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株式会社サンゲツ

　インテリア業界最大手の専門商社として
知られる株式会社サンゲツ（愛知県名古屋
市）。老舗企業としても名高い同社の歴史
は、黒船来航の4年前にあたる嘉永2年
（1849年）、表具師「山月堂」の創業に始
まる。同社内では、創業から1953年の株
式会社化までの1世紀あまりを第1期、その
後、トータルインテリアのブランドメーカー

としての地位を確立した2010年代初頭まで
の約60年間を第2期と位置づけている。
　この第2期において同社は、1989年に名
古屋証券取引所第1部、1996年に東京証
券取引所第1部への上場を果たすなど、着
実にビジネスを拡大。2014年3月期単体で
従業員数は1145名、売上高は1131億円
に達し、拠点として名古屋本社のほか、全

「わずか2分で商談化」「年間管理工数80人分削減」
「戦略的営業体制の確立」など、社員の行動と意識を激変させ、
大改革を実現したインテリア業界最大手のSalesforce利用術とは？

●事業体制の再整備・強化を目的として中期経営計画を策定する
も、社員の意識変革が進まず改革が滞ってしまっていた
●自己完結型の非効率的な営業活動が限界に。売上向上のための
戦略立案もままならなかった
●データや帳票等が個別に存在していたため、申請業務等が煩雑、
非効率的だった。また、膨大な量の紙が使用され、時間・人的
コストがかさんでいた

●一元的なプラットフォームの確立によって、売上等が可視化さ
れて社員の行動が変わり、業務と意識の改革が急速に進んだ
●行動・売上等の可視化によって、アプローチすべき顧客の絞
り込みなどが可能になり、より戦略的な営業活動に取り組む
態勢が整った
●ワークフローの管理により、年間の紙使用量42％削減、80人
分の工数削減など、管理業務の生産性が飛躍的に向上する見
込みだ。

お客様インタビュー

導入背景 導入効果

株式会社サンゲツ 業種 小売・流通
業種詳細 壁紙、床材、カーテンなどのインテリア商品の開発・販売
導入製品 Sales Cloud、App Cloud
従業員数 1145名（単体）
活用用途 マーケティング支援、営業支援・顧客管理、帳票自動化、社内コミュニケーション、
 モバイル活用

業界最大手の老舗が挑む “第3の創業”

国に34か所の支社・支店・営業所、6か所
のショールームを構えるに至る。
　しかし2010年代に入り、そんな同社に大
きな転機が訪れる。長年に渡り同社の発展
を牽引し続けた創業家が経営から退くことに
なったのだ。それを受けて2014年、安田正
介氏が、創業家以外では初の代表取締役社
長に就任。同時に、3ヶ年の中期経営計画
「Next Stage Plan G」を発表する。社長室
長兼情報システム部長の柴田和彦氏はいう。

　「この計画の目標は、社員が経営を担う
真の上場企業を目指し、いわば “第3の創
業” を達成すること。すなわち、今後の経
営を見すえ、事業体制を再整備、強化する
ことによって、文字通り弊社の “次のステー
ジ” を切り拓くことにあります。より具体的
には、営業本部の改革、『強い営業・効果
的な営業・効率的な営業』の実現を最大の
目標のひとつとして掲げました」（柴田氏）
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市）。老舗企業としても名高い同社の歴史
は、黒船来航の4年前にあたる嘉永2年
（1849年）、表具師「山月堂」の創業に始
まる。同社内では、創業から1953年の株
式会社化までの1世紀あまりを第1期、その
後、トータルインテリアのブランドメーカー

としての地位を確立した2010年代初頭まで
の約60年間を第2期と位置づけている。
　この第2期において同社は、1989年に名
古屋証券取引所第1部、1996年に東京証
券取引所第1部への上場を果たすなど、着
実にビジネスを拡大。2014年3月期単体で
従業員数は1145名、売上高は1131億円
に達し、拠点として名古屋本社のほか、全

社長室業務改革推進課担当課長の森祐輝氏。
「私は専任に近い形でSalesforceによる業務改
革に携われて本当に幸せ。兼任だと会社の本
気度が現場に伝わりませんから」

社長室長兼情報システム部長の柴田和彦氏。
「行動を変えなければ意識は変わらない。
Salesforceはまさに社員の行動を変革できる
システムだと感じています」

国に34か所の支社・支店・営業所、6か所
のショールームを構えるに至る。
　しかし2010年代に入り、そんな同社に大
きな転機が訪れる。長年に渡り同社の発展
を牽引し続けた創業家が経営から退くことに
なったのだ。それを受けて2014年、安田正
介氏が、創業家以外では初の代表取締役社
長に就任。同時に、3ヶ年の中期経営計画
「Next Stage Plan G」を発表する。社長室
長兼情報システム部長の柴田和彦氏はいう。

