
　その後も同社では、勤怠管理システム
「TeamSprit」やグループウェア「Argus」、
名刺 管 理システム「SmartVisca」を
2015年4月～ 7月の間に相次いで導入。
業務の各局面における、より積極的な IT

活用へと舵を切ってきた。「これらはいず
れもSalesforceの基盤で稼働するソ
リューションとなっています。当社として
は、あらゆる業務データをSalesforce上
に統合していくこそが自社にとって最適で
あると判断。そうした方向性で取り組み
を進めました」と十河氏は振り返る。

物販からソリューション販売へ。 営業スタイルの変革を
Salesforceで実践し、セールスサイクルを3分の1に短縮
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ソリューションビジネスに相応しい営業スタイルへの変革が必須

導入製品　Sales Cloud、 Pardot、 App Cloud、AppExchange
活用用途　マーケティング・営業支援

導入背景 導入効果

● 各営業担当者のモチベーションアップ。活動の可視化
で会議のムダも排除

● 見込み顧客の課題や動向に応じた適切なアプローチ
が可能に

● 商談発生から成約までの時間を大幅に短縮

● 新商材の販売を機に、既存営業スタイルからの脱却
が必須

● 見込み顧客を捉え、ナーチャリングする仕組みが必要

● 商談発生から成約までの適正プロセスの構築と可視
化が急務

　販促にかかわる業務をクラウド上で一
元管理する販促プラットフォーム
「SPinno（スピーノ）」を開発・販売する
株式会社SPinno。ポップやポスター、チ
ラシといった販促物のオーダーから配送・
納品、さらにはデザイン変更などの進捗
をリアルタイムに管理できるほか、社内や
店舗間で販促物のデザインやコスト情報
などをスムーズに共有できることがこの

プラットフォームの最大の特徴だ。
　同社ではかねてより、多店舗展開をす
る流通小売業や消費財メーカーなどの顧
客に向け、販促物のデザインから、売り場
の装飾、さらには集客にかかわる施策の
提案といったサービスをワンストップで提
供してきたが、それらのサービスにかかわ
る顧客と同社とのやり取りは、電話や
FAX、メールなどを通じて行われ、決して

業務効率が高いとはいえない状況だっ
た。そこで、顧客の業務効率向上に貢献
し得るサービスを念頭に同社が生み出し
たのがSPinnoだというわけだ。
　具体的には、顧客がこれまで電話や
FAX、メールなどで行っていた販促にか
かわる業務をクラウド上で一元管理する
もの。販促物のデザイン変更や、オーダー
から配送・納品までの進捗をリアルタイム

に管理できるほか、顧客の社内や店舗間
で販促物のデザインやコスト情報などを
スムーズに共有できるような仕組みも整
えている。
　一方で、このような新たなクラウドサー
ビスの提供は、同社のこれまでのビジネ
スのあり方に多大なインパクトをもたらし
た。「SPinno提供以前の当社のビジネス
は、物販中心で、お客様からの要求があ
れば応えていくという体制でした。販促プ
ラットフォームのビジネスでは、そうした
インバウンド営業ではなく、エンド顧客
に、アウトバウンド型で能動的にお客様
にソリューション営業を行っていくという
スタイルへと営業のあり方を根本的に変
革していくことが求められることになりま
した」と十河氏は語る。
　こうしたことを実現していくには、言う
までもなくITの活用が不可欠であり、同
社ではその後、ステップを踏みながらシス
テムの構築を進めていくことで、営業、
マーケティング領域での業務改革を進
め、最終的には見込み顧客を成約へと導
いていくための施策へとつなげてきた。
　「システムの整備にあたって、まず当社
が取り組まなければならなかったのが情
報の全社的一元化。それまでは、例えば
顧客情報についても部署ごとに顧客デー
タベースを運用し、バラバラに管理してい
ました。また販促物のデザインや制作を

ファブレスで行っており、紙や布、ポス
ター、パネルなどの仕入先も部署ごとに
個別に管理しているような状態だったの
です」と十河氏は振り返る。
　そこで同社では、その後の取り組みに
至る端緒として、まず2014年4月にセー
ルスフォース・ドットコムの提供する
「App Cloud」を導入。日報管理や顧客
管理、案件管理などの仕組みを構築し、
顧客や提携先情報の一元化を図った。
　「App Cloudの導入により、これまで
十分に把握できていなかった営業担当者
各人の日々の活動を見える化、共有化が
図れるようになりました。その結果、さま
ざまな成果が生み出されており、例えば、
会議のスマート化などもその1つです」と
語るのはSPinnoの窪大輔氏。
　従来の会議では、どうしても各人の感
覚的、定性的な情報の報告に終始しがち
で、有効な意志決定につなげていくこと
が困難だったが、App Cloudの導入によ
り、議論に必要な情報はすべて、あらかじ
めダッシュボード上のレポートなどで共有
されることとなり、各人からの報告に会
議の多くの時間を費やすといったムダを
排除。
　「App Cloud上の定量化された客観
的情報に基づく議論により、最適な意志
決定を図っていける体制が整いました」と
窪氏は続けて説明する。

