽になるよ
うに』とシステムを一任してもらえたのがあ
りがたかったです」

　営業管理システムがあまりに属人的であ
ること。日々の営業活動をタイムリーに把握
できないこと。それら2つの課題を解決すべ
く、東氏は新システムの導入を決意する。
そして、いくつかの製品の中から選んだのが
Salesforceだった。
 「最初は『クラウドって何？』という状態で、
弊社のやりたいことをうまく実現できるのか
不安でした。でも、セールスフォース・ドッ
トコムの営業の方の対応がすごくよかったん
です。コスト面を含めて、どういう形態で利
用するのが弊社にとって一番メリットがある
かをユーザー視点で真剣に考えてくれて、
必ずしもセールスフォース・ドットコムの得
にならなくても、弊社のためになることなら
きっちりと提案してくれました。
　Salesforceを選んだもうひとつの理由

は、システムの柔軟性が高いこと。導入の
第一の目的は、営業担当者の日々の活動を
助けることだったので、彼らの業務に合わせ
て容易にカスタマイズできる点を重視しまし
た」（東氏）
　一方、横尾氏は、慣れ親しんだExcelで
の管理をやめ、新システムを導入することに
抵抗を感じていたが、試用期間を通じて
Salesforceへの信頼を徐々に強めていった
という。
 「まずは、本稼働の前に３カ月テストしてみ
たんです。弊社の要望に合うよう、セール
スフォース・ドットコムの担当の方が支援し
てくれた結果、従来とほぼ変わらない感覚
で使えると確認できて、これなら行けるだろ
うと思いました」（横尾氏）

不安を解消した担当者の対応
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　2012年2月、同社はSalesforceの本格
展開を開始。同時に、営業担当者全員に
iPadを支給し、外出中でもSalesforceに
アクセスできる態勢を整えた。
 「営業担当者が出先から使えなければ意味
がないので、Salesforceを導入するなら、
iPadの利用が前提になると考えていました。
以前はノートパソコンを使っていたのです
が、通信の安定性や速度、携帯性などの面
で問題があったんです。iPadの登場によっ
て、そうした問題が解消されたことが、
Salesforceの導入を後押したのは間違い
ありません」（東氏）
　では、同社の営業担当者は、Salesforce
をどのように利用しているのだろうか。セー
ルスオペレーションマネージャーの西田武司
氏が、営業活動におけるSalesforceの活
用法を実演してくれた。
　営業担当者はまず、全国25万店のタバコ
販売店を各種項目でソートし、翌日訪問す

る得意先を登録してリストを作成する。ソー
トの項目は、エリアや販売実績、納入銘柄、
最終活動日などさまざまで、会社の営業戦
略や各人の判断に沿って自由に設定できる。
　訪問予定の得意先の登録が完了すると、
効率的な訪問ルートが自動設定される。各
得意先の訪問順は、単なる移動効率だけで
なく、事前のリサーチによって把握した、
得意先側の決定権者が店頭にいる時間帯
なども考慮して決定される。そのため、「訪
問したのに決定権者が不在だった」という
営業にありがちな無駄をカットできるように
なった。
 「各得意先の売上や納入銘柄、前回の活
動内容などをひと目で確認できるようになっ
たことも、営業担当者にとっては大きな変
化です。訪問前にそうした情報を頭に入れ、
取るべき対応をイメージした上で訪問でき
ますからね」（西田氏）

得意先回りを徹底効率化！
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　得意先をきちんとカバーできることは、売
上にも大きなインパクトが出ていると話す東
氏。SalesforceとiPadの同時導入が、二
桁成長のひとつの要因になっている実感が
あるという。
 「弊社では、現場の営業担当者の支援のた
めにSalesforceを導入しましたが、今後

は、所長クラスの活動の管理や、勤怠管理
なども行っていきたいと考えています」（東
氏）
　Salesforceの導入を成功させる上で大
切なのは、トップが強い意志を示しながら
も、ユーザー目線を忘れないこと。冒頭で
そう語った東氏は、Salesforceの導入から

2年が経過した今、改めてシステム入れ替
えの決断は間違っていなかったと感じている
という。
 「カスタマーデータは、企業にとって極めて
重要な意味を持つものです。それをExcel
で管理する時代はもう終わったと思います
ね」（東氏） 

「Excel管理の時代は終わった」

　一方の管理者側は、各営業担当者の日報
や活動量などを随時チェック。導入以前は
月末にならなければわからなかった営業の進
捗状況を、いつでも確認できるようになった
わけだ。

 「例えば、私の部下の担当エリアで絞り込
み、最終活動日でソートすると、何カ月も訪
問していない得意先や、売上の下がっている
得意先などを確認できます。訪問漏れが完
全になくなり、より具体的で、タイムリーな

指導やアドバイスができるようになりました。
　それどころか、今、誰がどの得意先を訪
問しているかをリアルタイムに把握し、即座
に指示を出すことすら可能になりました。管
理者にとっては本当にありがたいですね」（西
田氏）
　さらに、本社側では、新店舗のオープン
情報を収集して得意先リストにどんどん追加
しているため、以前のように、営業担当者が
新店舗に気づかずに通り過ぎてしまうことは
ほとんどなくなった。
 「そうした情報の収集と登録は、従来は営
業担当者自身が行わなければなりませんでし
たが、Salesforceなら本社側で行うことが
できる。そのように現場の負担を軽減できる
のも、Salesforceの優れた点のひとつです
ね」（横尾氏）

訪問漏れゼロ、タイムリーな指導が可能に
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