
フィンテック分野のスタートアップ企業が
“Sales Cloud×Community×Heroku”で金融界に新風を吹き込む！
ビジネスアイデアの実現に大きく貢献するセールスフォース・ドットコムの“エコシステム”

株式会社MFS お客様事例
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金融界に風穴を開けたフィンテック企業の新サービス

導入製品　Sales Cloud, Partner Community, Heroku
活用用途　その他（プラットフォーム）

導入背景 導入効果

● 情報の一元化により、一般ユーザーの利便性を高める
一方で、各金融機関の顧客ごとに最適化した“1on1
マーケティング”を実現できた

● 初期コストを抑えつつ、開発パートナーとの十全な意思
疎通のもと、ビジネスのアイデアをスムーズに実現する
ことができた

● 金融機関に対する営業において、システムの堅牢性が評
価され、想定を上回るペースで提携先を増やすことがで
きた

● 住宅ローンの借り換えが進まない現状を打破するア
イデア(サービス名：モゲチェック)はあったものの、
それを実現するためのITのノウハウがなかった

● 新サービスの開発にあたり、限られた資金の範囲内
で、かつ競合の追随を許さない速度でシステムを構築
しなければならなかった

● スタートアップ企業であり、かつセンシティブな個人
情報を扱う分野だけに、セキュリティ面の信頼性をア
ピールする必要があった

　史上最低の水準で推移する住宅ローン
金利。高金利のローンを抱えている人に
とっては、それを一括返済し、改めて低
金利のローンを組み直す、いわゆる “借
り換え” を行うことによって総返済額を
節約できる好機といえる。しかし、米国

などでごく一般的に行われている住宅
ローンの借り換えは、日本においてはま
だまだ身近なものとはいえないのが実情
だ。
　今、そうした現状に風穴を開けるもの
として、住宅ローン借換アプリ「モゲ

チェック」が注目を集めている。これは、
ユーザーが自分の住宅ローンの情報を入
力するだけで、借り換えによって総返済
額をどれだけ節約できるかを試算し、全
国の銀行 120 行、1000 本以上のロー
ンの中から最適なプランを簡単に選べる

というツールだ。2015 年 6 月のサービ
ス開始から約 3か月間で、ユーザー数は
5000 名を突破。アプリのマーケティン
グ機能の提供先として業務提携する金融
機関も、楽天銀行や住信 SBIネット銀行
など、すでにネット系銀行 4 行にのぼっ
ている。
　この画期的なアプリを提供しているの

が、東京都千代田区に本社を置く株式会
社 MFS だ。近年、欧米の金融界を中心
に、IT との融合によって既存のサービス
の常識を覆す「フィンテック（Fintech 

＝Finance＋Technology）」という分
野が一大潮流となっているが、まさしく
同社は、国内におけるそうしたフィンテッ
ク企業の先駆けといえるだろう。業　　種 IT・サービス

業種詳細 住宅ローン情報提供
 サービス（モゲチェック）、
 住宅ローンおよび
 関連商品開発
従業員数　6名

株式会社MFS



お客様事例　株式会社MFS

セールスフォース・ドットコムの“エコシステム”が新サービス開発に大きく貢献
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代表取締役CEOの中山田明氏。「初期投資がそ
れほどかからず、毎月の課金ベースでこれだけの
サービスを受けられるというのは、ちょっとあり
得ないことだと改めて感じています」

　史上最低の水準で推移する住宅ローン
金利。高金利のローンを抱えている人に
とっては、それを一括返済し、改めて低
金利のローンを組み直す、いわゆる “借
り換え” を行うことによって総返済額を
節約できる好機といえる。しかし、米国

などでごく一般的に行われている住宅
ローンの借り換えは、日本においてはま
だまだ身近なものとはいえないのが実情
だ。
　今、そうした現状に風穴を開けるもの
として、住宅ローン借換アプリ「モゲ

チェック」が注目を集めている。これは、
ユーザーが自分の住宅ローンの情報を入
力するだけで、借り換えによって総返済
額をどれだけ節約できるかを試算し、全
国の銀行 120 行、1000 本以上のロー
ンの中から最適なプランを簡単に選べる