　このように販促クラウド事業にかかわ
る営業支援を念頭に ITの仕組みを順次
整えてきた同社だが、その一方でアウト
バウンドの営業活動と連動するマーケ
ティングの仕組みを構築していくことの必
要性も痛感したという。
　「そもそも物販のみを行っていた時代は
マーケティング部門がありませんでした。
開設以降も、ナーチャリング（育成）は

もちろん、見込み顧客といった概念が十
分に認識されていなかったというのが実
情です。（十河氏）」当時、展示会などイ
ベント後は、名刺交換をしたお客様を、
対応した担当者が属人的にランク分けを
行い、手応えを感じた “ホット” な顧客
にのみ電話。それ以外の顧客には画一的
なメールを配信するといった対応をとって
きたため、将来お客様になるかもしれな

コムのマーケティングオートメーション
ツール「Pardot」だ。その選択につい
て十河氏は「Salesforceの基盤上への
情報統合を進めていることから、
Pardotを前提に検討を進めました。お
客様一人ひとりの動向を確実にトラッキン
グできる点が非常に魅力的でした」と言
う。
　Pardotの導入により同社では、より
本格的なマーケティング活動へと歩みを
進めることができた。例えば、展示会等
各種イベント後の対応だ。以前であれば、
電話で商談を申し込んで、仮に先方の答
えが「ノー」であればその後は放置して
しまい、また送信したメールマガジンに
ついても、それに顧客がどう感じ、反応
しているかを知る術も持たなかった。
　「Pardotの導入後には、実際には商
談へと進めることができなかった顧客に
ついても、見込み顧客リストを自動生成。
各顧客の動向を継続的に追跡し、ウォッ

チできるようになりました。例えば、送
信したメールマガジンに対し、顧客がそ
のメールを開封しているか否か、さらに
はメール内のどういうコンテンツに興味
を感じてリンクをクリックしているかと
いったことを知ることができるようになっ
たのです」と窪氏は説明する。
　こうした仕組みにより、商談に至って
いない顧客を見込み顧客と捉えながら、
個々の顧客が抱えている課題、興味、例
えばそれがコスト削減なのか、業務の効
率化なのかといったことを浮き彫りにし、
顧客のニーズや緊急度に応じた提案のア
プローチを選択していくことが可能となっ
たわけだ。「現在、Pardotを使って、お
客様の行動をさらに細かく指標化し、ス
コアリングしていくといったことにもチャ
レンジしており、そうした取り組みが進
めば、提案活動の精度をますます高めて
いけるものと考えています」と十河氏は
語る。
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従業員数　174名
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株式会社SPinno（スピーノ）

い「見込み顧客」を取りこぼしていたか
もしれないという。また、顧客リストや
顧客動向分析は Excelをベースに人手で
管理・集計、共有サーバーに保存してい
たため、かなり煩雑な作業が発生し、ど
れが最新なのかもわからなくなることも
あったと窪氏は明かす。
　そこで同社が、2015年 9月、導入に
踏み切ったのがセールスフォース・ドット

販促プラットフォーム
「SPinno」の販売、導入サ
ポート、運用保守を行う事
業を展開。
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執行役員 最高マーケティング責任者の十河貴行
氏。「当社のようなベンチャー企業にとって、ビジ
ネススピードこそが成長のカギ。今後もセールス
フォース・ドットコムの最新テクノロジーをいち
早く活用していける体制を整えていきたいと思い
ます」
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適正なフェーズ管理で営業活動の精度を向上

マーケティングOffice アソシエイトの窪大輔
氏。「もともとITリテラシーが決して高いとはい
えなかった当社が、システムの使いこなしによっ
て多大な成果を享受。『Salesforceならやれる』
という思いを強くしています」

　Pardotの活用によって、見込み顧客の
行動をベースにナーチャリングしていくた
めの仕組みを実現した同社だが、それに
伴い、それら見込み顧客を詳細に管理し、
商談案件の発生から成約に至るまでのプ
ロセスをトータルに管理するための仕掛
けも必要であることに気づいたという。
　そこで同社では、App Cloudで構築し
ていた案件管理の仕組みを、2015年11

月に同じくセールスフォース・ドットコムの
「Sales Cloud」へとアップグレード。その
効果はすぐに現れた。
　一つ目は、従来は案件発生からクロー
ジングまでの各営業フェーズの管理につ
いては、営業担当者のいわば“肌感”に
頼ってきたというのが実情だった。しか
も、担当者がその活用状況をチェックボッ
クスに入力して管理するというかたちだっ