　「この計画の目標は、社員が経営を担う
真の上場企業を目指し、いわば “第3の創
業” を達成すること。すなわち、今後の経
営を見すえ、事業体制を再整備、強化する
ことによって、文字通り弊社の “次のステー
ジ” を切り拓くことにあります。より具体的
には、営業本部の改革、『強い営業・効果
的な営業・効率的な営業』の実現を最大の
目標のひとつとして掲げました」（柴田氏）

　だが、実際の改革は計画通りには進展し
なかった。確かに、安田氏の主導によって
新規事業部が立ち上がるなど、組織改革は
進んだ。しかし、なんとしても “第3の創業”
を成し遂げるのだ、という経営側の熱意は、
全国に広がる支社や営業所の隅々にまでは
なかなか届かず、社員の意識は変わらな
かったのだ。
　社内を見渡すと、10年以上に渡り売上高
が1000億円台で順調に推移する裏で見過
ごされてきた課題が山積したままだった。そ
う振り返るのは、経営計画の策定とあわせ
て新設された業務改革推進課の担当課長、
森祐輝氏だ。
　「社員のデスクの上には、申請書をはじめ
とする “紙” があふれている。また、営業活
動においては、個々の営業担当者が約1万
3000点もの商品を全方位的に販売、とき

にはクレーム対応も行うという自己完結型の
営業スタイルが限界に達し、ミスもしばしば
発生するようになっている。おのずと、お客
様とのやり取りも、提案型ではなく対応型に
終始してしまっている。問題は数えきれない
ほどありました」（森氏）
　そうした状況を目の当たりにした柴田氏
は、ひとつの結論に達する。結局、社員の
意識を変えるには、まず行動から変えてい
かなければならない。そのためには、社員
の行動の基盤となるプラットフォームを整備
する必要がある、と。
　森氏の見解も同様だった。各課題に対し
て個別の措置をとるという従来の方法では、
3ヶ年計画の期間内に大きな成果を上げる
のは難しい。数多くの課題を一括して、短
期間で解消できるプラットフォームの導入が
不可欠だ、と考えるようになったのだ。

進まぬ改革、社員の行動を変えるシステム導入の必要性を痛感

「部分導入では成果は上がらない」Salesforceの全社導入を決意
　そんな折、業務改革推進課のメンバーの
目に留まったのがSalesforceだった。
　「Salesforceの豊富な機能や、独自開発
したアプリケーションをクラウド上で運用で
きる点、さらには多くの導入実績を知り、

さまざまな課題をまとめて速やかに克服でき
ると感じました。弊社では、1か月に60万
点もの商品のサンプルや見本帳を取引先に
無償で提供しているのですが、その後追い
ができず、みすみす商機を逃してきました。

また、2014年7月より営業担当者に1人1台
支給しているiPadを有効に活用できていま
せんでした。Salesforceを導入すれば、商
機や売上が可視化されると同時に、モバイ
ルの活用度も上がり、安定した営業活動の
基盤を確立できると考えたのです」（森氏）
　そして2014年11月、同社はSalesforceの
全社的な導入を決定する。新たなシステム
を社員数1000名以上の組織に一気に導入
することに対する不安はなかったのだろう

か？　その問いに対し、柴田氏はこう答える。
　「実は、最初は施工の領域のみに導入し、
徐々に利用範囲を全体へ拡大していくことも
検討しました。しかし、あらゆる業務は必
ずどこかでつながっている。であれば、業
務全体を一元化、可視化しなければ、大き
な成果を上げることはできない。“第3の創
業” を実現するには全社導入しかない、と
腹をくくったわけです」（柴田氏）

株式会社サンゲツ
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社長室業務改革推進課課長の冨田一哉氏。
「従来は現場の声を反映させるのに数か月も
かかりましたが、Salesforceなら臨機応変に
対応できる。それが最大の強みですね」

　そんな折、業務改革推進課のメンバーの
目に留まったのがSalesforceだった。
　「Salesforceの豊富な機能や、独自開発
したアプリケーションをクラウド上で運用で
きる点、さらには多くの導入実績を知り、

さまざまな課題をまとめて速やかに克服でき
ると感じました。弊社では、1か月に60万
点もの商品のサンプルや見本帳を取引先に
無償で提供しているのですが、その後追い
ができず、みすみす商機を逃してきました。

また、2014年7月より営業担当者に1人1台
支給しているiPadを有効に活用できていま
せんでした。Salesforceを導入すれば、商
機や売上が可視化されると同時に、モバイ
ルの活用度も上がり、安定した営業活動の
基盤を確立できると考えたのです」（森氏）
　そして2014年11月、同社はSalesforceの
全社的な導入を決定する。新たなシステム
を社員数1000名以上の組織に一気に導入
することに対する不安はなかったのだろう