というツールだ。2015 年 6 月のサービ
ス開始から約 3か月間で、ユーザー数は
5000 名を突破。アプリのマーケティン
グ機能の提供先として業務提携する金融
機関も、楽天銀行や住信 SBIネット銀行
など、すでにネット系銀行 4 行にのぼっ
ている。
　この画期的なアプリを提供しているの

が、東京都千代田区に本社を置く株式会
社 MFS だ。近年、欧米の金融界を中心
に、IT との融合によって既存のサービス
の常識を覆す「フィンテック（Fintech 

＝Finance＋Technology）」という分
野が一大潮流となっているが、まさしく
同社は、国内におけるそうしたフィンテッ
ク企業の先駆けといえるだろう。

　各金融機関の顧客の住宅ローンの情報
と金融機関のデータとを結びつけるには、
その核となるデータベースが必要になる。
ただ、同社は、限られた資金と期間で新
たなビジネスモデルを開発して急成長を
目指す企業、いわゆる“スタートアップ”
だ。初期投資の金額を抑えつつ、他社の
追随を許さない速度でシステムを構築し
なければならない。同時に、住宅ローンと
いうセンシティブな情報を扱うだけに、契
約金融機関とユーザーの双方から、厳し
いセキュリティ対応が求められる。

　「Salesforceは、それらの要件をすべ
て満たしていました。私はあくまで金融の
専門家であって、ITにはそれほど詳しくな
いので、実現したいアイデアはあっても、
そもそもどんな企業を開発パートナーに
選べばいいのかすらよくわからない。セー
ルスフォース・ドットコムに依頼すれば、
優秀な開発パートナー企業を紹介しても
らえて、エンジニアに直接相談でき、対面
開発でアドバイスを受けながら一緒に
サービスを作り上げることができる。“エ
コシステム”と呼ばれるセールスフォース・

ドットコムの経済圏がこれほど充実して
いるとは、当初は認識していませんでした
が、実際に体験すると非常に安心感があ
り、本当に助かりました」（中山田氏）
　2015年2月、同社は、Sales Cloud、
Partner Communityおよび大容量の
アプリケーション開発プラットフォーム
Herokuを導入。それからわずか4か月
後、中山田氏の長年の夢であったモゲ
チェック（β版）のサービス開始までこぎ
つけることができた。

ビジネスアイデアの実現手段としてSalesforceを選択
　モゲチェックは、同社代表取締役
CEO の中山田明氏が、2009 年の会社
設立時から温めてきたアイデアを形にし
たものだ。日本では制度上、住宅ローン
債権は米国のように証券化されず、貸し
つけた金融機関によって保持されている。
そのため金融機関は、たとえ金利が下がっ
ても、ローンの状況を把握できない他行
の顧客に対して、「借り換えればこれだけ
得をします」というピンポイントな提案を

するのが難しい。一方、顧客も、たとえ
借り換えのメリットを理解していても、情
報の少なさ、手続きの煩雑さから、なか
なか一歩踏み出せない。中山田氏は、独
立以前、複数の証券会社やモーゲージバ
ンクに在籍して活動する中で、日本で借
り換えが進まないそのような現状を目の
当たりにしてきた。
　「住宅ローン債権の証券化に 15年間携
わって培ったノウハウを活かし、誰でも簡

単に借り換えできるような IT サービスを
創出すれば、ビジネスとして十分に成立
するという確信のもとに独立しました。そ
して、そのアイデアをどんな手段で実現
すべきか考えたとき、真っ先に思い浮か
んだのが、以前在籍していた企業で使っ
ていた Salesforceの活用でした」（中山
田氏）
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想定外のハイペースでユーザー＆提携金融機関の獲得に成功！
　中山田氏は当初、ユーザー数について、
2015 年末までに 1000 名ぐらいを予想
していたが、9月時点ですでに 5000名、
年内に 10000名を突破しそうな勢いだ。
想定外のハイペースで新サービスを展開
できた最大の要因が、モゲチェックの利
便性、先進性にあることはいうまでもな
い が、それ に 加 えて 中 山 田 氏 は、
Salesforce の構築スピードの速さ、セー
ルスフォース・ドットコム特有の “エコシ