たので、手間を嫌っていつしか使われなく
なってきていたという。
　これに対しSales Cloud導入後、同社
では、顧客への提案の内容や交わした書
類といった具体的なファクトをベースに
フェーズを定義。「そうした客観的なフェー
ズ認識に基づき、お客様に対して最適な
アプローチが行えるようになりました。何
よりも、営業担当者にとっても従来の
チェックボックスに比べて作業の煩雑さ
がなく、順を追ってフェーズが進捗してい
くことがわかるのでモチベーションも向上
しています」と窪氏は語る。
　一方、マネジメント側でも、Sales 

Cloud上の情報から、各案件でどのよう
な問題が発生しているかを容易には把握
できるようになり、営業担当者に状況に応
じた的確な指示が出せるようになっている
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要性も痛感したという。
　「そもそも物販のみを行っていた時代は
マーケティング部門がありませんでした。
開設以降も、ナーチャリング（育成）は

もちろん、見込み顧客といった概念が十
分に認識されていなかったというのが実
情です。（十河氏）」当時、展示会などイ
ベント後は、名刺交換をしたお客様を、
対応した担当者が属人的にランク分けを
行い、手応えを感じた “ホット” な顧客
にのみ電話。それ以外の顧客には画一的
なメールを配信するといった対応をとって
きたため、将来お客様になるかもしれな

コムのマーケティングオートメーション
ツール「Pardot」だ。その選択につい
て十河氏は「Salesforceの基盤上への
情報統合を進めていることから、
Pardotを前提に検討を進めました。お
客様一人ひとりの動向を確実にトラッキン
グできる点が非常に魅力的でした」と言
う。
　Pardotの導入により同社では、より
本格的なマーケティング活動へと歩みを
進めることができた。例えば、展示会等
各種イベント後の対応だ。以前であれば、
電話で商談を申し込んで、仮に先方の答
えが「ノー」であればその後は放置して
しまい、また送信したメールマガジンに
ついても、それに顧客がどう感じ、反応
しているかを知る術も持たなかった。
　「Pardotの導入後には、実際には商
談へと進めることができなかった顧客に
ついても、見込み顧客リストを自動生成。
各顧客の動向を継続的に追跡し、ウォッ

チできるようになりました。例えば、送
信したメールマガジンに対し、顧客がそ
のメールを開封しているか否か、さらに
はメール内のどういうコンテンツに興味
を感じてリンクをクリックしているかと
いったことを知ることができるようになっ
たのです」と窪氏は説明する。
　こうした仕組みにより、商談に至って
いない顧客を見込み顧客と捉えながら、
個々の顧客が抱えている課題、興味、例
えばそれがコスト削減なのか、業務の効
率化なのかといったことを浮き彫りにし、
顧客のニーズや緊急度に応じた提案のア
プローチを選択していくことが可能となっ
たわけだ。「現在、Pardotを使って、お
客様の行動をさらに細かく指標化し、ス
コアリングしていくといったことにもチャ
レンジしており、そうした取り組みが進
めば、提案活動の精度をますます高めて
いけるものと考えています」と十河氏は
語る。

い「見込み顧客」を取りこぼしていたか
もしれないという。また、顧客リストや
顧客動向分析は Excelをベースに人手で
管理・集計、共有サーバーに保存してい
たため、かなり煩雑な作業が発生し、ど
れが最新なのかもわからなくなることも
あったと窪氏は明かす。
　そこで同社が、2015年 9月、導入に
踏み切ったのがセールスフォース・ドット

という。
　「こうしたことが実現された結果、案件
の成約に至る確度が大幅に向上。加えて、
案件発生からクロージングまでのプロセ
スがスピード化されるという成果も現れて
おり、具体的には平均所用日数が3分の1

程度にまで短縮できています」と窪氏は
その成果のほどを強調。さらに成約までの
プロセスがシステムに記録されるので、そ
うしたナレッジに基づいて経験の浅い営

業担当者にも必要なノウハウをスムーズに
伝えられるようになるという効果が得られ
ていることも重要なポイントである。
　今後も同社では、Salesforceの基盤のう
えに営業、マーケティングにかかわる活動の
強化を支援するシステムを積極的に構築し
ていきたいとしている。その1つのゴールと
して同社が見据えているのは、統合化された
「SPinno DMP（Data Management 

Platform）」の実現であるとのことだ。

　「今後は、セールスフォース・ドットコム
との間で、ユーザーとベンダーという関係
を超え、同じクラウドベンダーとして、ビ
ジネス上の協業関係も築いていければと
考えています。そうした方向性も含め、当
社にとってセールスフォース・ドットコムは
欠かすことのできないパートナーであると
捉えています」と十河氏は語る。
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