か？　その問いに対し、柴田氏はこう答える。
　「実は、最初は施工の領域のみに導入し、
徐々に利用範囲を全体へ拡大していくことも
検討しました。しかし、あらゆる業務は必
ずどこかでつながっている。であれば、業
務全体を一元化、可視化しなければ、大き
な成果を上げることはできない。“第3の創
業” を実現するには全社導入しかない、と
腹をくくったわけです」（柴田氏）

わずか2分で商談化！驚異的なスピードを体感
　同社は、Salesforceを基盤とする 3つの
業務改革を開始する。1 つ目が売上・利益
の可視化だ。Salesforce で情報が一元化
されたことによって、売上が伸びていないな
どの異常値をダッシュボードで随時確認で
きるようになり、より的確かつ適時な営業
活動が可能になった。
　同時に、社内 SNS Chatterとモバイルを
駆使した情報共有によって、従来では想像
すらできなかったようなビジネスも生まれて
いる。あるとき、とある遠隔拠点の営業担
当者が、有益と感じた情報を Chatter に投

稿。それを見た別地域の担当者が反応、す
ぐさま行動を起こし、さらに遠隔地の担当と
シームレスに情報共有を行った結果、見事
商談に至ったのだ。これは例えば北海道、
東京、福岡といった広範囲での拠点間の話
だが、その間、わずか 2分。社内に衝撃を
与えた “化学反応” だった。
　「現代のビジネスにおいてはスピードが極
めて重要であるだけに、この事例によって社
員のやる気と Salesforce に対する信頼はい
やが上にも高まりました」（森氏）

年間管理工数80人分＆紙使用量42％削減。劇的に向上する生産性
　2 つ目の取り組みは、Salesforce による
ワークフローの管理。社長室業務改革推進
課課長の冨田一哉氏によれば、導入以前の
同社には、帳票が 500 種類以上存在し、
年間約 1800 万枚もの紙が使用されていた
という。しかも、手続きの複雑な申請書な
どの場合、承認者が複数の支社にいて、最
終決裁までに 1 か月もかかってしまうことす
らあったそうだ。

　「それまですべて “紙” で動いていたのが、
Salesforce で出張申請や車両借用申請がで
きるようになり、一気に効率化されました。
価格稟議の管理だけで、年間約 80 人分の
工数を削減出来る見込みです。それから、
使用される紙の量も激減します。本格的な稼
働はこれからで、当面は年間使用量 500 万
枚を目指していますが、将来的には 250 万
枚まで減らせると見込んでいます」（冨田氏）

株式会社サンゲツ
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データにもとづく戦略的な営業活動が可能に
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　業務改革の 3 つ目は、営業活動における
戦略ツールとしての Salesforce の活用だ。
従来は、営業担当者の行動と案件が関連づ
けられておらず、また帳票やデータが個別に
存在していたため、売上の上がらない要因
などを把握するのが困難だった。それが
Salesforceによって、行動履歴と案件、さら
には売上が結びつけられ、データに裏づけら
れた営業活動が可能になりつつあるのだ。

「Salesforce に蓄積されたお客様のデータ
をもとにしたポートフォリオ分析によって、
より積極的にアプローチすべきお客様がわ
かれば、必ずしも訪問件数自体を増やさな
くても、効率的に売上につなげられるように
なるはず。今後の展開として、そうした戦
略的な営業活動に取り組んでいく予定です」
（冨田氏）

Salesforceは「企業改革を可能にする仕組み」
　最後に柴田氏は、歴史と実績ある同社の
業務改革において、Salesforce が果たして
いる役割と、その存在意義についてこう語る。
　「改革しようという意志はあっても、実際
に変えることのできる仕組みを持っていなけ
れば改革は進まない。弊社にとってはまさ
に Salesforce こそがその仕組みでした。
Salesforce 導入前に使っていた営業支援シ
ステムをバージョンアップしたのは、過去
12 年間にたった 1 度だけ。それに対して
Salesforce は、年 3 回もバージョンアップ

される。やはりこれからの企業改革には、
そういうスピードが求められると思います」
（柴田氏）
　Salesforce の全社的な導入により、中期
経営計画「Next Stage Plan G」の 2 年目
にして、すでにその最大の目標のひとつであ
る“強い営業・効果的な営業・効率的な営業”
を実現しつつある同社。160 年以上に渡っ
て積み重ねられてきた同社の歴史は、今後、
Salesforceとともに刻まれていくのだ。

株式会社サンゲツ