ステム” による開発・運用環境のよさを
挙げ、「自社でシステムをいちから構築し
ていたら、この数字はとても実現できな
かっただろう」と語る。
　また、金融機関との業務提携も、予想
をはるかに上回るペースだという。
　「もしSalesforceを使っていなければ、
これほど順調に契約を取りつけることは
決してできなかったでしょう。金融機関
はセキュリティ面に対して非常に厳しいで

情報一元化で各金融機関の顧客ごとに最適化した“1on1マーケティング”を実現
　モゲチェックにおける Sales Cloud と
Heroku の活用方法は以下の通りだ。ま
ず、定期的に取得される全国の金融機関
の住宅ローンに関するデータは Sales 

Cloud に、ユーザーの住宅ローンの情報
は Herokuに格納される。ユーザー情報
の格納先としてHerokuを採用したのは、
将来、ユーザー数の拡大とともにデータ
量が激増するのを見越してのことだ。
Sales CloudとHerokuは連携している
ため、そこで自動的にシミュレーションが
行われ、どのローンに借り換えるとどれだ
け総返済額を節約できるか、といった情
報がアプリ上に表示される仕組みになっ
ている。
　「『簡単な項目入力ですぐに借り換えメ
リット額が表示されてわかりやすい』『こ

のアプリを使って借り換えをしました』な
ど、お客様の反応は非常にいいですね。
何より嬉しいのは、このアプリによって、
長らく変えられなかったお客様の行動に
変化をもたらせたことです」（中山田氏）
　一方、金融機関側にも大きなメリット
がある。ユーザーの入力したデータを
Partner Community 上で分析した上
で、ユーザーが希望した場合、その人に
最適な借り換えの情報をメッセージとして
アプリ上にプッシュ通知することができる
のだ。たとえば、「金利3％以上のユーザー
だけにこういうメッセージを送ってみよう」
といった、従来は困難だった他行の顧客
ごとにカスタマイズした“1on1マーケティ
ング” が可能になったわけだ。

すから、弊社のようなベンチャー企業が
いきなり契約をお願いしたところで、普通
なら門前払いされてしまう。それが当然
なのに、『Salesforce を使っています』
のひと言で、セキュリティ面の不安を一
掃でき、契約に結びつけられる。その意
味でも Salesforce を選んで本当に正解
でした」（中山田氏）
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―株式会社MFS　代表取締役CEO　中山田明氏
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"Salesforceをベースとする新サービスのリリースによって、
フィンテック分野の本流的なビジネスの広がりが見えてきました"

「フィンテック分野の本流的なビジネスの広がりが見えてきた」
　モゲチェックの利用が拡大する中、中山
田氏は、さらに一歩進んだビジネスモデル
の構築を検討し始めている。「借り換えの
手続きが面倒」「金融機関から提案されて
もどのローンがいいか迷ってしまう」と
いったユーザーの声に応える新サービス
を、Salesforceのデータベースを活用し
て展開していきたいと考えているのだ。
　「Salesforceをベースとするモゲチェッ
クのリリースによって、お客様の資産運用
に対して包括的にアドバイスするような、

まさにフィンテック分野の本流的なビジネ
スの広がりが見えてきました。
　借り換えの障壁をモゲチェックによって
取り払えたように、現在の住宅ローンに関
する問題の多くは、弊社のノウハウとテク
ノロジーで解決できる。弊社にはやりたい
ことがまだまだたくさんあるのです。その
実現のためには、今後もセールスフォー
ス・ドットコムのサポートが欠かせません
ね」（中山田氏）
　既成概念を打ち破る新サービスで金融

界に大きなインパクトを与えた同社は、今
後もSalesforceを活用し、フィンテック
企業としてさらなる飛躍を誓う。
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